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注：平成27年7月27日に掲載情報を改正しているため、改正以前にいただいた企業情報の一部（企業規模、事業内容、主な利用方法）を「－」としています。
（※）「大企業」：資本金10 億円以上、 「中堅企業」：資本金1 億円以上10 億円未満　「中小企業1」：資本金2 千万円以上1 億円未満、 「中小企業2」：資本金2 千万円未満

企業名 本社所在地 企業規模(※) 業種 事業内容 主な利用方法

株式会社アイダ設計 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2丁目286番地 中堅企業 建設業 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業・他 支払での利用

旭ビルウォール株式会社
東京都台東区松が谷1-3-5 JPR上野イーストビル８
F

中堅企業 建設業 ファサードエンジニアリング 支払・受取での利用

株式会社加賀田組 新潟県新潟市中央区万代4丁目5番15号 － 建設業 明治28年創業。土木・建築・舗道事業を柱に、近年では開発事業にも注力しています。 －

株式会社柿本商会 石川県金沢市藤江南２丁目28番地 中堅企業 建設業 電気設備・空調衛生設備、上下水道環境設備他の設計・施工・メンテナンス 支払・受取での利用

株式会社川口建設
福岡県北九州市小倉北区堺町１-9-6　コンプレート
堺町6F

中小企業1 建設業 総合建設業・専門工事業・一級建築事務所 支払・受取での利用

関東建設工業株式会社 群馬県太田市飯田町1547OTAスクエアビル７階 中堅企業 建設業 総合建設業 支払・受取での利用

株式会社北村組 三重県松阪市中央町306-1 － 建設業
昭和22年2月の創立から、地元三重県をはじめ、愛知、岐阜、滋賀、奈良、京都、大阪と広範な
地域で、商業施設、公共施設、マンション・住宅などの建設や土木工事など様々な工事を行って
おります。

支払・受取での利用

株式会社熊谷組 東京都新宿区津久戸町2-1 － 建設業 総合建設業 －

埼玉建興株式会社 埼玉県川口市青木2丁目5番10号 大企業 建設業 建設工事及び土木工事に関する請負、設計及び監理　不動産取引業 支払・受取での利用

株式会社佐電工 佐賀県佐賀市天神１-４-３ 中堅企業 建設業 電気工事、空調・管工事、送電工事、配電工事、通信工事 支払・受取での利用

三機工業株式会社 東京都中央区明石町8-1 － 建設業 － －

株式会社住まいのクワザワ 北海道札幌市厚別区厚別中央3条3丁目1-27 中小企業1 建設業 木造建築工事業（住宅コンサルタント業務、一般住宅建築工事請負等） 支払での利用

住友林業株式会社 東京都千代田区大手町1-3-2 － 建設業 － －

セントラルエンジニアリング株式会社 山口県宇部市大字沖宇部5272番地4 － 建設業

各種プラントのエンジニアリング並びに施工、建築及び土木工事の設計並びに施工、電気・計
装工事の設計並びに施工、コンピューターソフト・ハードの設計・施工、並びに販売、強化プラス
チック（ＦＲＰ）の設計製作並びに販売、フッ素樹脂シートライニング設計・施工、機器及び装置の
保全並びに修理、高圧水洗浄機による機器装置のスケール除去作業、非破壊検査業務、ガス
処理機器の製作・販売

－

宅島建設株式会社 長崎県雲仙市小浜町南本町7-22 中小企業1 建設業 総合建設業、一級建築士事務所、不動産賃貸業、宅地建物取引業 支払での利用

中村建設株式会社 福岡県福岡市中央区笹丘１-32-9 中小企業1 建設業 一般建築、マンション開発、ツーバイフォー住宅、リノベーション 支払・受取での利用

利用企業一覧
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企業名 本社所在地 企業規模(※) 業種 事業内容 主な利用方法

