
会社名 ホームページ 事業内容

 株式会社  千代田エネルギー 石油製品小売業・貸室業

 株式会社  東京ニュース http://www.tnews.co.jp 広告企画制作、デジタルデータの生成、検証の配信、総合印刷、ｗｅｂ制作

藤原事務所 経営全般についての助言と相談。

株式会社　フォレスト http://www.kforest.co.jp デザイン・制作・印刷、デザイン企画から印刷

日本デジタルデザイン株式会社 http://www.ndd-net.co.jp ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・Web関連ｿﾌﾄｳｪｱ開発、業務ﾊﾟｯｹｰｼﾞｿﾌﾄｳｪｱ開発・販売、業務ｿﾌﾄｳｪｱの分析・提案・開発・ｻﾎﾟｰﾄ

合資会社　アークシステム コンピュータ利用に関するシステム開発

東京千代田法律事務所 http://chiyoda-law.com// 民事事件一般、刑事事件、中小企業の法務

株式会社  飛翔ソフトウェア http://www.hi-soft.co.jp
ソフトウェア開発 ①通信系(ｽﾏﾎ.ﾀﾌﾞﾚｯﾄ.ﾈｯﾄ)ｿﾌﾄ ②鉄鋼系(製鉄)圧延制御ｼｽﾃﾑ ③組込み系(OS.ﾄﾞﾗｲﾊﾞ)ｿﾌﾄ ④ﾊﾟｿｺﾝ(DB，

AI)系ｿﾌﾄ

株式会社　ヅノー http://www.zuno.co.jp ソフトウェアの開発・コンピュータ導入指導・コンピュータ要員教育

永山コンピューターサービス株式会社 http://www.nagayama.co.jp ソフトウェア全般

株式会社  グローバルセンター http://www.clover-key.co.jp
合鍵複製機、合カギ、錠前、キーホルダー、自動扉、オートロック、出入管理、マグネットロック、建具工事、サッシ

工事

豊福労務経営管理事務所 個別労働紛労の相談、指導、賃金制度の改善、社内諸規程作成、社会保険事務代行、人事考課者訓練の実施

株式会社　幸創 http://www.kohsoh.jp/ PP袋、PE袋、ポリバック、ダイレクトメール用フィルム封筒、ポリ封筒、その他包装資材

黒田機器株式会社 http://www.mmm.ne.jp/kuroda 大型長尺シャフトの研削及び伝動省力機器部品の販売

株式会社  フジソフトラボ http://www.fujisoftlabo.co.jp ソフトウェアのコンサルティング、ソフトウェア及びハードウェアの調査・分析・開発

社会保険労務士法人　飯田橋事務所 http://www.sr-suzuki.jp 社会保険労務士業務

寶紙業株式会社 http://www.takara-shigyo.co.jp 洋紙販売、不動産賃貸

林電工株式会社 http://www.hayashidenko.co.jp 温度センサ－の製造、自動面積計等計測機器の製造、実験室用電気炉の販売

株式会社  ユニバーサルシステムズ 電子計算機用ハードウェア及びソフトウェアの設計，開発，製造，販売

株式会社 サンワ http://www.sanwa-s.com 印刷・ホームページ作成

株式会社  電気炉サービス http://www.denkiro.co.jp 工業炉の設計､製作及び修理、金属熱処理用治具の製販､チタン･ステンレス等の溶接加工

コスモメディア株式会社 http://www.jah.ne.jp インターネットプロバイダーインターネットソフトコンテンツ制作展示映像制作

税理士法人　いちがや会計 http://www.ichigaya-kaikei.com 税務全般、財務改善コンサルティング、経営計画作成と実践サポート。

株式会社  高文 http://www.takabun.co.jp ネットワーク・情報通信関連機器及び部材（ＬＡＮ材料、光ケーブル、ＰＢＸ材料等）並びに通信機器

システム・アナライズ株式会社 http://www.sacn.co.jp コンピューシステムのコンサルティング及び設計開発

医療法人社団　峰瑛会　市ヶ谷番町歯科クリニック http://www.11855.jp インビザライン（マウスピース）矯正、インプラント、審美セラミック治療、小児、口腔外科

