
サポート企業一覧（2020年03月31日現在）

所在地域 企業・団体名
金沢市 太谷株式会社

株式会社若宮塗装工業所
有限会社新栄商事
株式会社花好
株式会社イワモト
株式会社ロードスターワールド
有限会社高山不動産
株式会社マナコーポレーション
笠間製箔株式会社
レアテック株式会社
株式会社金沢名鉄丸越百貨店
直源醤油株式会社
北陸製菓株式会社
株式会社テイーブレイク
株式会社マック建築研究所
石川中央魚市株式会社
桂記章株式会社
株式会社鏑木
株式会社ノガミコーポレーション
株式会社人材情報センター
株式会社プチマリア
株式会社玉寿司
成瀬電気工事株式会社
株式会社北陸東通
髙千穂工業株式会社
株式会社北国クレジットサービス
京町産業車輌株式会社
株式会社アキト・カンパニー
伊藤忠商事株式会社北陸支店
株式会社デュオ・プロダクション
田中昭文堂印刷株式会社
株式会社北陸スタッフ
アキュテック株式会社
三和器械株式会社
日本海船舶株式会社
扶桑電通株式会社金沢営業所
株式会社コスモサミット
株式会社北鉄航空



所在地域 企業・団体名
金沢市 三生化工株式会社

株式会社岡田商会
東洋電建株式会社
白山ビルサービス株式会社
丸和電業株式会社
ダイヤコーサン株式会社
株式会社トラベルシティ
日精工業株式会社
株式会社タケノメンテナンス
株式会社ヤマトクリエーション金沢
株式会社シーピーユー
信金中央金庫北陸支店
みづほ工業株式会社
株式会社ユーコム金沢支社
株式会社松原光工業
株式会社池田大仏堂
中村酒造株式会社
株式会社国土開発センター
株式会社ワザワ
北陸鉄道株式会社
株式会社アイデン
玉田工業株式会社
佃食品株式会社
シシクアドクライス株式会社
北陸ビルサービス株式会社
北菱電興株式会社
三谷産業株式会社
日本ユニシス株式会社
株式会社共栄
西松建設株式会社 金沢営業所
株式会社繊維リソースいしかわ
寺岡オートドア株式会社金沢営業所
ヨシダ宣伝株式会社
北陸園芸商組合
北陸綜合警備保障株式会社
株式会社アイ・オー・データ機器
株式会社ゑり虎
株式会社クラスコ
株式会社ヒロ
北陸朝日放送株式会社



所在地域 企業・団体名
金沢市 久江田株式会社

鈴木管工業株式会社
日本海ビルサービス株式会社
株式会社熊谷組北陸支店
日海不二サッシ株式会社
金沢製粉株式会社
栄宏商事株式会社
医療法人社団溝口デンタルオフィス
株式会社東亜メンテナンス
美和ロック株式会社金沢支店
キーバンクカナザワ
ナカダ株式会社
株式会社清香室町
株式会社森八
笠井食品株式会社
株式会社ぶどうの木
株式会社ヤマト醤油味噌
石田漆器店
株式会社和幸
株式会社落雁諸江屋
株式会社ホクリクコム
株式会社星光社
株式会社メープルハウス
株式会社スマイルラボ
アマノ株式会社金沢支店
北陸環境衛生株式会社
長野ポンプ株式会社
高山リード株式会社
株式会社クロダハウス
株式会社北國銀行
横河ソリューションサービス株式会社 北陸支店
シーダーホームズ株式会社
富士ゼロックス北陸株式会社
株式会社アイ・ツー
ダイキンＨＶＡＣソリューション北陸株式会社
津田駒工業株式会社
石川県森林組合連合会
石川県山林協会
株式会社日本政策投資銀行北陸支店
全国共済農業協同組合連合会石川県本部