株式会社中山組 北海道札幌市東区北19条東1丁目1番1号 中堅企業 建設業 土木・建築請負業他 支払での利用

日本リーテック株式会社 東京都千代田区神田錦町1-6 大企業 建設業 設備工事業（鉄道電気設備工事、道路設備工事、屋内外電気設備工事、送電線工事） 支払での利用

株式会社長谷工コーポレーション 東京都港区芝二丁目32番1号 大企業 建設業 マンション等建設事業、不動産事業、エンジニアリング事業 支払での利用

株式会社フジケン 愛知県岡崎市戸崎町字藤狭1-9 中小企業1 建設業 マンション事業、戸建分譲住宅事業、注文住宅事業、ビル建設事業、リゾート事業 支払での利用

株式会社フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-25-2 － 建設業 － －

株式会社増田工務店　 宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋4750番地 中小企業1 建設業 建築工事・土木工事・舗装工事等 支払・受取での利用

松田電気工業株式会社 奈良県大和高田市栄町４－33 中小企業1 建設業 総合設備工事業 支払・受取での利用

株式会社ミライト・テクノロジーズ 大阪府大阪市西区江戸堀3-3-15 － 建設業 － －

米沢電気工事株式会社 石川県金沢市進和町32番地 中小企業1 建設業 電気工事、電気通信工事、消防施設工事他 支払・受取での利用

芦穂崎工業株式会社 神奈川県相模原市中央区田名3902番 中小企業1 製造業 建設機械・フォークリフト・産業機械装置の製作・設計・組立 支払・受取での利用

アルバック成膜株式会社 埼玉県秩父市寺尾2804番地 中堅企業 製造業 真空成膜製品及びその関連商品の製造販売他 支払での利用

株式会社大岸製作所 東京都足立区新田3-10-6 － 製造業 建設機械部品、鉄道車輌部品、国内電力関連部品　等の製造 －

大阪シーリング印刷株式会社 大阪府大阪市天王寺区小橋町1番8号 中堅企業 製造業
シール・ラベル・シュリンクラベル等フィルム軟包装資材の印刷加工並びに販売。ラベル自動貼
機の製造並びに販売。

支払での利用

岡本興業株式会社 北海道札幌市南区真駒内本町１丁目１番１号 中小企業1 製造業 各種砕石・生コンクリートの製造販売、重金属吸着材販売他 支払での利用

株式会社海田金属 広島県安芸郡海田町栄町3番14号 中小企業2 製造業 金属加工 支払での利用

株式会社かいや 山梨県甲府市下曽根町3330-1 － 製造業
当社は、甲州名産である煮貝などの優良食品製造開発ならびに適正価格での提供による食生
活への寄与を通じて、社会へ貢献するよう何時の時代にも世の中が必要とする会社を目指して
います。

－

株式会社カシムラ 東京都足立区綾瀬6-9-28 中小企業1 製造業 自動車用品、携帯電話アクセサリーの製造販売 支払・受取での利用

株式会社木村鋳造所 静岡県駿東郡清水町長沢1157 中小企業1 製造業
○自動車用プレス金型用、工作機械・産業機械用、エネルギー関連鋳物の製造・販売　○３Dプ
リンタを使用した鋳物の製造・販売　○発泡スチロールによるモニュメント・フィギュアの製造・販
売　○リバースエンジニアリングによる現物復元、データ化　他

支払・受取での利用



2022年12月28日版

企業名 本社所在地 企業規模(※) 業種 事業内容 主な利用方法

共栄印刷株式会社 福島県郡山市田村町上行合字西川原7-5 中小企業2 製造業
書籍印刷をはじめ、チラシ、ポスター、パンフレット、名刺、伝票等、
多種多様な印刷物に幅広く対応し、編集、制作から印刷・製本・発送まで責任を持ってお引き受
けしております。

支払での利用

協和薬品工業株式会社 岐阜県岐阜市野一色2丁目8番6号 － 製造業
一般用医薬品・医薬部外品の開発・製造
大手ドラッグストアのプライベートブランド商品の製造

－

グローリー株式会社 兵庫県姫路市下手野1-3-1 大企業 製造業
通貨処理機、情報処理機及び通貨端末機器、自動販売機、自動サービス機器などの開発・製
造・販売・メンテナンス

