企業・団体名
４口協賛
㈱ＩＨＩ
㈲アクアティック
有明興業㈱
イージー：キッチン
アジアン料理・イスマイル
㈱入沢工務店
ウスクラ建設㈱
NECソリューションイノベータ㈱
㈱エルコラソン
㈱オーエンス
㈱オーテック
キッザニア東京
クール・ネット東京
㈱京葉興業
江東区しんきん協議会
ゴーゴーカレー東陽町スタジアム
コープみらい
児玉食品
㈱コトブキ
佐世保バーガー
清水建設㈱
新日本工業㈱
インド・パキスタン料理 スルターン
瀬戸乃屋
㈱善興社
㈱創真
大成建設㈱
㈱竹中土木
チキチキとんとん
東京イースト２１
東京環境保全協会江東区配車会社一同
TOKYOキラリスナPROJECT
東京港埠頭㈱
(公財)東京都公園協会
東京東信用金庫
㈱東京ビッグサイト
東京ベイネットワーク（株）
東京ボード工業㈱
東京夢の島マリーナ
東光電気工事㈱
東都生活協同組合
東日印刷
㈱長谷工コーポレーション
パラマウントベッド㈱
パルシステム東京
FIELD.Co.,Ltd
㈱フクシ・エンタープライズ
㈱フジクラ
三井不動産㈱
三井不動産レジデンシャル㈱
三菱地所レジデンス㈱
㈱Ｍｙｕ
㈱ヤマタネ
大分唐あげ専門ゆめどり
㈱LIXIL住宅研究所
３口協賛
ヱビス印刷工業㈱
深川紀ノ川亭
㈱京葉管理工業
コムネットシステム

ひとことメッセージ
Realize your dreams
水に親しみ 水と遊ぶ ＡＱＵＡＴＩＣ
ボリュームあふれるバーベキューグリルです
おかげさまで創業６０年
創業明治１６年 地元江東深川で地域密着の工務店です
新木場から香りよいハーブをお届けします。
以前、三好に住んで居り、懐かしく感じます。
オーエンスは、江東区民まつりを応援します。
建物に息吹を、空調制御はオーテック
こどもが主役の街、キッザニア東京
地域の“絆”に貢献します。
ゴーゴーカレーは江東区の「元気の源」をめざします！
安全・安心な食品をお届け致します。
できたて牛すじ、焼そばを提供します。
未来を見つめる100年企業 ㈱コトブキ
肉汁あふれるボリューム満点の佐世保バーガー！
子どもたちに誇れるしごとを。 清水建設
１０年先の地域を、地元の方とともに育む。
１０数年続く本格インド料理の店です
瀬戸内海の美味しいものを全国へお届け
創造の力で夢をカタチにする建設会社です。
地図に残る仕事。大成建設
人と地球の架け橋に 竹中土木
屋外でも、お店以上の味を提供します。
憩いと潤いのある街 「東京イースト２１」
人も、暮らしも、キラキラ輝く キラリスナ
都心から好アクセスの自然あふれる公園です。
都市緑化の推進・公園緑地事業の発展振興
地域の笑顔をお届けします
リサイクリングで地球環境の未来を創る
東京のマリーナで遊ぼう
１回５０円でたまごのつかみどり
地域と共生‐レストラン、カフェ開放中
マンションのことなら長谷工！！
－ ａs ｈｕｍａｎ. for ｈｕｍａｎ －
ただ今、おトクなキャンペーン実施中
江東区のスポーツを支えます。
すまいとくらしの未来へ
お米の販売・すくい取り。今年も出店します。
美味しい唐あげです
軽快な機動力でご奉仕
子供達の未来へ繋ぐコムネットシステム