所在地域 企業・団体名
金沢市 ユニベール株式会社

石川県農業協同組合中央会
石川県土地改良事業団体連合会
株式会社アサダヤコーポレーション
全国農業協同組合連合会石川県本部
石川県信用農業協同組合連合会
株式会社石川県農協電算センター
辰巳化学株式会社
北陸通信ネットワーク株式会社
株式会社秀
株式会社ヤスジマ
北陸電力株式会社石川支店
株式会社つば甚
みずほ銀行金沢支店
カジナイロン株式会社
株式会社シンクラン
金沢赤十字病院
株式会社建設ドットウェブ
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会
株式会社リエ・コポレーション
石川県信用漁業協同組合連合会
株式会社アルパイン設計事務所
石川県済生会金沢病院
北鉄金沢バス株式会社
米沢電気工事株式会社
大和ハウス工業株式会社金沢支社
金沢学院大学
チョイペラ調教師
旭山工業株式会社
ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社
株式会社エースウェア
株式会社大広北陸
株式会社宮田商店
株式会社イガム
株式会社不動ホールディングス
株式会社桶村設計
会宝パーツサービス有限会社
ひかりコンタクト
冨木医療器株式会社
イシモク・エモリ株式会社



所在地域 企業・団体名
金沢市 飛鳥住宅株式会社

暁化学工業株式会社
堀内社会保険労務事務所
コンストラクションオフィス・ザップ
株式会社金沢大地
有限会社 エーライブ
株式会社ムラモト
株式会社ワカスギ
株式会社冨士タクシー
Ｏｆｆｉｃｅアシスタ
株式会社金沢留学センター
サクシード・マネジメント株式会社
太陽めがね
株式会社アドリブハウス
UAゼンセン石川県支部
株式会社マルイトレーディング
ARICA Quality
ふじた美容院
自治労石川県本部
社会福祉法人 美羽福祉会
金沢機工株式会社
株式会社モバイルコムネット
株式会社アシスト 北陸営業所
株式会社家元
株式会社 キタガワ印刷
税理士法人 マネジメント
株式会社カントリーベース
株式会社ヴァケーション
株式会社Ｄesign Of Japan
株式会社 寿商会
株式会社フォーオン
グレース株式会社
アイティーシステム
リビングパートナー
行政書士法人 北岸事務所
株式会社カツユキ
三繊物産株式会社
株式会社ＳＳプロダクト
メディアウェイブシステムズ株式会社
株式会社エム・ビデオプロダクション



所在地域 企業・団体名
金沢市 有限会社 石瀬経営会計

有限会社 ツバタ水夢倶楽部
（有）オレンジ
小野建株式会社北陸営業所
アットホーム・パートナーズ㈱
アルソア道畑
長生院
株式会社オールダッシュレストランシステムズ
株式会社 兼六
株式会社トリニティコアシステム
株式会社ＴＭコーポレーション
北川物産株式会社
株式会社ヤマヤ
PRENDA-STYLE
くぼた矯正歯科医院
ＪＴＳ
株式会社ＪＴＢ中部金沢支店
中川電機株式会社
ガレージＳＭＣ
株式会社金沢倶楽部
金沢扇町郵便局
株式会社ヒルストンキャリア
オイラー株式会社 総務部
サンワ株式会社 総務部
株式会社 箔一
ジェトロ金沢
株式会社大屋設計
株式会社モス（ホテル日航金沢）
ＴＯＴＯ㈱北陸支社
株式会社宝来社石川
株式会社 瀬尾商事
株式会社クロダハウス
株式会社ヤマダタッケン
株式会社タスク
カガライト工業株式会社
株式会社茶のみ仲間
株式会社 ＭＯＹＵ
アーティストワークス有限会社
元旦ビューティ工業株式会社 北陸営業所
会宝産業株式会社



所在地域 企業・団体名
金沢市 株式会社 春香園

有限会社 山龍組
ＭＯＤＥＬ－Ｔ
株式会社 ガレージフィックス
金沢星稜大学
株式会社 トラベルアイ
北陸重機株式会社
すみのこ
北菱電興株式会社
丸果石川中央青果株式会社
丸果石川中央青果株式会社
小林弘昌税理士事務所
金沢電子出版株式会社
株式会社ぶどうの木
北信テレネックス株式会社
宮田歯科室
石川県青年団協議会
彩賀
株式会社アイ・ツー
株式会社シコウ
有限会社 ティ・アイ・ディ
ホテルビスタ金沢
株式会社 箔一
有限会社 アレイヤ
株式会社なないろのはな
株式会社 サンエス
株式会社アイテックムラモト
成瀬管工事株式会社
共伸工業株式会社金沢工場
株式会社Artrest
金沢法律事務所
株式会社 石与
新宅工業株式会社
岸建販株式会社
株式会社相続手続支援センター石川
塔島株式会社
株式会社ひまわりほーむ
オフィスなかがわ株式会社
ライブ・コミュニケーションズ株式会社
留学協会北陸事務局



