
商業施設 ちとせﾓｰﾙ (医)回精会 北津島病院

ｱｺｽ南館 中部ﾌｰｽﾞ　静岡工場 (医)全医会 伊藤整形･内科あいち腰痛ｵﾍﾟｸﾘﾆｯｸ

ASABU LAND DCMｶｰﾏ84店舗 (医)なるみ会 第一なるみ病院

ｱﾋﾞｲｸｵｰﾚ 典礼会館　6店舗 (医)博愛会 新相良病院

あびこｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾌﾟﾗｻﾞ ﾄｲｻﾞらｽ･ﾍﾞﾋﾞｰｻﾞらｽ 116店舗 (医)明心会 仁大病院

ｱﾘｵ 4店舗 十日市4000 (医)緑泉会 米盛病院

ｱﾙｶｷｯﾄ錦糸町 東急三島駅前ビル 飯塚記念病院

いちご不動産ｻｰﾋﾞｽ福岡㈱ 日清ﾌﾟﾗｻﾞ 一関南保育園

ｲﾄｰﾖｰｶﾄﾞｰ 29店舗 ﾉｰﾄﾙﾀﾞﾑ盛岡 五橋ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

いわて生協ﾍﾞﾙﾌ・ｺﾙｻﾞ　4店舗 NORBESA (医)えんどう会 創成東病院

ｴﾄﾜｰﾙ海渡 14館･2寮 博多ﾘﾊﾞﾚｲﾝ (医)青山会 福井記念病院

M2ﾌﾟﾗｻﾞ ﾊﾞﾛｰ　各店舗 (医)大橋眼科

㈱大塚屋2店舗 ﾋﾟｱｺﾞ　8店舗 (医)清瑞会 吉岡まほろばｸﾘﾆｯｸ

河川環境楽園ｵｱｼｽﾊﾟｰｸ b-town (医)双仁会 一盛病院

金木ﾀｳﾝｾﾝﾀｰ・ﾉｱ ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 14店舗 (医)眞友会 希望の杜

上社ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ ﾋﾞｯｸﾊｳｽ　5店舗 (医)北武会 美しが丘病院

K-1ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 19店舗 大阪府立病院機構 大阪急性期･総合医療ｾﾝﾀｰ

ｹｰﾖｰﾃﾞｲﾂｰ 御殿場店 Bivi福岡 大通東やまむらｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ

ｺｰﾌﾟさっぽろ  57店舗 枚方T-SITE (老健)さわなり苑

ｺｼﾞﾏ×ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ 3店舗 ﾌｨｰﾙ4店舗 金沢保育園

ｺﾞﾙﾌ5ｶﾝﾄﾘｰ かさまﾌｫﾚｽﾄ V28ﾋﾞﾙ 関西医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ

ｺﾞﾙﾌ5ｶﾝﾄﾘｰ ｻﾆｰﾌｨｰﾙﾄﾞ 深谷上柴ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ (福)銀山学園

ｻﾞ･ｼﾞｭｴﾙｽﾞ・ｵﾌﾞ・ｱｵﾔﾏ 船橋ﾂｲﾝﾋﾞﾙ 啓生会病院

じゃんじゃん亭8店舗 ﾏﾙｲﾄ博多ﾋﾞﾙ (公財)東京都保健医療公社 大久保病院

ｼｭﾛｱﾓｰﾙ筑紫野 美浜町総合体育館 国家公務員共済組合連合会 虎の門病院

ｼﾞｮｲﾌﾙｴｰｹｰ  大曲店 みやぎ生活協同組合　13店舗 (サ高住) しらかばの杜

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰあかやまJOY 宮古市民総合体育館 (公財)甲南会 甲南医療ｾﾝﾀｰ

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｳｨﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ MEGAﾄﾞﾝ･ｷﾎｰﾃ4店舗 (公財)慈愛会 今村総合病院

ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰｻﾌﾟﾗ 山形屋 8店舗 (医)博愛会 菅間記念病院

新さっぽろｼﾞｪﾑｼﾃｨ ﾔﾏﾅｶ 23店舗 (医)恵和会 帯広中央病院

ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰﾄﾗｲｱﾙ 5店舗 ﾕｱｴﾙﾑ成田 (医)慈泉会 相澤病院

ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 5店舗 ﾕｰｷﾎﾃﾙ (福)音更町柏寿協会施設

ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ 清水高橋店 ゆめﾀｳﾝ 福山 (福)音更晩成園

裾野ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 ﾖｰｸﾏｰﾄ 26店舗 (福)秀寿会

ｽﾃﾗﾀｳﾝ ﾗｳﾝﾄﾞﾜﾝ 2店舗 (福)ﾗｲﾌｹｱ赤井江

ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｱｸﾄｽ 59店舗 ﾗﾋﾟｵ (障害福祉)　内潟療護園

生活協同組合ｺｰﾌﾟあおもり 黒石店 ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ川口 (身障療護) うぐいすの郷

ｾﾌﾞﾝﾀｳﾝ 3店舗 ららぽ－と 3店舗 ｽﾏｰﾄｺﾐｭﾆﾃｨ稲毛

ｾﾝﾀｰまちや ﾘﾘｵ 4館 草加市立病院

ｾﾝﾄｼﾞｪｰﾑｽｸﾗﾌﾞ迎賓館仙台 千葉市総合保健医療ｾﾝﾀｰ

ｾﾝﾄﾗﾙｳｪﾙﾈｽｸﾗﾌﾞ 野間大池 東京都立広尾病院 

SOCOLA若葉台 医療・福祉施設 (独)地域医療機能推進機構 可児とうのう病院

高崎旭町ﾋﾞﾙ (医)回清会 稲沢老人保険施設第一憩の泉 (独)労働者健康福祉機構 中部労災病院

高島屋高崎店 (医)回清会 稲沢老人保険施設第二憩の泉 (特医)弘慈会 宮古第一病院
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(特養) 暁星園 Z会 文教町ﾋﾞﾙ 仙台国税局石巻税務署

(特養) 松陽苑 仙台銀行　41支店 高槻市立障がい者福祉ｾﾝﾀｰ

(特養) 白石ﾎﾟﾌﾟﾗ園 多摩信用金庫 12支店 筑紫野市生涯学習ｾﾝﾀｰ

(特養) すみた荘 千葉銀行 6支店、ATM2店 東京航空局宮古VOR/DME

(特養) 泉陵虹の苑 つうけんﾋﾞﾙ  2施設 名古屋市北区役所楠支所

(特養) あおぞら ㈱津軽りんご市場 沼津警察署

(特養) 貴宝園 天王州ｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ 平川ﾄﾞｰﾑｱﾘｰﾅ

(特養) 桐の花 東進ﾊｲｽｸｰﾙ 9校 福岡市立早良体育館

(特養) 光栄荘(新館･本館) 野村不動産PMO 16物件 文京ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ

(特養) 自生苑　2施設 ﾊﾟﾗﾏｳﾝﾄﾍﾞｯﾄﾞ㈱ 2事業所 箕面市上下水道局庁舎

(特養) ﾊﾟﾙｼｱ ﾋﾟｼﾞｮﾝﾋﾞﾙ 盛岡地方裁判所他　6支部庁舎       

(特養) さわやかﾅｰｼﾝｸﾞ4施設 北海道いすゞ自動車

登米市市立豊里老健施設ｽﾏｲﾙとよさと 北海道ぎょれんﾋﾞﾙ 教育・文化施設
ﾊﾟｰｸｳｪﾙｽﾃｲﾄ鴨川 三田証券㈱ 東京本社 我孫子市民ﾌﾟﾗｻﾞ

花泉保育園 御堂筋野村ﾋﾞﾙ 一宮市ききょう会館

睦保育園 宮城交通 7営業所              (一財）日本教育会館 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｽｷｬﾆﾝｸﾞ 30店 武蔵野ﾋﾞﾙ 岩倉市学校給食ｾﾝﾀｰ