大和自動車交通㈱
（一社）東京都トラック協会深川支部青年部
㈱東京舞台照明
２口協賛
アンフェリシオン 平安祭典
SCSK㈱
㈱ＮＴＴデータ
㈱香取
無電柱化に貢献㈱建勝
江東建設業協会
江東造園業災害防止連絡会
江東リサイクル協同組合
㈱佐藤総合計画
三栄管財㈱
JT東京支社
昭和大学江東豊洲病院
真栄測量㈱
スズキテクノス㈱
㈱第一テクノ
大進設備㈱
㈱大東運輸
大雄開発㈱
㈱竹中工務店東京本店
多田建設㈱
立花建設㈱城東支店
㈱辰巳菱機
ホテル暖香園
㈱テクノ菱和城東営業所
天龍造園建設㈱東京支店
東京ガス㈱東部支店
（公社）東京電気管理技術者協会
㈱東舞トータルサービス
東洋電機工業㈱東京支店
㈱図書館流通センター
㈱都市緑化
㈱トマック
中島運輸㈱
㈱西原屋
日鉄住金ドラム㈱
日本調理機㈱
野田琺瑯㈱
日野興業㈱
㈱ミライト・ホールディングス
㈱リンレイサービス江東営業所
１口協賛
㈱アーバンソイルリサーチ東京支店
㈱あい設計東京支社
カプラジャパン㈲アイ・ピー・エス
朝日信用金庫
旭ビル管理㈱江東営業所
アルム㈱江東支店
㈱伊藤園江東支店
㈱ヴィアックス
宇都宮工業㈱
栄都建設㈱
㈱ＭＹＪ
大木建設㈱
大蔵工業㈱
大出産業㈱
奥田興業㈱
オリエンタル白石㈱
㈱オリバー

最高のおもてなしで目的地までお届けします。
若手を中心に、物流業界を盛り上げます！
舞台芸術照明のパイオニア
冠婚葬祭のウェルライフグループ
夢ある未来を、共に創る
Global IT Innovator
オフィス・教育のトータルパートナー
電柱・電線の無い美しい街づくりに貢献しています。
循環型社会を目指しより良い環境を作ろう！
建築や都市に関わる総合建築設計事務所です
ビルの快適空間を届けます。
ひろえば街が好きになる運動 ご参加ください！
地域に愛され信頼される病院を目指します
地下鉄8号線建設に賛同、応援致します。
金属製品加工及び卸売業
あなたの暮らしを、「第一」に。
不動産のことならお気軽にご相談ください
江東区に移転して１４年が経ちました。
100年の技術を礎に社会に貢献する
子供達の未来を築く都市造りに貢献する会社
発電設備・乾式負荷試験・風力発電のタツミ
通年、区民保養施設契約をしています。ご利用下さい。
空調衛生設備の設計施工修理保守 及 研究会社
「江東区CIGビジョン」の推進を応援します！
ガスも電気もエネルギーのことならおまかせください。
「いつもの顔が電気を守る」
舞台のことならすべてお任せください
電気のことなら何でもご相談下さい！
TRCは図書館をとおして地域に貢献します。
ほぉっとするね 緑の江東区
海の工事のプロ 情熱企業 トマック
創業１５１年 まごころと味のおもてなし
ドラム缶特殊容器、充填機の日鉄住金ドラム
給食においしさを。厨房にアイディアを。
日常の道具として、手をつくし造りつづけて
未来をつくる。ネットワークをまもる。
生活環境創造企業を目指して
地質調査・土壌調査の会社です。宜しくお願い致します。
フランスの造形ブロック“KAPLAブロック”

「図書館をゆめいっぱいに」がモットーです
水の惑星「青い地球の未来」を創る
河川環境の整備・保全に取り組んでいます。
よりよい環境を創る プレゼンターOHKIです
地域とともに未来を築く
人と技術を活かし、社会基盤整備に貢献します。