所在地域 企業・団体名
金沢市 株式会社ガクトラボ

Garage S
北陸エースコン株式会社
株式会社田鶴酒店
株式会社ビー・エム北陸
南栄堂印房
株式会社鈴木精機
株式会社スパーテル
株式会社オトムラ
株式会社エイトブレスユー
有限会社くすりのシマダ
株式会社エクスプレッションズ
グローバル・アセット・マネジメント株式会社
株式会社KBM
TEO TORIATTE株式会社
TEO TORIATTE株式会社
公認会計士・税理士越田圭事務所
合同会社アイリフォーム
アール南北不動産株式会社
株式会社サリック
株式会社天とてん
ショータイム

野々市市 有限会社イリオス
株式会社奥野自動車商会
株式会社ぶった農産
藤沢自動車株式会社
清和工業
株式会社みやもり
金沢ロック株式会社
コーシン・サントリービバレッジ株式会社
株式会社こよみ
松原歯科医院
株式会社田井屋
野々市市商工会
AGC硝子建材株式会社北陸支店
ヘアーメイク ヨーク
Ｖｅｌｏｗ’Ｓ ヴェローズ
(株)ダスキンヘルスケア北陸
株式会社ビー・オー・エス食品
株式会社 タケノ



所在地域 企業・団体名
野々市市 有限会社アミューズファクトリー

白山市 株式会社天祥閣
アサヒ装設株式会社
美川タクシー
株式会社北陸シジシー
株式会社山岸タイル
加賀味噌食品工業協同組合
株式会社金谷酒造店
橋本産業株式会社金沢営業所
鶴来信用金庫
株式会社稲本製作所
株式会社ループシステム
株式会社ビー・ケー・ティ
医療法人社団白山会
株式会社ひだインテリア
伸栄工業株式会社
美川商工会
ＥＩＺＯ株式会社
株式会社シーピーエル
株式会社アクトリー
株式会社圓八
株式会社車多酒造
株式会社石野製作所
有限会社彩霞堂
株式会社コメヤ薬局
高松機械工業株式会社
株式会社ベネフレックス加賀営業所
北陸コカ・コーラボトリング株式会社金沢西支店
株式会社明石合銅
金城大学/金城大学短期大学部
株式会社白山機工
ケンコー食品株式会社
株式会社石川製作所
みなと梱包運送株式会社
株式会社川北産業
株式会社アライアンス
株式会社メタルエンジニア
有限会社ジーエスイー
BLOOM
有限会社オフィス・べっぴん



所在地域 企業・団体名
白山市 株式会社クスリのアオキ

シンプルソリューション株式会社
株式会社ビー・ケー・テイ
杉俣コンクリート工業株式会社
岩本工業株式会社
株式会社ビー・ケー・ティ
株式会社フェイス
株式会社なべよし
有限会社 情報流通経済研究所
株式会社 コメヤ薬局
白山大藪建設株式会社
株式会社トスマク・アイ
吉市醤油店
株式会社アヅマ
丁子行政書士事務所
株式会社 ＥＸＩＺＺＬＥ－ＬＩＮＥ
株式会社ホワイトリング
白山大薮建設株式会社
北陸七福運送株式会社
若松梱包運輸倉庫（株）
カーリングサポート株式会社
株式会社ヒカリエス
津山クリニック
株式会社三協機械
株式会社こころ旅
styleebase
学校法人国際ビジネス学院

川北町 株式会社アマン
寺井レース有限会社
Ｋｉｅｒｏ Ｃｒｅａｔｅ

能美市 松浦建設株式会社
株式会社シモノ
ファーマケア株式会社ふたば薬局
アイ・ミルク北陸株式会社
有限会社直人運輸
辰口自動車販売株式会社
株式会社ＣＯＭ－ＯＮＥ
株式会社ルバンシュ
株式会社オノモリ
株式会社日本堂