株式会社  日本パートナー会計事務所 http://www.kijpa.co.jp 中小企業コンサルタント、税理士

高島総合法律事務所 http://www.takashimalaw.com 民事介入暴力、債権回収、倒産等企業をめぐる法律関係全般にわたる相談・交渉・訴訟

税理士法人　ハナワ会計 税務・会計業務、分析等による経営助言、会計監査、ベンチャー企業の支援業務

山商株式会社 http://www.yama-show.co.jp 不動産賃貸

コーチ・シエスタ コーチングを機軸としたリーダーシップ開発のための各種トレーニングの開発と提供。

僖績経営理舎株式会社 http://www.nihonkeiei-lab.jp 経営顧問、社員教育、講演、執筆、社会人向研修、事業立上げ

株式会社　ジーエムピー http://www.GMP-INC.het 広告配布代理業・販売促進代理業

株式会社　末広システム http://www.suehiro-s.jp コンピュータシステムの設計、開発、保守までの全ての業務。

企業再建・承継コンサルタント協同組合 http://www.crc.gr.jp 事業再生・事業承継コンサル業務。セミナー受託業務

株式会社　コーヤマ http://www.e-koyama.com/ 印刷業、自費出版・スキャンサービス・オンデマンド印刷

株式会社　マネット http://www.aikagi.jp
リペアショップ（合カギ、クツ修理、はんこ、表札、電池交換等）のチェーンストア展開。FC本部運営、開店指導、

加盟店募集

大和自動車整備株式会社 自動車整備・販売、不動産賃貸

株式会社　グローワンシステムズ コンピュータネットワークシステムのデザイン、セキュリティーシステムのデザイン

株式会社　東光社 http://tokosha.tripod.co.jp 企画・デザイン・印刷・商品カタログ・会社案内・ＰＲ誌・ビジネスフォーム

東京ＥＬ社労務：岡崎社会保険労務士事務所 http://www.tokyo-el-sharoum.jp/ 社会保険労務士



玉川衛材株式会社 http://www.tamagawa-eizai.co.jp 医薬・衛生用品製造販売

有限会社　アベサービス 一般貨物、運送事業、商品管理、書籍全般

株式会社　フォレスト http://www.kforest.co.jp 求人パンフレット・企業パンフレット・書籍制作、印刷

銀座エキチカ法律事務所 弁護士業務

株式会社　サイビーンズ http://www.cybeans.co.jp 業務コンサル及びソフトウェア開発・保守

株式会社　インテルメッゾ http://www.imz.jp コンピュータシステムの設計・開発及びシステムコンサルティング

株式会社　日本工業社 http://www.jiinet.co.jp 大手企業内でのドキュメントサービスセンター運営。ドキュメントを中心としたオフィスサービスの展開

本江総合法律事務所 弁護士業務(不動産、相続、交通事故等）

ハンズフリーシステムズ株式会社 http://www.hfsys.com システム開発、コールセンター

山商株式会社 http://www.yama-show.co.jp 燃料油販売、不動産賃貸

株式会社　東洋堂 http://www.hankohiroba.com 印鑑（はんこ広場）、印刷、カギのFCチェーン本部

株式会社　飯田橋ビル http://www.homepage2.nifty.com/iidabasibiru/ 不動産賃貸業

株式会社　ティ・オー・エス http://www.tos-kk.co.jp システム設計製造受託・ＳＥプログラマー派遣

お茶の水内外特許事務所 特許・商標等に関する国内・外国サービス、知財コンサル

人材サービス株式会社 http://www.hrjsk.com 人材派遣

株式会社　アイリス http://www.iris-ltd.co.jp コンピュータソフト開発＆ネットワーク構築

 株式会社　藤栄 http://www.k-toei.com ユニフォーム等卸売・販売及び販促品の企画販売業。

秋田會計事務所 http://www.akita-kaikei.jp 税理士事務所

株式会社　スケール http://www.sappy.co.jp 紳士・婦人インナー企画、販売

株式会社　シフト ＯＡ機器、電話機、機器レンタル、オフィス家具、オフィスデザイン、建築設計、LED照明

エム・シー通商株式会社 http://www.recycletoner.co.jp トナーカートリッジ再生製造事業、ＯＡサプライ品等の販売、ＯＡ機器、付属品、部分品卸売業

