
会社名 URL 事業概要
株式会社  千代⽥エネルギー ⽯油製品⼩売業・貸室業
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// ⺠事事件⼀般、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(厚板薄板)圧延制御ｼｽﾃﾑ ③組込み系(⾞載
IOT)）

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 ライトアップ 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
⿊⽥機器株式会社 http://www.mmm.ne.jp/kuroda ⼤型⻑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 温度センサーの製造、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  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
株式会社 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 https://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 市ヶ⾕番町⻭科クリニック 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
⾼島総合法律事務所 http://www.takashimalaw.com ⺠事介⼊暴⼒、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 コーチング及びワークショップの提供
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
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 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
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 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

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 http://www.ochapat.jp 特許・商標等に関する国内・外国サービス、知財コンサル
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
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
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 https://www.abcs.co.jp/ 情報処理、ソフトウェア開発
株式会社 岩⽥商会 http://www.alpha-net.ne.jp/users2/iwataco/iwatatop.html 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
東芳紙業株式会社 http://toho-paper.co.jp 和洋紙販売
フォーキャスト司法書⼠事務所 http://office-forecast.jp 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
⻄武信⽤⾦庫 神⽥⽀店 http://www.shinkin.co.jp/seibu/ 地域⾦融機関

⽥辺法律事務所
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

桜橘法律事務所 http://www.sakura-tachibana.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&Ａ及び事業再⽣を中⼼に、企業法務から⼀般的な⺠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
弁護⼠法⼈ 千代⽥オーク法律事務所 http://chiyodaoaklaw.jimdo.com/ ⺠事事件⼀般（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
千葉⼯業⼤学 http://www.it-chiba.ac.jp ⾼等教育
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 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

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 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

⼀般財団法⼈ 全国⼤学実務教育協会 http://www.jaucb.gr.jp
会員校の⼤学・短期⼤学で学ぶ学⽣及び社会⼈に対する資格認定証の授与、実務教育に関する調
査・研究等



株式会社 ライルピクチャー http://www.lilepicture.com 映像制作業
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 https://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。
ギグワークスクロスアイティ株式会社 http://gigxit.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
神⽥総合法律事務所 弁護⼠
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、債権回収等⼀般⺠事・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
プロモーション事業。グラフィックとウェブの企画制作を中⼼に⾏っています。 その他、求⼈サー
ビスを展開しながら、世の中に楽しく働く⼈を増やしています！

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
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
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 社⻑の最良の相談相⼿
株式会社 南アジアエンジニア http://sae-japan.com 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。
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 気軽に相談できる社外法務部を⽬指します。企業法務、国内外の案件

ぜんち共済株式会社 http://www.z-kyosai.com
知的障がい・発達障がいやてんかん、ダウン症、⾃閉症のある⽅に安⼼の4⼤保障を備えた障がい者
保険のご提供を使命とする総合保険会社

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。
株式会社 ユニフォームネット http://www.uniform-net.jp/ 企業⽤ユニフォーム・関連商品の企画、販売、インターネットショップの運営

学校法⼈ ⼤原学園 http://www.o-hara.ac.jp
⾼校卒業を対象とした資格取得および就労⽀援を⾏う専⾨学校、社会⼈・⼤学⽣を対象にしたWス
クール

トータル・ソフトウェア株式会社 http://www.tsc-inc.co.jp パッケージソフトウェア（栄養管理ソフト）の開発・販売
合同会社 アイハブ http://www.i-hab.co.jp ＳＥＯ・ＭＥＯ、サジェスト広告などを使ったインターネット集客のご提案
スタジオ弁天 http://www.studio-benten.com 内装⼯事のマネジメント他事業計画中
株式会社 もとい http://www.motoi-isyoukenmei.com/ ⼤学⽣対象の就活⽀援と⼈間⼒UPと企業の経営者との交流塾
ＩＴカンファー株式会社 http://www.itcamphor.co.jp サーバ、ネットワーク設計・構築・運⽤・保守、通信機器ファーム評価試験・解析他。
株式会社 プライム・ナンバーズ http://www.prime-numbers.co.jp 情報処理サービスの提供及びコンサルティング業務