所在地域 企業・団体名
能美市 九谷焼協同組合

株式会社東振精機
株式会社青郊
加賀園芸
株式会社タガミ・イーエクス
株式会社中東
東京ドロウイング株式会社ＣＡＤセンター
株式会社LNSジャパン
加賀東芝エレクトロニクス株式会社
辰口観光株式会社
株式会社根上シブヤ
杉本歯科医院
株式会社コマツインターリンク
東レ株式会社石川工場
中野ハーネス工業株式会社
清峰堂株式会社
医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院
上出長右ェ門窯
株式会社 日本堂
株式会社北陸園芸
株式会社 光栄
株式会社ＬＮＳジャパン
スポーツクラブ浅田
セブンイレブン能美辰口店
有限会社ヤマダフォト
有限会社前田ケース
株式会社 エコシステム
まつだクリニック
株式会社立花造園
柴山歯科医院
有限会社 フィールインサイド
伊野正峰株式会社
シィ・エス株式会社
株式会社日本海開発
株式会社 西田経営技術士事務所
株式会社さとやま設計社
クラスター株式会社
日本通運株式会社 能美物流事業所
株式会社本螺子製作所
開花亭



所在地域 企業・団体名
能美市 八松苑株式会社
小松市 サンエス株式会社

小松ニット株式会社
Hifリゾート株式会社ホテルサンルート小松
志乃丘商事株式会社
株式会社あかね
株式会社ゆのくにの森
株式会社ビルドス
株式会社ダイモール
株式会社鈴八農機商会
有限会社サンリバー
株式会社ジャスト
株式会社アルカディア小松グリーンホテル
株式会社松葉屋
酒井撚糸株式会社
株式会社中野粧業社
株式会社リベックス
一般財団法人北陸電気保安協会小松営業所
株式会社ビーツー
大京株式会社
株式会社オリジナークロスジャカード
株式会社江口組
有限会社ショーケン産業
株式会社北陸銀行小松支店
クマリフト株式会社石川工場
日本通運株式会社小松支店
株式会社寺田鉄工建設
有限会社餃子菜館勝ちゃん
有限会社川腰電気商会
株式会社アトラス
株式会社第一自動車
小松ガス株式会社
株式会社トーケン
北陸エアターミナルビル株式会社
株式会社御朱印
有限会社平専電工
森造形センター株式会社
ドメインリーダーシップ育成センター
小松商工会議所
安宅の関長沖



所在地域 企業・団体名
小松市 有限会社パンのあづま屋

宮本泰山堂
米八
株式会社ビルカン
有限会社行松旭松堂
有限会社茗荷谷設備工業
手島明利堂
株式会社東振テクニカル
北陸綜合警備保障株式会社小松支社
加越建設株式会社
石黒産業株式会社 日本自動車博物館
北川硝子株式会社
株式会社加越
株式会社米野電機
共栄工業株式会社
マルカ商事株式会社
ジェイバス株式会社
有限会社オフィスキスケ
村田晴樹園
株式会社九谷陶泉
一般社団法人 こまつ観光物産ネットワーク
小松バス株式会社
株式会社グリーンプロジェクト
株式会社クリエイション江口
株式会社あきや
株式会社共和工業所
村中製菓株式会社
医療法人社団澄鈴会粟津神経サナトリウム
株式会社錦山窯
株式会社丸西組
山木食品工業株式会社
有限会社大豊電設
サイエンスヒルズこまつ
株式会社伊藤電機
こまつ自動車学校
コマツ粟津工場
関戸隆祥商店
株式会社竹本商店
北陸電力株式会社小松支社
上田運輸株式会社



所在地域 企業・団体名
小松市 株式会社安土鉄工所

有限会社河村モータース
有限会社アステック
任田漆器店
ＫＭＱツーリスト株式会社
大成ロテック株式会社石川営業所
コマニー株式会社
株式会社冨士トラベル石川
カネナカ食品工業株式会社
株式会社永田藤作商店
Hifリゾート株式会社
株式会社下坂石材
税理士法人東野会計事務所
(有)ヴァインカーブ
小松電気化学工業株式会社
コマテックス株式会社
株式会社トスマク
清水不動産サービス
株式会社島田鉄工
しんあい三由会計事務所
森康株式会社
株式会社丸開鉄工
株式会社北研精機
ほりまつ接骨院
社会福祉法人天宣会
小松パワートロン株式会社
株式会社山利
粟津温泉すーぱー
有限会社内野石油
株式会社とらみつ
養老山大王寺
中田錦苑窯
株式会社アール・エフ・ジー
株式会社クロダレース
小松水産株式会社
有限会社 田中土建
北出建築工房
株式会社エー・エム・アイ
株式会社武田工業所
株式会社ショーハツ