支払・受取での利用

株式会社KVK 岐阜県岐阜市黒野308番地 － 製造業
水栓金具の専業トップメーカー。1949年設立し、国内3工場、4支社・14営業所・3出張所、中国大
連子会社1社を展開。

－

光山電気工業株式会社 群馬県吾妻郡中之条町大字伊勢町乙８７２ 中小企業１ 製造業 通信用トランス・コイル、ハイブリッドＩＣの製造 受取での利用

株式会社小島製作所 岐阜県岐阜市小西郷2丁目97番地 － 製造業
コンクリートパイル用継手金具、鋼管杭製品(ＥＡＺＥＴ・ＡＴＴコラム）の 設計、製造、販売、及びＡ
ＬＣのデザイン加工等

－

株式会社ゴーシュー 滋賀県湖南市石部緑台2-1-1 中堅企業 製造業 精密型鍛造品、機械加工品、金型製造業 支払・受取での利用

株式会社酒井機材製作所 北海道石狩市新港西3丁目749番地11 中小企業１ 製造業 電気通信施設基礎材料、設計、製作、販売、施工 受取での利用

株式会社サクラクレパス 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-6-20 中小企業1 製造業 文具・描画材料製造販売 支払・受取での利用

株式会社サニカ 山梨県南アルプス市十日市場789番地 － 製造業
時間貸し駐車場システムの製造・販売を主に、各種製品の製造・開発を行っています。開発か
らアフターサービスまでの一貫体制によるモノづくり企業として、自社開発・自社製造にこだわ
り、全てのプロセスにおいて品質の確保・向上に取り組み、高品質な製品を提供しています。

－

三協立山株式会社 富山県高岡市早川70番地 大企業 製造業
①建材の開発・製造、アルミニウム等金属圧延加工品の製造
②アルミニウムおよびマグネシウムの鋳造・押出・加工
③店舗用什器・規格看板等の製造・メンテナンス

支払・受取での利用

株式会社サンニチ印刷 山梨県甲府市北口２丁目６－10 中小企業１ 製造業
①印刷、製本・加工及び関連する企画、編集、デザイン、翻訳等
②屋内・外の広告と装飾及び関連する事業
③土木・建設工事に関する請負、設計、施工並びに監理

支払・受取での利用

四国ドック株式会社 香川県高松市朝日町１丁目３番23号 中堅企業 製造業 造船業（新造船の建造等） 支払での利用

ジャノメダイカスト株式会社 山梨県都留市井倉沢戸775 － 製造業
当社は、ダイカスト製品の製造、石膏鋳造による試作品の製造を行っています。試作から量産
まであらゆるダイカスト先端技術の可能性を求めて、技術の革新・新技術の開発を重ね、お客
様の多様なニーズにお応えしています。

－

株式会社シンギ 広島県広島市中区南吉島２-１-24 中堅企業 製造業 紙器およびプラスチック製食品容器の企画・製造・販売 支払・受取での利用

神保電器株式会社 千葉県夷隅郡大多喜町森宮438番地1 中小企業１ 製造業 電気機械器具の製造及び販売 支払・受取での利用

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 － 製造業 － －

株式会社東商 静岡県焼津市本中根350-1 中小企業1 製造業 家庭園芸用有機質肥料・培養土の製造販売 支払での利用
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企業名 本社所在地 企業規模(※) 業種 事業内容 主な利用方法

東北木材株式会社 秋田県能代市大森山1-18 中小企業1 製造業 木材製材業 支払・受取での利用

東洋株式会社 北海道帯広市西10条南9丁目7番地 中小企業1 製造業 印刷業 支払での利用

図書印刷株式会社 東京都北区東十条三丁目10番36号 大企業 製造業 情報デザイン事業（出版・マーケティング分野）、教育ソリューション事業 支払・受取での利用

日本アトマイズ加工株式会社 千葉県野田市西三ケ尾87-16 中堅企業 製造業 各種金属粉末（銅粉、銀粉、貴金属粉、他）の製造・販売 支払・受取での利用

日本曹達株式会社 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 － 製造業 － －

株式会社日本抵抗器製作所 富山県南砺市北野2315番地 中堅企業 製造業 電子部品および電子機器の製造販売 支払での利用

平田機工株式会社 熊本県熊本市北区植木町一木111番地 大企業 製造業 各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売 支払・受取での利用