株式会社 アドビス
情報システムコンサルティング、情報システムインテグレーション、業務系ソフトウエア開発、情
報システム基盤・仮想環境構築、ネットワーク構築



株式会社 はばたーく http://haveatalk.jp
ＩＴソリューションサービス・システム開発・システムエンジニアリングサービス・営業⽀援サー
ビス

⼀般社団法⼈ ⽇本経営道協会 http://www.keieido.jp 経営コンサルティング
有限会社 並⽊商店 http://namiki29.com/ 精⾁加⼯の⼩売と卸売です
株式会社 テンフォーテン 建築企画、設計事務所
フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 http://www.4th-valley.com グローバル⼈材の採⽤・就業⽀援
株式会社 マン・マシンインターフェース http://www.mmi-sc.co.jp ソフトウェア開発
株式会社 クオリティ・オブ・ライフ http://www.qol-inc.com/ ⼈材関連のサービスを⾏うソーシャルカンパニー、産学公個の間でビジネスを⾏っている
株式会社 アートアンドパート http://artandpart.co.jp/ ⾳声ガイド・コンテンツの制作・提供及びコンサルティング、美術館の教育プログラムの制作など

株式会社 ナビット https://www.navit-j.com/
各種データベース（全71種類）の作成・管理・販売、5万8100⼈の地域特派員(SOHO)を活かした情
報収集サービス(データ収集・現地調査・取材)の販売等

株式会社 ａｉｌｅｒｏｎ http://www.aileron-jl.website ⽇本で就労や⽣活をする外国⼈を対象とした⽇本語研修

⼀般社団法⼈ 留学⽣就職サポート協会 http://www.rsk.or.jp
外国⼈留学⽣の⽇本企業への就職を⽀援。企業と留学⽣向けセミナー実施、⽇本語能⼒Ｎ1育成塾開
設。

⼤⼿町企業⽀援総合株式会社 企業⽀援・リーガルアドバイス・税務・知財相談（弁護⼠・税理⼠・弁理⼠）
株式会社 ウィルパワー 不動産価値向上のための総合コンサルティング業

イーリス総合法律事務所 http://www.proceed.or.jp/
訴訟事件、⾮訟事件及び⾏政庁に対する不服申⽴事件に関する⾏為その他の⼀般の法律事務、⼜は
密接に関係する業務。

有限会社 ⽇花商事 居酒屋ぷちあんを市ヶ⾕で35年やっています。リーズナブルでとても使いやすいお店です。
株式会社 ａｌｌ ｔｈｅ ｗａｙ 採⽤業務代⾏、⼈事コンサル、ビジネス研修。
堀 特許事務所 http://www.hori-pat.com 弁理⼠業 特許・商標・意匠に関する登録⼿続の代理・提出書類作成
株式会社 Ｂｒａｉｎｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ http://www.brainy.co.jp/ 業務を効率化するＩＴシステムの導⼊を⼿がけています。
エクスウェルス・インテグレート・ジャパン株式会社 http://www.exwealth.com/jp/ 海外企業の対⽇本投資におけるコンサルティング、事業構築を⾏う会社です。

特定⾮営利活動法⼈ 演劇倶楽部「座」
舞台劇・朗読劇の公演。⽇本の伝統芸能、和の⽂化に関する研究・⼈材育成。⾔語⽂化の普及活性
化に寄与。

グッドメイク株式会社
アマゾン・楽天・ヤフー等ショップ、通信販売にて主に⽇⽤雑貨・スポーツ⽤品の販売をしていま
す。

株式会社 コーポレートウェルネス http://www.corpwel.com
経営を加速する組織活性化コーチングプログラムの提供価格ではなく価値で勝負するＢｔｏＢ営業
の養成

株式会社 スマートフクシ http://www.suma-fuku.com ⼈材紹介業（障害福祉分野）

城島印刷株式会社 東京事務所 http://www.kijima-p.co.jp
本づくりを中⼼とした⼀般印刷業、電⼦ブックの作成、ＷＥＢサイトの構築、各種システム開発、
ＣＤ・ＤＶＤ制作

株式会社 アーバンコンサルタンツ https://urbanconsultants.n-t.jp/ 測量業、不動産鑑定、不動産仲介、不動産コンサル
東京同友会 東京同友会事務局
市ヶ⾕ブルワリー株式会社 イタリアンレストラン

池⽥テクニカル株式会社 https://ikedatechnical.hp.gogo.jp
地中熱利⽤空調システム、FRP⽔槽販売、ステンレス、配管ジョイント、環境改善機器、エアコン外
気導⼊装置

株式会社 東京ニュース http://www.tnews.co.jp 印刷・同関連産業、製版

株式会社 デンケン http://www.dnkn.co.jp
電気通信（電話・ネットワーク・ビルシステム・セキュリティ等）設備の構築・運⽤保守、OA機器
及資材販売

ロイヤルナイト法律事務所 https://it-vendor-law.com/
ITに関する法律実務(システム開発、個⼈情報、著作権等に関する契約、紛争等)を中⼼とする企業法
務