所在地域 企業・団体名
小松市 有限会社ゴシップ

法師旅館
海郷
有限会社コマ女苑
株式会社倭美
株式会社はじめや
特定医療法人社団勝木会
小松製作所 特機事業本部開発部
株式会社勝木太郎助商店
櫻井建設株式会社
CUCINA
株式会社藤本商店
能登宏和税理士事務所
あらきカメラ
有限会社ビジュ寺口
有限会社サンリバー
吉田スクール
九谷焼 真生窯
有限会社 谷本電機
オフィスウイリング
森造形センター株式会社
有限会社 エイトホンダ
株式会社重吉葬儀社 セレモニースクエア大光
コマニー株式会社
株式会社アイティオー
ムネ・ラ・モード美容室
ＡＲＵ
La Sorbonne
合同会社シーテック
株式会社 下坂石材
株式会社エステート・ワン
有限会社角源海産
ミキ株式会社
東酒造株式会社
株式会社ＬＯＶＥ＆ＴＲＵＳＴ
株式会社山崎設備設計
有限会社 加賀かきもち丸山
メカトロ･アソシエーツ株式会社
ダイワ株式会社
小松鋼機株式会社



所在地域 企業・団体名
小松市 株式会社セキ

ダイエー株式会社
株式会社 駒沢建工
コマツキカイ株式会社
小松電子株式会社
株式会社スタックピクチャーズ
株式会社 吉光組
ヘルシーパートナー株式会社
合同会社Ｔｏｗｎ Ｌａｂ．
株式会社 飯田計算センター
帝人加工糸株式会社
株式会社ますた不動産
株式会社岩本鉄工所
有限会社ツジイケ
Tiare Heipua
前口剛税理士事務所
吉田メッキ工業株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
新道機料株式会社
Pure Land Buddhist Center of Southern California
有限会社月津運送
小松タクシー株式会社
有限会社アズマ
株式会社コムレイド
テキスタイル大橋
デクシオーラ株式会社
九谷九思陶窯

加賀市 竹内製菓株式会社
有限会社山ぎし
有限会社ミタニ
あらや滔々庵
株式会社ホテルゆのくに
株式会社山田屋 花紫
総合商社水島物産有限会社
有限会社素地のナカジマ
株式会社アプラス
株式会社ソディック加賀事業所
株式会社たつみや
山代温泉観光協会
株式会社九谷満月



所在地域 企業・団体名
加賀市 ＰＥＡＰデザイン株式会社

株式会社ホテル・アローレ
株式会社はたせ
株式会社東出漆器店
山中商工会
株式会社幸栄堂
株式会社山中石川屋
株式会社フジセイカ
株式会社北陸ゆつぼ本舗
株式会社西本
株式会社つじはる商店
株式会社シモアラ
有限会社よした
株式会社丸八製茶場
株式会社北市漆器店
加賀商工会議所
株式会社下出電機工業
いしぐろクリニック
株式会社月星製作所
石川県漁業協同組合加賀支所
株式会社スミタ
株式会社正和
株式会社三洋精機
株式会社ウチキ
かのや光楽苑
白鷺湯たわらや
株式会社カワシタ塗装
株式会社カーロカーラ
株式会社ティーズコーポレーション
達工房
株式会社G-HOT
谷口勇一税理士・行政書士・ＦＰ事務所
株式会社うるしアートはりや
enoteca cedro stella
鍼・灸・整体・マッサージ 大聖寺治療院
株式会社北陸インテリア
有限会社スギヤマ
有限会社 前端雅峯
株式会社 妙泉陶房
ゆげや本舗株式会社



所在地域 企業・団体名
加賀市 株式会社ホテル森本

土田歯科医院
株式会社アイプラス
有限会社 石川漆宝堂
加賀地域医療支援センター
有限会社たちばな四季亭
よろづや観光株式会社
株式会社中谷兄弟商会
大和リゾート㈱ロイヤルホテル山中温泉河鹿荘
株式会社北陸ゆつぼ本舗
株式会社中部日本トラベル
株式会社SHIMODEN
有限会社ミランティジャパン
一般社団法人足健道ジャパンプロフェッショナル協会
ラメール・ドゥ