福助工業株式会社 愛媛県四国中央市村松町190 中堅企業 製造業 各種軽包装資材製造販売 支払・受取での利用

フジオーゼックス株式会社 静岡県菊川市三沢1500-60 － 製造業 － －

株式会社フジ機工 埼玉県川口市領家3-24-11 中小企業1 製造業 プリント基板生産設備装置の設計・製作・販売 支払での利用

不二サッシ株式会社 神奈川県川崎市幸区鹿島田1丁目1番2号 － 製造業 － －

株式会社富士精機 愛知県小牧市元町3丁目39番地 中小企業1 製造業 自動車部品、工作機械製造 支払での利用

フタバ産業株式会社 愛知県岡崎市橋目町字御茶屋1番地 － 製造業 自動車等車両部品、情報環境機器部品、及び治具溶接機の製造販売。 －

本多金属工業株式会社 愛知県名古屋市中区栄三丁目32番22号 中小企業1 製造業 アルミニウム製品の製造・販売 支払・受取での利用

株式会社松阪鉄工所 三重県津市高茶屋小森町1814 中小企業1 製造業
① 作業工具、配管機器の設計・製作
② 工作機械の設計・製作

支払・受取での利用

丸和ケミカル株式会社 富山県高岡市野村1636-1 中小企業2 製造業 繊維製造 支払・受取での利用

美津濃株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北1丁目12番35号 － 製造業 － －

三菱鉛筆株式会社 東京都品川区東大井５－23－37 大企業 製造業 筆記具、周辺文具、OA関連商品等の開発・製造・販売 支払での利用
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企業名 本社所在地 企業規模(※) 業種 事業内容 主な利用方法

株式会社ミツヤ 福井県福井市山室町69-1 中堅企業 製造業 製繊、染色加工、繊維製品の販売、炭素繊維複合材料の製造 支払・受取での利用

未来工業株式会社 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 － 製造業 － －

モロゾフ株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5-3 － 製造業 － －

株式会社山田製作所 群馬県桐生市広沢町１-2757 大企業 製造業 四輪車用機能部品の開発・製造など 支払・受取での利用

ヤマハ熊本プロダクツ株式会社 熊本県八代市新港町4丁目8番地 中堅企業 製造業 船外機製造 支払・受取での利用

レシップホールディングス株式会社 岐阜県本巣市上保1260番地の２ 大企業 製造業 バス・鉄道・自動車用電装機器等の開発、製造、販売 支払での利用

和同産業株式会社 岩手県花巻市実相寺410 中小企業1 製造業 除雪機械・草刈機・農業機械　等 支払での利用

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区豊洲3-3-3 － 情報通信業 － －

アイメディア株式会社 広島県広島市東区若草町１２番１号 中堅企業 卸売業、小売業
１．生活雑貨類の製造、輸入、販売 　２．アイデア商品催事の企画、運営
３．生活雑貨小売店舗の運営 支払・受取での利用

株式会社板通 栃木県足利市旭町553 中小企業１ 卸売業、小売業
①塗料、めっき薬品、工業薬品、接着剤、塗装めっき機器設備、消火器・防災機器などの販売
②建築塗装・内外装工事施工　　③海外業務、製品加工、塗料製造など

支払・受取での利用

伊藤忠マシンテクノス株式会社 東京都千代田区永田町2丁目14-2 － 卸売業、小売業 － －

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビル － 卸売業、小売業 － －

岩手繊維株式会社 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1丁目7-16 － 卸売業、小売業 繊維製品の総合卸売 －

上野株式会社 宮城県仙台市宮城野区中野1丁目5-13 中小企業1 卸売業、小売業 内装資材の総合卸売 支払・受取での利用

株式会社エミヤ 北海道札幌市白石区流通センター7丁目8-1 中小企業1 卸売業、小売業 電設資材・産業機器・制御機器等の卸売 支払・受取での利用

株式会社カトレア 広島県広島市南区東雲3-7-36 中小企業1 卸売業、小売業 美容室へ美容材料・美容器具・化粧品の販売。 支払での利用

株式会社カンセキ 栃木県宇都宮市西川田本町三丁目1番1号 大企業 卸売業、小売業 ホームセンターカンセキ、アウトドアショップWILD-1、その他経営 支払での利用

