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１．代理返還制度利用法人（企業等）

通番 企業名 郵便番号 住所 業種 連絡先 担当部署 企業ホームページ

1 株式会社HARP 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西6丁目1-2　アーバンネット札幌ビル3階 情報通信業 011-221-5800 総務部 https://www.e-harp.jp

2 伊藤組土建株式会社 060-8554 北海道札幌市中央区北四条西4丁目1 建設業 011-211-4643 人事部 https://www.itogumi.co.jp

3 株式会社　新和 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 生活関連サービス業，娯楽業 011-221-8888 人材開発部 http://www.playland-happy.co.jp

4 株式会社　新和ホ―ディングス 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 不動産業，物品賃貸業 011-221-8888 人材開発部 http://www.playland-happy.co.jp

5 株式会社　新和リアルエステート 060-0005 北海道札幌市中央区北5条西6丁目2番地2 不動産業，物品賃貸業 011-221-8888 人材開発部 http://www.playland-happy.co.jp

6 株式会社エーティック 063-0801 北海道札幌市西区二十四軒１条5丁目6番1号 技術サービス業 011-644-2845 経営企画室 http://a-tic.co.jp/

7 株式会社北雄産業 062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条9丁目2-18 建設業 011-824-0111 総務部 http://www.hokuyuu.com

8 株式会社リブテック 065-0018 北海道札幌市東区北18条東1丁目3番3号 学術研究，専門・技術サービス業 011-722-0483 総務部 http://www.rivtec.co.jp

9 道雄建設株式会社 005-0036 北海道札幌市南区南36条西11丁目2番21号 建設業 011-522-7478 総務部 https://www.douyu.co.jp

10 旭川設計測量株式会社 078-8219 北海道旭川市 学術研究，専門・技術サービス業 0166-35-2772 総務部 https://assjp.com

11 株式会社山本忠信商店 080-0302 北海道河東郡音更町 卸売業，小売業 0155-31-1168 総務部 https://www.yamachu-tokachi.co.jp/

12 株式会社山忠HD 080-0302 北海道河東郡音更町 サービス業（他に分類されないもの） 0155-29-1181 グループ管理部 https://www.yamachu-tokadhi.co.jp/

13 有限会社音更町ディリーサービス 080-0335 北海道河東郡音更町希望が丘1番地 サービス業（他に分類されないもの） 0155-42-2158 - https://agri.mynavi.jp/2021_06_30_1623491

14 株式会社マックスコーポレーション 025-0066
岩手県花巻市西大通り１丁目27-17
岩手県北上氏青柳町2丁目1-12

宿泊業，飲食サービス業 0198-24-2256 フジタ https://www.maxcorp.jp/

15 株式会社MAKOTOキャピタル 984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路6-1 サービス業（他に分類されないもの） 022-352-8850 管理部 https://mkto-capital.jp

16 株式会社和賀組 012-0826 秋田県湯沢市栁町2丁目2番40号 建設業 0183-73-5107 総務部 http://www.waga.co.jp

17 株式会社伊藤熱処理 990-0051 山形県山形市 製造業 023-622-9452 総務部 http://www.inetu.jp

18 株式会社後藤工業 994-0066 山形県天童市大字長岡1729-2 建設業 023-655-4450 人事経理課 https://g-kogyo.com/

19 福島トヨタ自動車株式会社 960-8151 福島県福島市大平寺字沖高25 卸売業，小売業 024-546-2000 総務部 https://www.fukushima-toyota.co.jp

20 マニー株式会社 321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8-3 製造業 028-667-1811 人事総務グループ http://www.mani.co.jp/

21 株式会社　雙設備研究所 330-0841 埼玉県さいたま市大宮区 技術サービス業 048-662-9605 総務 https://sou-setsubi.co.jp

22 サーパス工業株式会社 361-0037 埼玉県行田市 製造業 048-554-9765 企画室 https://www.surpassindustry.jp

23 株式会社ＵＳＥＩ 358-0013 埼玉県入間市大字上藤沢741-3 生活関連サービス業，娯楽業 04-2964-7171 総務人事部 www.usei.jp

24 シナリオ制作集団オルタシウス 351-0005 埼玉県朝霞市根岸台6-9-24　サンシャイン朝霞303 サービス業（他に分類されないもの） 090-5393-2336 企画制作部 http://altreciws.com

25 株式会社成美学園 260-0834 千葉県千葉市中央区今井2-10-2　第2山一ビル4階 教育，学習支援業 043-312-7444 人事部 https://seibu.net

26 株式会社ネコカリ 263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町35-1-101 情報通信業 050-6865-6638 - https://www.nekokari.co.jp

27 有限会社森田組 264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木3-17-3 建設業 080-9399-6748 取締役・求人担当　森田吉恵 -

28 株式日本水道センター 273-0865 千葉県船橋市夏見1-6-1 生活関連サービス業，娯楽業 047-421-1281 求人担当 https://www.mizunotoraburu.com