福井県 ケイ・エス・ティ・ワールド株式会社
マエダセイカ株式会社
株式会社田村長
株式会社越前水産
株式会社番匠本店
株式会社アルケー
株式会社越前竹田村
株式会社福井銀行
有限会社松田水産
大野商工会議所
株式会社日本エー・エム・シー
福伸工業株式会社
医療法人島矯正歯科
日本特殊織物株式会社
福井貨物自動車株式会社
井尾建設株式会社
株式会社荒井正直堂
東角建設株式会社
株式会社クィーン
サイボー株式会社福井出張所
スギモトデザインスタジオ
株式会社ニシヤマ
有限会社ネットワークつるが
有限会社レグ
株式会社吉勝重建



所在地域 企業・団体名
福井県 株式会社マツミ

有限会社コスモ超音波研究所
ファーストウッド株式会社
松本自動車販売株式会社
北山株式会社
青垣労務管理事務所
畑岡株式会社
フードイノベーション株式会社
有限会社フォーブルのむらグループ フォーブルのむらⅢ
賀川薬局
園林寺
株式会社正太楼
株式会社プラスティックス
株式会社コバード
医療法人池慶会 池端病院
医療法人社団 畑内科
坪金織物株式会社
有限会社寝装寝具のまつしま
トマト工房亜久里
永野家具工業株式会社
株式会社キャリアネットワーク
北越商事株式会社
株式会社雄島館
福井商工会議所
福井山本株式会社
学校法人 隆松学園
株式会社 共立不動産
ビーンズソフト
イワイ株式会社
株式会社ＮＣＣ
有限会社彩明
有限会社かりんて
公益法人 日本医業経営コンサルタント協会 福井県支部
福井県基準寝具株式会社
田中建設株式会社
株式会社なん・なん亭
横田建設株式会社
株式会社沢田与三八堂・漆遊館
株式会社山岸
丸八 株式会社



所在地域 企業・団体名
福井県 土田事務所

㈱木の家工房松谷建築
福井県立大学
安田蒲鉾株式会社
やせなわ食堂
株式会社ティエムワイ
有限会社 幸伸食品
有限会社アダチ
大野観光自動車(株)
有限会社南部酒造場
アサヒテクノフォート株式会社
株式会社オーカワパン
株式会社オートショップ福井
株式会社フォルクス
株式会社寺下機型製作所
システック株式会社
株式会社フープ・スター・サカイ
大和土建株式会社
カローレ
加藤中小企業診断士事務所
フクビ化学工業株式会社
オリオン電機株式会社
有限会社ビアンモア
ダイビングスクールアクアマリン
合同会社ＭＯＴＯＫＵＮＩ
COZY＊COZY
ASIA（エイジア）
大南建設工業株式会社
毎川金花堂
有限会社 伊藤文具店
株式会社Office M
畑中厨房株式会社
まつや千千
株式会社レーベル
株式会社カウベル・コーポレーション
株式会社シー・シー・ユー
株式会社サーフボード
株式会社 山口伊三郎家具
株式会社メディアミックス
株式会社福井テレビ開発



所在地域 企業・団体名
福井県 福井ケーブルテレビ株式会社

株式会社新希
北山塗装
ガーネットクレイン
福井ミニハウス
株式会社ショーケース
堀基礎
福井国際カントリークラブ
株式会社関根エンタープライズ
明林繊維株式会社
村上大理石 株式会社
有限会社 ウエムラマネージサポート
釣部織ネーム株式会社
株式会社ビジュアルソフト
有限会社 吉田通商
みのや泰平閣
株式会社 マルツ電波
越ナイフ
株式会社ニットク
小林化工株式会社
合資会社 藤田印刷所
高崎建設株式会社
株式会社内田材木店
株式会社北川
株式会社グラント・イーワンズ
株式会社笹岡工業所
株式会社カリョー
福井ビル管理株式会社
有限会社 ヤマギシ
ケイズプロス株式会社
有限会社 スターフーズ
株式会社海道時計店
株式会社 松川レピヤン
株式会社エイチ・ジェイ福井国際カントリークラブ
アクティライフ株式会社
福井大麦倶楽部
有限会社かとれや
株式会社上坂経営センター
株式会社ナースホーム
福井シード株式会社