株式会社グッデイ
福岡県福岡市博多区中洲中島町2番3号福岡フジラ
ンドビル10階

中小企業1 卸売業、小売業 ホームセンター 支払での利用
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国際紙パルプ商事株式会社 東京都中央区明石町6番24号 － 卸売業、小売業 国内有数の紙パ専門商社。国内7拠点、海外23拠点を展開。1924年設立。 －

株式会社小園硝子商会 鹿児島県鹿児島市卸本町５番地20 中小企業1 卸売業、小売業 板硝子、サッシ、住宅設備機器の販売等 支払・受取での利用

株式会社五島軒 北海道函館市末広町4-5 中小企業1 卸売業、小売業 飲食店経営・食品製造販売　等 支払での利用

株式会社サンゲツ 愛知県名古屋市西区幅下一丁目4番1号 大企業 卸売業、小売業
インテリアの専門商社
壁紙、床材、カーテン、椅子生地などトータルインテリア商品の開発・ 販売

支払・受取での利用

ジャパン建材株式会社 東京都江東区新木場1-7-22 － 卸売業、小売業 － －

上新電機株式会社 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-6-5 － 卸売業、小売業 － －

新生紙パルプ商事株式会社 東京都千代田区神田錦町1-8 － 卸売業、小売業 紙、パルプ、化成品等の販売及び加工並びに紙加工品の販売 －

住友商事株式会社 東京都中央区晴海1-8-11 － 卸売業、小売業 － －

住友商事九州株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-23 － 卸売業、小売業 － －

住友商事北海道株式会社 北海道札幌市中央区大通西8-2 － 卸売業、小売業 － －

住友商事マシネックス株式会社 東京都中央区晴海1-8-8 － 卸売業、小売業 － －

住友商事ケミカル株式会社 東京都中央区晴海1-8-12 － 卸売業、小売業 － －

株式会社せんぼう 広島県広島市西区庚午中4丁目14番22号 中小企業2 卸売業、小売業 食品用トレー、フィルム等の包装資材の卸売 支払での利用

大松株式会社 京都府京都市中京区室町通四条北入菊水鉾町581 中堅企業 卸売業、小売業 呉服・アパレル・テキスタイルの企画、卸売 支払・受取での利用

株式会社タカカツ建材 宮城県大崎市古川休塚字新西田38-1 中小企業1 卸売業、小売業 製材・プレカット・建材・住宅設備の販売 支払・受取での利用

椿本興業株式会社 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 － 卸売業、小売業 － －

東北化学薬品株式会社 青森県弘前市大字神田1-3-1 － 卸売業、小売業 － －

株式会社トキハ 大分県大分市府内町２-1-4 大企業 卸売業、小売業 百貨店業 支払・受取での利用
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徳農種苗株式会社 徳島県徳島市入田町月の宮362番地33 中小企業1 卸売業、小売業 農業資材の販売、ビニールハウス設計施工、研究開発 支払での利用

日本紙通商株式会社 東京都千代田区神田駿河台4-6 － 卸売業、小売業 － －

日本紙パルプ商事株式会社 東京都中央区勝どき3-12-1 － 卸売業、小売業
紙、板紙、パルプ、古紙、その他関連商品の売買および輸出入。近年はグループ会社とともに、
海外事業、資源・環境関連事業を積極展開している。

－

日本ニューホランド株式会社 北海道札幌市中央区北1条西13丁目4 中堅企業 卸売業、小売業 農業用機械器具の販売および修理 支払・受取での利用

橋本総業株式会社 東京都中央区日本橋小伝馬町9-9 － 卸売業、小売業 管工機材・住宅設備機器の販売、建築設備工事の設計並びに請負施工。 －

株式会社バロー 岐阜県多治見市大針町661番地の1 － 卸売業、小売業 － －

日ノ丸産業株式会社 鳥取県鳥取市富安２丁目11番地 中堅企業 卸売業、小売業 石油・ガス卸、建材卸、リフォーム、旅行業　等 支払・受取での利用

藤村機器株式会社 青森県弘前市高田三丁目6番地の2 中堅企業 卸売業、小売業 管工機材、住宅設備機器、空調設備機器、衛生設備機器、上下水道資材の専門商社。 支払での利用