29 株式会社　フィールエイジ 277-0005 千葉県柏市柏3-3-13　第4ハマダビル302 不動産業，物品賃貸業 04-7128-7542 - https://feelage.co.jp

30 株式会社ナルフィッツ 271-0091 千葉県松戸市本町11-5　明治安田生命松戸ビル5階 情報通信業 - - http://www.narfits.jp

31 株式会社Q'ｓfix 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号　サピアタワー 情報通信業 03-6269-9444 コーポレートサービスセンター https://www.qsfix.com

32 株式会社極東商会 101-8589 東京都千代田区外神田4-10-6 卸売業，小売業 03-5244-4600 管理部人事／採用グループ https://www.kyokutos.co.jp

33 株式会社チクブパッケージシステム 102-0073 東京都千代田区九段北1-14-12 運輸業，郵便業 03-3265-4601 本社経営支援サービス部 https://www.cps-pl.co.jp/

34 EMC Healthcare株式会社 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1　朝日生命大手町ビル1Ｆ サービス業（他に分類されないもの） - - -

35 ラディックス株式会社 102-0072 東京都千代田区飯田橋1-5-10 情報通信業 03-5210-7733 人事部 www.radix.ad.jp

36 ネクスレッジ株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-3　福島ビル6階 学術研究，専門・技術サービス業 080-4196-6654 経営管理部 nexredge.co.jp

37 大東建託リーシング株式会社 108-0075 東京都港区港南2－16－1 不動産業，物品賃貸業 03-6718-9269 業務部人事課 https://www.kentaku-leasing.co.jp/

38 株式会社ソフエル 108-0075 東京都港区港南2-12-23　明産高浜ビル2階 情報通信業 03-6433-3401 管理部 http://www.sofel.co.jp

39 日本プロセス株式会社 141-0032 東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー22階 情報通信業 03-4531-2111 管理部 https://www.jpd.co.jp/

40 株式会社　アプティ 153-0043 東京都目黒区東山１丁目5-4　KDX中目黒ビル2階 卸売業，小売業 3-6774-0190 管理部 https://upty.jp/

41 株式会社アフロディータ 150-0001 東京都渋谷区 教育，学習支援業 090-3979-4289 英会話部門 https://wrsus-english.com

42 株式会社ヴイ・エイ・インターナショナル 150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-4　青山小林ビル5階 学術研究，専門・技術サービス業 03-3499-0016 企画開発部コンサルタント　田中恵 www.va-intl.co.jp

43 株式会社共栄商事 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-7　 卸売業，小売業 03-3719-2711 総務部 http://www.kyoei-shoji.co.jp

44 FTF株式会社 150-0046 東京都渋谷区松濤1-4-9　 卸売業，小売業 03-6407-8541 総務部 facetofacecoltd.com

45 株式会社シルバーライフ 160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-4　ハイネスロスティ2階 卸売業，小売業 03-6300-5622 総務人事課 https://www.silver-life.co.jp

46 アクティベートジャパン税理士法人 162-0825 東京都新宿区神楽坂3-2　神楽坂Ｋビル7階 学術研究，専門・技術サービス業 03-6261-1180 管理部 https://www.activatejapan.jp/

47 株式会社　INUMO　 168-0082 東京都杉並区 情報通信業 03-6454-6020 総務部 www.inumo.net

48 株式会社東京建設コンサルタント 170-0004 東京都豊島区北大塚1-15-6 学術研究，専門・技術サービス業 03-5980-2633 総務企画部 https://www.tokencon.co.jp

49 株式会社CuboRex 116-0003 東京都葛飾区 製造業 070-8535-9595 人事部 cuborex.com

50 株式会社メディックス 182-0034 東京都調布市下石原3-40-8 卸売業，小売業 042-444-7775 人事部 https://www.mdx-yakuzaishi.co.jp

51 株式会社　エフ・トレード 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-13-6　新横浜葉山第3ビル6階 情報通信業 045-534-9811 管理部 www.ftrade.co.jp

52 株式会社エンタブリッジ 244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町1286-26 情報通信業 070-5565-5503 - -

53 株式会社研空社 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-20-11 建設業 044-455-7171 総務部 https://www.kenk.jp

54 株式会社ヨコソー 238-0023 神奈川県横須賀市森崎1-17-18 建設業 046-834-5191 経営企画部人事課 http://www.yokosoh.co.jp

55 薬樹株式会社 242-0005 神奈川県大和市西鶴間1-9-1 卸売業，小売業 03-6258-5784 人事本部採用グループ新卒採用チーム https://www.yakuju.co.jp/recruit/

56 新冷工業株式会社 940-2311 新潟県新潟市東区江南1-2-2 建設業 025-286-1121 総務 https://www.n-shinrei.co.jp/