環境計画㈱
㈱関東電気サービス
㈱希松
基礎地盤コンサルタンツ㈱
㈱ぎょうせい
協和産業㈱江東営業所
㈱久米設計
江東信用組合
㈱鴻池組東京本店
コカ・コーラボトラーズジャパン㈱
佐川急便㈱
㈱サクション瓦斯機関製作所
㈱五月社
サンコーコンサルタント㈱
三精テクノロジーズ㈱
三報社印刷㈱
三陽自動車交通㈱
宍倉建設工業㈱
シダックス大新東ヒューマンサービス㈱
シナジー協同組合
㈱ジャパンサービス江東支店
城東テクノサービス㈱
㈲城東ビルサービス
新晃アトモス㈱
㈱ジンダイ江東支店
シンテイ警備㈱
神洋建設㈱
㈱新和電工
㈱鈴木海事工業所
スポーツニッポン新聞社
㈱スリー・ウッド
総合商社ベンキョウドー㈱江東支店
大末テクノサービス㈱
大成温調㈱ 江東営業所
大和探査技術㈱
貴乃花部屋
高橋工業㈱
中央エレベーター工業㈱
㈱中央自動車学校
ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱
テツソートランクルーム
東京エコリサイクル㈱
(一社)東京環境保全協会
東京木場製材協同組合
東京江東南・蒼天ライオンズクラブ
㈱東京センサ
東京都自動車整備振興会江東支部
東京ヘリポート安全連絡協議会
東京YMCA
㈱東洋食品
トーヨーカネツ㈱
㈱都市環境エンジニアリング
㈱都市整美センター江東支店
トピレックプラザ
江東ブランド 中山ライニング工業㈱
成田運輸㈱
㈱日建設計
㈱日進産業江東支店
ニッセイファシリティ㈱
日鉄住金防蝕㈱
㈱日本協力
日本建築防災検査㈱

http://kankyo-keikaku.com/ まちづくり・都市計画
太陽光・風力発電等の電気設備点検を実施
ホンモノの化粧品を作り続けるＯＥＭメーカー
大地を見つめ明日を拓く総合コンサルタント
人と自然が楽しく暮らす街づくりを支えます
おかげ様で２０２１年に創業１５０周年
スカッとサワヤカ、コカ・コーラ！！
ひとつの荷物に、真心をこめて。
設立から４３年 ビルメンテナンスの会社です
動かす技術、動かすこころ。
タクシーは三陽・貸切バスはＳＡＮＹＯ
未来へつなぐ仕事を。宍倉建設工業
トータルアウトソーシングのご提供
建築物・設備・防火の事ならお任せ下さい
誠実な作業をモットーに地元で４６年目です。
ビルの快適と安全を、すべての人に。
安全・安心をシンテイします

2020年へ、スポーツの感動を皆さんと！
教育用品とオフィス用品の総合プランナー
リスタート致します！
人の呼吸にもっと優しく 総合設備施工会社
新弟子募集しております。
もっと快適、より安全、総合ビル管理
土や人が築く未来。
家財書類保管・引越までのトータルサービス
私達が資源循環を実践致します。
東京２３区の環境美化を推進する
スイッチ技術で安全と安心を守って３５年
マイカー実験教室 みんなの町のくるま屋さん
東京ヘリポートでは２０種類以上のヘリコプターが飛んでいま
子どもの命を守り、育てる社会教育団体
「信頼」で明日の学校給食を創ります。
"Challenge & Change"
未来環境づくりパートナーとして４３年
暮らしの便利 そろってます。
江東区から60年以上物流を支えています。
建築設計監理、都市デザインを行う会社です
快適安全環境の実現に誠心誠意取組みます。
オリンピック用道路用資材取扱います
ごみ＆リサイクル一緒に考えてみませんか！
建築・設備・防火の事ならお任せ下さい

㈱ネット江東支店
㈱パスコ
日立コンクリート㈱新砂工場
㈱日立社会情報サービス
不動産・建築・各種工事 ㈱ファクト
㈱フォーラル
㈱藤井工業
㈱藤給食センター
㈱フジクリーン江東支店
㈱不二塗装工業所
㈱船橋屋
㈲プレゼントせきね江東出張所
北三㈱
㈱マリテックス
㈱みずほ銀行
明生㈱
㈱メフォス東京事業部
ふとんの森沢
㈱森本組東京支店
㈱山下設計
㈱ヤマト電設
レインボータウンエフエム放送㈱

江東区建築情報閲覧システムご利用下さい！
豊かな社会の実現に努めてまいります。
地元江東区、住まいの事なら何でもご相談下さい！
薬剤師と管理栄養士が健康を全力サポート！
お母さんの気持ちでご飯を作っています
発酵和菓子くず餅一筋２１３年。
夢を形に 有限会社プレゼントせきね
銘木製品とワトコオイルの北三です。
クリーンな水と大気を未来の子供達へ
江東区で３５年「人情が厚い」印刷会社です
安心安全な給食を通じて、食育に貢献します
お仕立は最高技術の職人手作りの味！！
いつも、ひとつ先の品質へ。
江東区を明るく。未来を明るく。

