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イオンリテール株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 代表取締役社長 梅本　和典

株式会社ワールド 兵庫県神戸市中央区港島中町6-8-1 代表取締役社長 寺井　秀蔵

株式会社コジマ 栃木県宇都宮市星が丘2-1-8 代表取締役社長 寺崎　悦男

株式会社大創産業 広島県東広島市西条吉行東1-4-14 代表取締役社長 矢野　博丈

株式会社キタムラ 高知県高知市本町４丁目１番１６号 代表取締役会長 北村　正志

井ヶ田製茶株式会社 宮城県仙台市青葉区大町二丁目7番23号 代表取締役 今野　克二

株式会社クロスカンパニー 岡山県岡山市北区幸町2-8 代表取締役 石川　康晴

株式会社ワールドリビングスタイル 東京都目黒区中目黒1-8-1 代表取締役社長 西川　信一

株式会社ヤマダヤ 愛知県名古屋市西区城西1丁目3番5号 代表取締役社長 山田　太郎

株式会社サンエー・インターナショナル 東京都世田谷区玉川２－２１－１ 代表取締役社長 三宅　孝彦

株式会社トミーヒルフィガージャパン 東京都渋谷区代官山町8-7 代表取締役 西条　真義

オルビス株式会社 東京都品川区平塚2-1-14 代表取締役 町田　恒雄

セルレ株式会社 東京都中央区銀座４－８－１０ 代表取締役 鳥井　伸一

株式会社ツツミ 埼玉県蕨市中央4-24-26 代表取締役社長 瓦　智司

トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社 東京都中央区築地５－６－４ 代表取締役社長 土居　健人

株式会社キャン 東京都杉並区高円寺北2-6-1　6F 代表取締役社長 藤井　浩

株式会社テーオー小笠原 北海道函館市港町３－１６－１５ 代表取締役社長 小笠原　康正

クラフト株式会社 東京都千代田区丸の内１－１－１ 代表取締役 森　要

株式会社サアコーポレーション 新潟県新潟市中央区古町通六番町９８８ 代表取締役 佐藤　公策

有限会社銀章堂 岩手県盛岡市大通一丁目10番19号 代表取締役 吉田　莞爾

株式会社ファンケル 神奈川県横浜市中区山下町89-1 代表取締役社長執行役員 宮島　和美

株式会社東京デリカ 東京都葛飾区新小岩1-48-14 代表取締役社長 木山　剛史

株式会社ファブリカ 東京都渋谷区神宮前2-34-17 代表取締役社長 フランク・キャンセローニ

株式会社タケヤ 東京都青梅市野上町3－1－1 代表取締役 岸澤　陽一郎

株式会社めのや 島根県松江市嫁島町14-13 代表取締役会長 新宮　正朗

株式会社ザラ・ジャパン 東京都渋谷区恵比寿西1-10-11 代表取締役 ルレ・ノルベール

株式会社ポイント 茨城県水戸市泉町３－１－２７ 代表取締役 遠藤　洋一

株式会社トリニティアーツ 東京都千代田区丸の内３－４－１ 代表取締役 木村　治

株式会社アリー 岡山県岡山市福富西１－２０－３２ 代表取締役 藤田　和代

リフォームスタジオ株式会社 東京都中央区日本橋浜町２－６２－６ 代表取締役 豆鞘　亮二

株式会社良品計画 東京都豊島区東池袋4-26-3 代表取締役社長 金井　政明

株式会社安住商会 宮城県多賀城市大代３－７－５６　 代表取締役 安住　陽一

株式会社二葉屋 新潟県南魚沼市六日町７６－１ 代表取締役 五十嵐　榮一

株式外会社パスポート 東京都品川区西五反田7-22-17 代表取締役社長 水野　純

株式外会社タカキュー 東京都板橋区板橋3-9-7 代表取締役 臼井　一秀

株式会社ジーフット 愛知県名古屋市千種区今池３－４－１０ 代表取締役社長 松井　博史

株式会社アイジーエー 福井県越前市矢放町１３－８－９ 代表取締役会長 五十嵐　義和

株式会社アロー 愛知県名古屋市中村区名駅4-8-12 代表取締役 今枝　淳

エディ・バウアー・ジャパン株式会社 東京都世田谷区若林1-18-10 代表取締役社長 マーコス・ブラックマン

株式会社金美堂 福島県郡山市南町１－３５ 代表取締役 渡辺　久勝

ソックコウベ株式会社 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 代表取締役 日ノ本　欽也

株式会社ラッシュジャパン 神奈川県愛甲郡愛川町中津４０２７－３ 代表取締役 アンドリュ・ウィリアム　トーン

株式会社ショーエー 福島県郡山市横塚1丁目8番20号 代表取締役 斉藤　立

株式会社青葉メディカル 宮城県仙台市青葉区二日町３－１８ 代表取締役 阿部　謙次

金子眼鏡株式会社 福井県鯖江市吉江町712-2 代表取締役 金子　真也

株式会社ディーエイチシー 東京都港区南麻布2-7-1 代表取締役 吉田　嘉明

株式会社ストーンマーケット 福岡県福岡市中央区港２－１１－４ 代表取締役 中村　泰二郎

有限会社ムラ・クリエイティブハウス 東京都世田谷区三軒茶屋１－３５－１５ 代表取締役 田村　司

株式会社白鳳 愛知県尾張旭市旭台１－１－５ 代表取締役社長 田中　明秀

株式会社イング 兵庫県神戸市中央区港島南町4-6-2 代表取締役 向井　孝司

株式会社アミナコレクション 神奈川県横浜市緑区鴨居４－５０－１ 代表取締役 進藤　さわと
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株式会社ヤングファッション研究所 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-2 代表取締役 加藤　清光