ﾒﾃﾞｨｶﾙりんくうﾎﾟｰﾄ ﾒｲﾃﾂｺﾑ㈱ 岩倉市多世代交流ｾﾝﾀｰさくらの家

柳川やすらぎの里 杜の都信用金庫 本店ﾋﾞﾙ 岩倉市防災ｺﾐﾆｭﾃｨｾﾝﾀｰ

横浜ﾌﾞﾙｰｱﾍﾞﾆｭｰ 大河原総合体育館

オフィス ﾗﾎﾟｰﾙ日教済ﾋﾞﾙ 大原学園 福岡校

愛知西農業協同組合5店舗 ﾘｺｰﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 本社ﾋﾞﾙ・2事業所 (学)吉田学園 7校

青森県火災共済協同組合 りそな銀行 14支店 (学)電波学園22校

ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ本社ﾋﾞﾙ MFPR麹町ﾋﾞﾙ (学)美專学園 2校

ALSOKﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 7件 春日井市味美ふれあいｾﾝﾀｰ

(一社) 岩手県医師会館 官公庁・公共施設（教育、医療、福祉除く） 春日井市東部市民ｾﾝﾀｰ

㈱岩手ｵﾌｨｽ用品 青森第2合同庁舎・青森法務総合庁舎 春日井市東部調理場

ｴｰｻﾞｲ㈱ 本社ﾋﾞﾙ群 青森地方裁判所庁舎他7支部 蟹江町給食ｾﾝﾀｰ

大崎MTﾋﾞﾙ 一宮市医師会館 蟹江町福祉給食ｾﾝﾀｰ

ｵｶﾓﾄ㈱ 本社 一宮市向山公民館 木更津市立 木更津第一小学校

沖縄ﾄﾖﾍﾟｯﾄ㈱ ﾄﾖﾀｳﾝｼｰｻｲﾄﾞ店 伊東市役所 桑名市大山田ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ

ｵﾙｶﾞﾉ 本郷別館 茨木市立公民館 桑名市民会館

㈱愛知銀行15店舗 茨木市立ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ (大)東京医科歯科大学

㈱十六銀行75店舗 岩倉市消防庁舎 小牧市南部学校給食ｾﾝﾀｰ

㈱三菱UFJ銀行29店舗 ｳﾗﾗ 札幌ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ Kitara

㈱商工組合中央金庫　盛岡支店 小郡市民ふれあい広場 清水町立小学校

ｷﾔﾉﾝ 本社 春日井市消防署4出張所 清水町立中学校

興研先進技術ｾﾝﾀｰ 春日市ぱれっと館 仙南芸術文化ｾﾝﾀｰ

坂本自動車㈱ 3物件 環境省碁石海岸集団施設 立川ｷｬﾝﾊﾟｽ

札幌第二ｽｶｲﾋﾞﾙ 桑名市消防本部 東京国際ﾌｫｰﾗﾑ

ｻﾝﾊﾏﾀﾞﾋﾞﾙ 警視庁警察学校 東京国立博物館

種苗会館  小牧市消防署東支署 東京大学 駒場ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ･ﾌﾟﾗｻﾞ

ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設北海道支店ﾋﾞﾙ 佐賀大学 本庄ｷｬﾝﾊﾟｽ 東京大学 生産技術研究所

製品評価技術基盤機構東北支所 市民活動交流館 ﾒｲﾄﾑ宗像 東京大学 先端科学技術研究ｾﾝﾀｰ

Z会 下土狩ﾋﾞﾙ 摂津市立ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ･摂津市立保険ｾﾝﾀｰ (独)国立科学博物館
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名古屋市稲永ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾌｸﾀﾞ電子ﾌｧｲﾝﾃｯｸ仙台 集合住宅
名古屋市中村ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ﾍﾞﾙｿﾆｶ　本社工場･菊川工場 麻布十番ｾﾝﾄﾗﾙﾊｲﾂ

名古屋市瑞穂文化小劇場 北海道日野自動車本社・札幌支店 ㈱SUBARU寮

浜松市立小中学校 ㈱ﾏｲﾔ北上精肉ﾌﾟﾛｾｽｾﾝﾀｰ ㈱ｽﾘｰｱﾛｰｽﾞ 15物件

宮城大学 前澤化成工業㈱ 4物件 ｻﾝｺﾘｰﾇﾀﾜｰ横須賀中央駅前

宮古市教育委員会各小中学校 丸川製菓㈱ 2工場 野村不動産ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 3物件