所在地域 企業・団体名
福井県 Ｎａｎ’ｓ Ｓｅａ

株式会社ユティック
合同会社ＫＴ
太谷株式会社 福井営業所
株式会社デューク 福井事務所
株式会社カンパネラ
テレポーテーション
株式会社コバード
アドバンスソフトウェア株式会社
有限会社 見吉屋
乙部司法書士事務所
トータルライフジャパン株式会社
有限会社 タツタ
白山亭
(有)佐々木写真
株式会社 田中化学研究所
ライフ・アートコンサルティング
丸市食品株式会社
税理士法人 ＯＮＥ
有限会社 ツクダ商店
ＣＡＮＶＡＳ
株式会社 ＦＢＣオンパイ
株式会社 あぶらや
アルフィー
株式会社 福洋
ライフマイスター株式会社
株式会社 寺本鉄工
有限会社ミッシェル
住友生命 福井支社
アロック・サンワ株式会社
ミーツ・コミュニケーション・デザイン
株式会社エムディエス
吉田酒造有限会社
華・魅セ・ギャラリィ あいりぃ
株式会社 波屋
クラレファスニング株式会社 丸岡工場
ＨＦＣ事業協同組合
株式会社 オートプロズ
田中建設株式会社
広域技能協同組合



所在地域 企業・団体名
福井県 株式会社小林大伸堂

横田建設株式会社
株式会社ホーコーズ
セーレン株式会社 ＴＰＦ事業所
株式会社ほっとリハビリシステムズ
株式会社 ヤスブン
新珠ゴールデンエッグ株式会社
光生アルミニューム工業株式会社
株式会社ＴＡＮＡＢＥ
8787バルーン
一般社団法人福井県不動産のれん会
和プラス株式会社
ユニフォームネクスト株式会社
安永コンピュータシステム株式会社
株式会社高山産業医事務所
福井コンピュータアーキテクト株式会社 営業部
㈱桜川ポンプ製作所
ふくい産業支援センター
加太康之
日本空撮株式会社
株式会社 八木
ライフ・アート・コンサルティング
株式会社パルック
ONELINE
ベトナムTTC人材株式会社
有限会社真栄ガラス
フォーブルのむらⅢ
南部酒造場
永野家具工業株式会社
丸市食品株式会社
一般社団法人あわら市観光協会
奥村労務行政綜合事務所
福広株式会社
多田左官工業
宮腰機工(株)
株式会社ミタス
柿木ピアノ調律事務所
株式会社akeru
アイテック 株式会社
株式会社ワントレーディング



所在地域 企業・団体名
福井県 株式会社アイジーエー

株式会社芦原国際ホテル美松
田辺酒造有限会社
黒龍酒造株式会社
有限会社スピッフィ
株式会社ジャロック
フラメンコスタジオ エル スウエニョ
横山電機
タナカエネルギー株式会社
株式会社北陸山川モータース
株式会社石本石材
横浜幸銀信用組合福井支店
株式会社ファインモード
株式会社北陸環境科学研究所
株式会社マリージョゼ
株式会社キミコン
揚原織物工業株式会社
株式会社昆布屋孫兵衛
株式会社 オクタケ
NPO法人 ハートランド福井
株式会社みつぐはうす工房
株式会社アサヒオプティカル
一般社団法人日本和純クラフト協会
水口木材株式会社
岩堀メディカルオフィス
松文産業株式会社
ネクスタス株式会社
柴田商事株式会社
又三郎商店
株式会社六千坊
株式会社富商
アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社
株式会社グリーンサラダ
マルホサービス
株式会社スタートアップ経営
建築設計事務所ATELIERKONDO
株式会社鳥山楽器

首都圏 鶴盛工業株式会社
株式会社JAPAN MUSIC MUSEUM
株式会社ゴーゴーカレーグループ



所在地域 企業・団体名
首都圏 株式会社梓設計

株式会社アスバ
若林工業株式会社
株式会社ＡＩＴ
株式会社冨士製作所
株式会社ｸｰﾊﾞｰ･ｺｰﾁﾝｸﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
成田国際空港株式会社
SiLKWayWestAirlinesLLC日本支社
インターナショナルコーポレーション
株式会社東急ホテルズ
ＧＣキャピタル株式会社
ジェットエイト株式会社
株式会社くらしと家計のサポートセンター
株式会社 プレンティ
クリエイティブ・エッグス株式会社
蔦弘会
株式会社エミライ
株式会社歯愛メディカル
山信金属工業株式会社
奥綜合法律事務所
コンフォートゾーン株式会社
セラミック工業株式会社
千鳥屋総本家株式会社
トータルセーフサービス・ジャパン
いいの経営労務管理事務所
有限会社メビウス
ＢＡＢＹ☆ＨＩＰＳ
株式会社アルファ―アビエイション
コンピュータダイナミックス株式会社
株式会社 荏原電産
根上工業株式会社 東京営業所
五月女 登 税理士事務所
丸文通商株式会社 東京営業所
有限会社 深谷カッター
第一高周波工業株式会社 京浜事業所
株式会社タビックスジャパン 東京中央支店
株式会社金沢倶楽部 東京支社
ブルーチップ株式会社
株式会社ティー・ワイ・オー
株式会社 デジタルアイデンティティ