東芳紙業株式会社 http://toho-paper.co.jp 和洋紙販売

株式会社　ヅノー http://www.zuno.co.jp ソフトウェアの開発・コンピュータ導入指導・コンピュータ要員教育

ユコー株式会社 http://www.yukor.co.jp 医療用品の製造、輸入販売

株式会社　トランス・ニュー・テクノロジー http://www.trans-nt.com 各種コンピュータシステムの研究・開発・販売およびＩＴコンサルタント

株式会社 千代田エネルギー 石油製品小売業，貸室業

株式会社　幸創 http://www.kohsoh.jp/ ＰＰ袋、ＰＥ袋、ポリバック、ダイレクトメール用フィルム封筒、ポリ封筒、その他梱包資材

二松学舎大学 http://www.nishogakusha-u.ac.jp/ 大学教育

株式会社 極東書店 http://www.kyokuto-bk.co.jp 人文・社会科学の洋書学術書，定期刊行物等の輸入販売

株式会社　高齢社 http://www.koureisha.co.jp 各種人材派遣業、有料職業紹介事業、各種請負事業

株式会社　アビックシステム http://www.abcs.co.jp 情報処理、ソフトウェア開発

株式会社　岩田商会 武道衣の製造、販売

 福島カラー印刷株式会社　東京営業所 http://f-color.biz/ 印刷一般（商業印刷・シルク印刷他）、企画、制作、オペレーション作業

ライトハウス司法書士事務所 司法書士

株式会社　アイナス http://www.inas-inc.co.jp インターネット関連サービス、ビジネスシステム開発、医療システムサービス

セドナグローバル株式会社 http://www.sedona-net.com 不動産賃貸・売買仲介、不動産管理、不動産コンサル

株式会社　ジー・ビー http://www.gbnet.co.jp/ 出版・編集・制作・企画・デザイン

西武信用金庫　神田支店 http://www.seibushinkin.jp 地域金融機関

川合晋太郎法律事務所 企業法務全般（契約書作成、会社法関係、従業員トラブル、売掛金回収等）。できる限り素早い対応がモットー

図書出版・花伝社 http://kadensha.net 出版

たちばな綜合法律事務所 http://www.tachibanalo.jp ＩＴサービス・製品開発に携わる中小企業の法的サポート、損害賠償分野の法的紛争解決、その他一般法律実務

株式会社　日本工業社 http://www.jiinet.co.jp/ 大手企業内でのドキュメントサービスセンター運営。ドキュメントを中心としたオフィスサービスの展開。

わたなべ法律会計事務所 Ｍ&amp;Ａ及び事業再生を中心に、企業法務から一般的な民事事件まで幅広く取扱っています。

株式会社　エージェンシーソフト http://www.agencysoft.jp 土木積算ソフト作成

株式会社　羽車 http://www.haguruma.co.jp 封筒・紙製品の製造と販売



弁護士法人　協和綜合パートナーズ法律事務所 http://www.kyowa-sogo.gr.jp/ 法律事務一般（国内及び海外）

弁護士法人　千代田オーク法律事務所 http://chiyodaoaklaw.jimdo.com/ 民事事件一般（相続、離婚、建設）、中小企業庁法律相談員

株式会社　ケンエレファント 販促施策の企画・運営、ノベルティグッズの企画・製作、OEM商品の企画・製作、海洋堂製フィギュアの企画・生産

公認会計士・税理士　齊藤栄太郎事務所 http://saito-accounts.co.jp 会計事務所・監査法人

僖績経営理舎株式会社 http://www.kiwa-ec.co.jp 経営顧問、社員教育、講演、執筆、社会人向研修、事業立上げ

千葉工業大学 http://www.it-chiba.ac.jp 高等教育

隼あすか法律事務所 http://halo-entrepreneur.com 弁護士

株式会社　室橋組 総合工事業・職別工事業・設備工事業

株式会社　イマージョン http://www.immersion.co.jp 企業向けの組織活性化コンサルテーション、教育研修、調査診断を通じて、企業成長を支援する