宮古市民文化会館 ㈱ﾏﾙﾊﾆﾁﾛﾘﾃｰﾙｻｰﾋﾞｽ仙台工場 三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 222物件

宮古市立新里給食ｾﾝﾀｰ ㈱ﾐｸﾆｴｰﾑ

㈱ﾐｸﾆ滝沢工場他 2工場

工場・倉庫・研究施設 三桃食品 その他
ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟ研究開発ｾﾝﾀｰ 宮ケ崎水産㈱ 池下地域ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

岩手県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰ 宮古市魚市場 今池地域ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

NTN㈱磐田製作所 ﾔﾏﾊ発動機　各工場 ｶﾄﾘｯｸ札幌司教館

NTN㈱上伊那製作所 ㈱ﾗｸﾞﾉｵささき 弘前工場 慈学宗大本山 行者山 太光寺

NTN㈱長野製作所 Landport青梅 2物件 城北地域ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

大川電機製作所 Landport高槻 神宮

㈱NTN三重製作所 琉球FORCEPARK 神社本庁

学校給食ﾊﾟﾝ宮城(協組)名取工場 ﾙﾈｻｽｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ 高崎事業所 ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾋﾙｽﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部

㈱戸田久　姫神工場 わかば食品㈱　5工場 千代田地域ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

釜石飼料㈱ やわらぎ斎場　64施設

木更津市学校給食ｾﾝﾀｰ 宿泊施設
ｷﾔﾉﾝ㈱ 4物件 赤沢温泉ﾎﾃﾙ

ｷﾔﾉﾝﾄｯｷ㈱ 本社/見附事業所 ｱﾊﾟﾎﾃﾙTKP仙台駅北

光生舎ﾘﾈﾝ 札幌工場 ｳｫｰﾀｰﾎﾃﾙK

小林製作所 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾆｯｺｰ東京台場

札幌酒精工業 ｼｬﾝｸﾞﾘ･ﾗ ﾎﾃﾙ 東京

札幌通運　倉庫支店東営業課 仙台秋保温泉　ﾎﾃﾙきよ水

ｻｯﾎﾟﾛﾋﾞｰﾙ㈱ 仙台工場 鶴の湯温泉

ｻﾉﾌｨ㈱ 川越事業所 東京ﾄﾞｰﾑﾎﾃﾙ

三立製菓 白鳥工場･白鳥物流ｾﾝﾀｰ 東京都電機健康保険組合　強羅ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂ

ｼﾞｭﾋﾟﾀｰ工業㈱ 泊村盃温泉

ｽｽﾞｷ 各工場 ﾈｽﾄﾎﾃﾙ 6施設

㈱大昌電子　岩手工場 ﾊﾟｰｸﾊｲｱｯﾄ東京

大日本印刷 仙台工場 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼｰ 瀬良垣ｱｲﾗﾝﾄﾞ沖縄

立川総合研究棟 ﾎﾃﾙ ﾙﾎﾟｰﾙ麹町

DHC海洋深層水赤沢工場 ﾎﾃﾙいじか荘

DHC夕張長沼工場 ﾎﾃﾙ一宮ｼｰｻｲﾄﾞｵｰﾂｶ

長浜ｷﾔﾉﾝ㈱ ﾎﾃﾙJALｼﾃｨ福岡天神

㈱南部美人 ﾎﾃﾙﾄﾞｰﾐｰｲﾝ 4施設

日東電工　豊橋事業所 ﾎﾃﾙﾆｭｰさがみや

ﾆﾄﾑｽﾞ　豊橋事業所 ﾎﾃﾙ羅賀荘

日本梱包運輸倉庫㈱花巻営業所 ○久旅館

日本ﾃｷｻｽ・ｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ(同) 美浦工場 ﾕｰｷﾎﾃﾙ

日本ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ管理棟･第1～6工場 陸中海岸ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ

東山ﾌｪﾙﾄ㈱(第一･第二工場)
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