株式会社ベルアドワイズ 愛知県名古屋市中区新栄２－４２－２８ 中小企業1 卸売業、小売業 広告資材販売 支払・受取での利用

株式会社ベルグリーンワイズ 愛知県名古屋市中区新栄２－４２－２８ 中小企業1 卸売業、小売業 青果物・食品鮮度保持各種資材製造・販売 支払・受取での利用

北海商事株式会社 北海道札幌市東区苗穂町14丁目2番15号 中小企業1 卸売業、小売業 産業用機械工具の卸売業 支払・受取での利用

株式会社丸エス捻子製作所 京都府京都市南区東九条南松田町23番地 － 卸売業、小売業 捻子・鋲螺の販売、加工品の販売 －

株式会社山二 秋田県秋田市中通二丁目2番32号 山二ビル10Ｆ 中小企業1 卸売業、小売業 石油製品、地下タンク漏洩検査、車輛、住宅関連商品　等 支払での利用

株式会社吉田産業 青森県八戸市大字廿三日町2番地 中堅企業 卸売業、小売業
建設資材の専門商社
建設資材、環境資材、土木資材、住宅設備機器の販売および施工、気象情報の販売

支払・受取での利用

米子地区生コンクリート協同組合 鳥取県米子市旗ヶ崎2丁目2-33 － 卸売業、小売業 米子地区の生コンクリート業者13社を組合員とする協同組合 －

リビンズ株式会社 広島県広島市中区舟入南2丁目7-5 中堅企業 卸売業、小売業
家具・インテリア用品の仕入販売・リビンズオリジナル商品の企画開発・海外商品の直輸入・物
流センターでの商品管理および配送・加盟企業に対するシステムの提供

支払での利用

渡辺パイプ株式会社 東京都中央区築地5-6-10 大企業 卸売業、小売業 管工機材の販売 支払での利用

東京センチュリー株式会社 東京都千代田区神田練塀町3 － 金融業、保険業
みずほグループや伊藤忠商事㈱が主要株主。グローバルで高い専門性と独自性を持つ「金融・
サービス企業」。

－
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東銀リース株式会社 東京都中央区日本橋2-7-1 － 金融業、保険業 リース会社の枠組みを超えた「複合型の金融サービス会社」。 －

芙蓉総合リース株式会社 東京都千代田区三崎町三丁目３番23号 大企業 金融業、保険業 企業の設備投資などの経営・財務戦略をサポートする金融サービスを提供しています。 支払での利用

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 － 金融業、保険業 三井住友フィナンシャルグループの総合リース会社。業界最大手の一角。 －

株式会社信和不動産 広島県広島市西区横川町3-8-6 中堅企業 不動産業、物品賃貸業
分譲マンション事業、一戸建て住宅分譲事業、土地開発事業、賃貸マンション仲介管理事業、
不動産売買仲介事業

支払での利用

住友三井オートサービス株式会社 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 － 不動産業、物品賃貸業
住友商事、三井住友フィナンシャルグループ、日立キャピタルが出資するオートリース業界の
リーディングカンパニー。リースの枠にとどまらない総合管理サービスを提供。

－

株式会社レンタルのニッケン 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル 大企業 不動産業、物品賃貸業 土木・建築・産業関連機械を中心としたレンタル 支払・受取での利用

株式会社共成レンテム 北海道帯広市西18条北1丁目14番地 大企業 サービス業 建設機械レンタル他 支払での利用

株式会社テクノマテリアル 東京都台東区東上野4-12-1　KTビル2階 中小企業1 サービス業 仮設資機材・建築機械レンタル及びプレキャストコンクリート製造・販売 支払・受取での利用

掲載企業数　　132社