 株式会社　JCMS http://jc-ms.com/ 日中間の特に中堅・中小企業を中心としたビジネス交流及び人材教育

株式会社　セーフティネット http://www.safetynet.co.jp 企業と契約し社員とその御家族を心の病気からお守りするメンタルヘルス

株式会社　シニア経理財務 http://www.senior-keiri.jp/ シニアの経理財務専門の派遣会社

一般社団法人　ビジネス心理研究所 http://www.businessshinri.jp/ 組織・人材に関してのコンサルティング

株式会社　ヴァンガードネットワークス http://www.vanguard.ne.jp 企業・医療機関の総合的なICT環境構築・保守、ホスティング、ハウジング、WEB制作、システム開発

一般社団法人　経営特訓士協会 http://www.keiei-tokkunshi.jp 経営計画・資金調達支援・マイナンバー導入運用・能力開発研修

株式会社　エム・ソフト http://www.msoft.co.jp ソフトウェアの受託開発および自社製品の研究開発。社会保険労務士。

株式会社　バジェット http://www.budget-inc.jp 組織活性化コンサルティング、経営戦略を実現させる人事制度等の仕組みづくり、人財開発

豊田電子株式会社 http://www.toyota-electronics.com 電子部品・半導体および機器の国内外販売

ダイヤオフィスシステム株式会社 http://www.doscorp.co.jp オフィス移転、リニューアルからセキュリティ、ネットワーク、通信機器、OA機器販売と保守

株式会社　ワイエスディ http://www.ysd.co.jp ソフトウェア開発

日信商事株式会社 http://www.nisshoji.co.jp 貿易（主に中国）

日信商事株式会社 http://www.nisshoji.co.jp 貿易（主に中国）

株式会社　ロア・アドバタイジング http://www.roi.co.jp/ 広告代理・制作業

株式会社　シニア経理財務 http://www.senior-keiri.jp/ シニアの経理財務専門の派遣会社

株式会社　ライルピクチャー http://www.lilepicture.com 映像制作業

 日比谷産業医事務所 http://www.hibiya-dr.com 産業医の立場から、御社の安全衛生管理、社員の方々の健康管理を支援いたします。

株式会社　ジェイ・クリエイション http://www.jcreation.co.jp ソフトウェア開発全般、基幹システムの再構築、マイグレーション等

株式会社　カイラボ http://www.kailabo.com 企業の人材育成・教育および、社員の定着率向上支援

飛天ジャパン株式会社 http://www.ftsafe.co.jp 情報セキュリティソリューション開発・販売

株式会社　マネーライフプランニング http://www.mlplanning.co.jp 企業オーナー、資産家を対象とした個人資産コンサルティング業務。株式・不動産・相続・事業承継の相談

株式会社　フジタプランニング http://fujita-plan.com/ 保健医療・教育に関する調査

学校法人　お茶の水学園 商業実務の専門学校。簿記会計のエキスパート育成。離職者の職業訓練を実施。

オー・エイ・エス株式会社 http://oas.co.jp コンピュータに関する調査・研究・開発、コンピュータソフトウェアの開発

人材サービス株式会社 http://www.hrjsk.com 人材派遣、有料職業紹介

ＨＳＧ法律事務所 弁護士事務所

小野貴朗総合法律事務所 https://tokyo-onolaw.jp 弁護士業務。不動産、相続、交通事故、債権回収等一般民事・商事事件を広く取り扱っています。

株式会社　リブリッジ http://www.rebridge.co.jp 共感型求人メディア、採用代行・教育研修、人財紹介

有限会社　日本産業広告社 https://www.jia.co.jp プロモーションとウェブ事業を中心に、新しい求人サービスを自社開発して元気な中小企業を増やします。