所在地域 企業・団体名
首都圏 松浦建設株式会社 東京支店

株式会社中央メディアプロ 東京オフィス
株式会社 財務支援研究所
代々木留学センター
株式会社ジャパン・アーツ
株式会社タナックス 東京営業所
三晃印刷株式会社
財団法人 宿泊施設活性化機構
一般社団法人みんなのコード
株式会社ナビック
株式会社 SALHAUS
合同会社オルト
ナカエ・アーキテクツ一級建築士事務所
不二サッシ株式会社
小松ウオール工業株式会社 東京市場開発部
株式会社アップシェア
株式会社メイク
株式会社ウェルネスフロンティア
東京アドエージェント株式会社
株式会社スラムダンク
小田急バス株式会社
一般社団法人 リバースプロジェクト
グゼルコスチューム
株式会社ケアコム
株式会社エイト
有限会社首都防災
株式会社グランビスタホテル＆リゾート
ヴェオリア・ジェネッツ㈱
株式会社 ＳＨＩＮＩＮＧ
株式会社ＥＸＩＺＺＬＥ－ＬＩＮＥ東京営業所
ローレルインテリジェントシステムズ
株式会社シアンズ
株式会社 金沢兼六の家
株式会社メディプロインターナショナル
アイ・スタイラーズ株式会社
株式会社グリーンスピリットキャピタル
株式会社ソーホーズインク
（株）ガフウ
会宝産業株式会社 東京営業所
株式会社 エヌエスイー



所在地域 企業・団体名
首都圏 株式会社ワック

有限会社インターギデオン
パナソニック㈱オートモーティブ＆インダストリアルシステム
ズ社
サムリナ合同会社
株式会社サムライトラベル
株式会社エクシート 東京営業所
コンバテックジャパン株式会社
 株式会社会社フェリックス
株式会社メディアーク
boundary spanner株式会社
太陽パーツ株式会社
株式会社ソーシャルインベストメント
玉木 健次郎
株式会社フェアトレードプロモーション
株式会社マジカルランド
株式会社至誠パートナーズ
ケリーマンシステムズ
有限会社マスター
Studio Akingdom
リレイト
アトラストリー 株式会社
アラウンド・ザ・ワールド株式会社
Ange Dog cafe
ジザケジャパン株式会社
株式会社トップワイジャパン
有限会社メモリー
浅井秀彦税理士事務所
株式会社桜川ポンプ製作所
株式会社ブリス・デリ&マーケティング
北陸王ホールディングス株式会社
令和デカダンスー蒲田修羅街挽歌ー
アドバンテージ・パートナーズ株式会社
AGC
フルプロダクトデザインスタジオ
坂井事務所
合同会社流動商店
富士アイティ株式会社
株式会社華光
北陸先端科学技術大学院大学 東京サテライト

石川県河北郡以北 株式会社いわずみ



所在地域 企業・団体名
石川県河北郡以北 かがつう株式会社

宗教法人本成寺
MTM共栄
宗教法人本成寺
株式会社ナカヤマエッグ
青木織布株式会社
株式会社 三谷フーズ
株式会社 能任七
本覚寺
工一自動車株式会社
office Lily
社会福祉法人 弘和会
有限会社よつばホーム
医社)室木口腔外科医院 インプラントセンター

その他 三機工業株式会社北陸支店
有限会社蘭村伊
やまさきペットクリニック
株式会社 はすみふぁーむ
ＩＡＡＺＡＪホールディングス株式会社
中越鉄工株式会社
バリアンメディカルシステムズ
株式会社アグリライト研究所
平電機株式会社
株式会社あつみファッション
日吉工業株式会社
（株）ホテルアルファ―ワン山形
株式会社東急エージェンシー 名古屋支社

※掲載許可をいただいた企業・団体様のみ掲載しています。
※2020年03月31日現在、2190の企業・団体様に参加いただいております。
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