株式会社ライトオン 茨城県つくば市吾妻1丁目11番1 代表取締役 横内　達治

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション 愛知県名古屋市名東区上社１－９ 代表取締役 菊地　敬一

株式会社ヴェント・インターナショナル 東京都中央区日本橋蛎殻町２－１５－５ 代表取締役　社長 桑原　設郎

株式会社ムラサキスポーツ 東京都台東区上野7丁目14番5号 代表取締役 金山　元一

アスカ株式会社 広島県広島市中区上八丁掘４－１ 代表取締役社長 伊藤　弘人

株式会社ティーガイア 東京都渋谷区恵比寿4-1 代表取締役社長 木村　政昭

株式会社ベベ 兵庫県神戸市中央区港島中町6-2-5 代表取締役 岡本　吉史

株式会社F・O・インターナショナル 兵庫県神戸市中央区三宮２－４－１ 代表取締役 小野　行由

株式会社白牡丹 宮城県仙台市青葉区一番町3-10-20 代表取締役社長 冨澤　正三

株式会社サンリオ 東京都品川区大崎1-6-1 代表取締役社長 辻　信太郎

株式会社クリエイティブゴトウ 宮城県仙台市青葉区二日町6-23 代表取締役 後藤　光博

有限会社SAAD 宮城県仙台市青葉区一番町2-5-32 代表取締役 モハマド　ユセフ　サード

株式会社三城 東京都中央区銀座2丁目7－7 代表取締役 加賀　純一

HOYA株式会社 東京都新宿区中落合２－７－５ 代表執行役 鈴木　洋

有限会社カービング 宮城県仙台市青葉区宮町1-1-50 代表取締役 増子　順一

株式会社ファイブフォックス 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-7 代表取締役 上田　稔夫

株式会社コックス 東京都中央区日本橋浜町１－２ 代表取締役 吉竹　英典

アールズ株式会社 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 代表取締役 山内伸夫

東京シャツ株式会社 東京都千代田区東神田2丁目8番12号 代表取締役 鈴木　正利

株式会社ザ・クロックハウス 東京都杉並区西荻北２－２８－７ 代表取締役社長 花谷　洋二

株式会社ＡＺＯＴＨナンバー 宮城県仙台市宮城野区扇町５－２－１６ 代表取締役社長 大友　えり子

島村楽器株式会社 東京都江戸川区平井6-37-3 代表取締役 島村　元紹

株式会社未来屋書店 千葉県千葉市美浜区中瀬１－６ 代表取締役 羽牟　秀幸

株式会社ユニクロ 山口県山口市佐山７１７－１ 代表取締役 柳井　正

シー・エス・ビー株式会社 兵庫県西宮市本町１１番１号 代表取締役 太田　康弘

株式会社アルファベットパステル 北海道札幌市中央区南二条西２５ 代表取締役 濱田　一康

株式会社ＡＮＡＰ 東京都渋谷区神宮前２－３１－６ 代表取締役 家高　利康

株式会社ＡＯＫＩ 神奈川県横浜市都筑区葛が谷６－５６ 代表取締役 清水　彰

株式会社ウィゴー 東京都渋谷区神南１－１４－５ 代表取締役 中澤　征史

株式会社オンワード樫山 東京都中央区京橋１－７－１ 代表取締役社長 馬場　昭典

株式会社リンク・セオリー・ジャパン 山口県山口市佐山７１７－１ 代表取締役 畑　誠

株式会社ジーユー 東京都港区赤坂９－７－１ 代表取締役 柚木　治

株式会社コージィコーポレーション 大阪府大阪市中央区南船場１－１６－１０ 代表取締役 高林　更次

株式会社レナウン 東京都品川区西五反田８－８－２０ 代表取締役 北畑　稔

株式会社グランドスラム 大阪府大阪市西区北堀江１－１９－８ 代表取締役 倉本　隆

リーズン株式会社 宮城県仙台市宮城野区榴岡４－１－８ 代表取締役 遠藤　典秀

株式会社ムーンスター 福岡県久留米市白山町６０ 代表取締役社長 猪山　渡

株式会社ハピネス・アンド・ディ 千葉県香取市小見川７９８ 代表取締役 田　泰夫

株式会社ジェイアイエヌ 群馬県前橋市川原町２－２６－４ 代表取締役社長 田中　仁

株式会社レプハウス 東京都世田谷区太子堂１－４－２４ 代表取締役 堀口　康弘

株式会社コスメーム 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 代表取締役社長 藤田　紀久子

株式会社バンダレコード 埼玉県所沢市日吉町２－２ 代表取締役 小日向　義廣

イオンペット株式会社 千葉県市川市南八幡４－１７－８ 代表取締役社長 小川　明宏

株式会社木乃幡 福島県南相馬市原町区鶴谷字北迎 代表取締役 木幡　喜久雄

株式会社麦の穂 大阪府大阪市北区西天満３－１３－２０ 代表取締役 今泉　智幸

株式会社ホットランド 宮城県石巻市大街道北１－１－１６ 代表取締役 佐瀬　守男

ミニストップ株式会社 東京都千代田区神田錦町１－１ 代表取締役社長 宮下　直行

株式会社菓匠三全 宮城県仙台市青葉区２－１４－１８ 代表取締役 田中　裕人
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