ヒーズ株式会社 http://www.heeze.co.jp 経営コンサルティングと経営者向けコーチング

あゆみコンサルティング 中小企業の経営支援及び周辺業務

株式会社　アダチファクトリー http://www.a-dachi.com 広告印刷事業・地域活性化事業・農業支援

貝井経営会計事務所 http://www.kaii1.jp 公認会計士、税理士、社労士、中小企業診断士として、経営管理体制整備を中心とした経営支援業務。

日本経営サポート株式会社 http://www.kiriu.com 人事及び採用に関するコンサルティング、人事・総務の事務代行、人事・採用に関する研修・セミナー開催

日本経営サポート株式会社 http://www.kiriu.com 人事及び採用に関するコンサルティング、人事総務の事務代行、人事採用に関する研修・セミナー開催

こばやし税理士事務所 税理士事務所



株式会社　ビジネス・サクセスストーリー http://www.bs-story.co.jp
Ｓｏｃｉａｌ Ｄｅｓｉｇｎとして、「組織・人事」「体験学習」「地域デザイン」「店舗ディスプレイ」４つの事業

を柱に運営しています。

若松総合法律事務所 http://www.w-sougou-law.com 弁護士業（法律事務、法的文書作成、紛争解決、交渉、裁判対応、企業法律顧問その他の法的業務）

スミレ司法書士事務所 http://www.sumireshihou.com 司法書士業

東京千代田法律事務所 http://chiyoda-law.com// 民事事件一般、刑事事件、中小企業の法務

株式会社　シーシー・ネットワーク http://www.ccnet.co.jp ソフトウウェア開発

RAS　STYLE.LLC http://www.ras-style.com 企業に対するコンサルティング、経営支援事業およびPCシステム販売事業と広告宣伝代理店事業

J-star国際特許商標事務所 http://www.j-star.jp/ 知的財産権業務及びビザ申請業務

有限会社　アトリエ渋谷 http://atreshibutani.jp.net/ DTP制作、書籍雑誌のレイアウト、組版、デザイン

株式会社　アタックス http://www.attax.co.jp 社長の最良の相談相手

東京メディカルスクール株式会社 http://www.tokyo-medicalschool.com 医学生、歯科学生、薬学生、獣医学生など大学1-6年生、国家試験対策予備校

株式会社　ゼロベータ http://www.zer0beta.jp/ 人材紹介業。ナイトワーク女性の昼転職サポートと人材紹介会社アライアンスネットワークの運営。

株式会社　山一情報システム http://www.yamaichi-inf.co.jp/ ネットワークの設計・構築・運用サービス、ソフトウエアの開発

株式会社　Ｈ＆Ｍ　ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ　ＥＮＧＩＮＥ 美容室の経営

なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 http://www.nadeshiko-tokyo.com 軽貨物運送業（スーパー・宅配・企業専属便）

株式会社　コミニケ出版 http://www.kominike-pub.co.jp 「月刊朝礼」の制作・発行。社史、記念誌、企業案内、PR誌、社内報などの企画制作。ホームページの企画制作。

小島国際法律事務所 http://www.kojimalaw.jp 法律サービスの提供

三宅坂総合法律事務所 http://www.miyakezaka.or.jp 企業法務を中心とした総合法律事務所。経営承継、相続・財務管理及び紛争解決に強みを持つ。

株式会社　アパマン 不動産事業全般

首都東京法律事務所 http://www.ik-law.jp 不動産、労働問題を中心とした法的サービスの提供。

支援事業所の検索相談サイトＳａｌａｄ https://salad-knowdo.com/ 就労移行支援事業所の検索サイト運営

株式会社　ＥＣＡ http://www.ecag.co.jp 障がい者雇用コンサルティング事業、有機農業事業、アート事業

山越総合法律事務所 http://yamakoshi-law.com/ 各種訴訟、企業・医療法人、労使問題、不動産取引、事業承継、債券回収、倒産・事業再生、相続等各種法務