※本リストは全302法人のうち、掲載について同意をいただいた法人を掲載しています。

【２０２２.３.２４更新版】　日本学生支援機構貸与型奨学金　代理返還制度利用法人一覧

通番 企業名 郵便番号 住所 業種 連絡先 担当部署 企業ホームページ

57 株式会社　ナンバ　冷機サービス 940-2311 新潟県長岡市三島新保633番地1 サービス業（他に分類されないもの） 0258-42-3399 総務 https://nanba1.jp/

58 株式会社　エンジェルジャポン 940-2311 新潟県長岡市三島新保633番地1 卸売業，小売業 0258-42-2292 総務 https://nanba1.jp/

59 株式会社ナンバ 940-2311 新潟県長岡市三島新保633番地1 建設業 0258-42-2211 総務 https://nanba1.jp/

60 立山化成株式会社 939-0302 富山県射水市大江1133番地 製造業 0766-55-3700 総務部 https://www.tateyamakasei.com

61 北陸電気工事株式会社 939-8571 富山県富山市小中269 建設業 076-481-6091 総合企画部人事労務課 https://www.rikudenko.co.jp

62 株式会社ナルコーム 384-2107 長野県佐久市 製造業 0267-51-5155 総務部 https://www.narcohm.co.jp

63 メディカルケア株式会社 387-0013 長野県千曲市小島3172 医療，福祉 026-273-4420 管理本部 https://www.sakura-care.co.jp

64 松本土建株式会社 390-0852 長野県松本市大字島立635-1 建設業 0263-47-9300 総合管理本部 https://www.matsumotodoken.co.jo/

65 株式会社鬨一精機 390-1242 長野県松本市大字和田4020番地8 製造業 0263-47-2525 総務 https://www.tokiichi.com

66 株式会社　マップエレクトロニクス 386-0005 長野県上田市古里1563-3 卸売業，小売業 0268-28-7576 総務部 https://w.w.w.mapele.co.jp

67 岐阜産研工業株式会社 500-8842 岐阜県岐阜市金町6丁目21　岐阜ステーションビル501 製造業 058-201-5701 管理部 https://gifusanken.com

68 若葉総合税理士法人 507-0837 岐阜県多治見市青木町番6番地2 サービス業（他に分類されないもの） 0572-22-1327 - http://wakaba-tax.or.jp

69 サイトー電子株式会社 503-2213 岐阜県大垣市赤坂町831 製造業 0584-92-2238 経理 https://www.saitoh-denshi.co.jp

70 サイトー株式会社 503-0807 岐阜県大垣市今宿6丁目52-16 製造業 0584-47-8166 経理 https://saitoh-corp.jp

71 株式会社久保田工務店 501-0619 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1 建設業 0585-22-2134 総務部 http://www.kubokou.co.jp

72 株式会社林角本店 430-0911 静岡県浜松市中区新津町260-1 卸売業，小売業 053-411-3021 経理・総務担当 http://www.hayashikakuco.jp/

73 芝原工業株式会社 438-0004 静岡県磐田市匂坂中1600-30 製造業 0538-38-2535 総務 http://shibahara.co.jp/

74 株式会社トライアンフ 460-0013 愛知県名古屋市中区上前津2-14-15　第一住建上前津ビル6階 情報通信業 052-339-0610 総務部 https://www.triumph.jp

75 株式会社ペイントサービス 483-8186 愛知県江南市大海道町中里135 建設業 0587-59-6561 総務部 http://www.paint-service.co.jp

76 愛知県厚生農業協同組合連合会 480-1155 愛知県長久手市平池901番地 医療，福祉 0561-62-3163 総務部人事課 http://www.jaaikosei.or.jp/

77 勢濃生コン株式会社 511-0118 三重県桑名市多度町御衣野1656 製造業 0594-48-4600 総務部 http://www.seinokogyo.co.jp/

78 勢濃工業株式会社 511-0118 三重県桑名市多度町御衣野1656 鉱業，採石業，砂利採集業 0594-48-3000 総務部 http://www.seinokogyo.co.jp/

79 アップルオートネットワーク株式会社 510-0834 三重県四日市市ときわ1丁目4番2号 卸売業，小売業 059-356-3512 管理部総務人事 https://www.applenet.co.jp

80 株式会社Color　訪問看護ステーションみどり 612-8301 京都市伏見区加賀屋町731　ノーブル伏見１階 医療，福祉 075-366-9547 看護部 kango-midori.com

81 株式会社大建工業所 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿3丁目29番2号 建設業 06-6958-6958 - http://www.daiken-corp.co.jp

82 株式会社コア桜井 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東3-5-15 建設業 06-6371-2738 - https://core-sakurai.co.jp

83 株式会社メビウス 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町2-1-8　創建本町ビル3階 金融業，保険業 06-6265-2888 人事部 http://www/mebius-m.com

84 大阪グローブサポート協同組合 577-0841 大阪府東大阪市足代3丁目1番7号リップル布施南ビル6階601号室 複合サービス事業 06-4309-5425 - -

85 Atrreコンサルティング株式会社 651-0088 兵庫県神戸市中央区 学術研究，専門・技術サービス業 078-855-3892 - -

86 株式会社川嶋建設 668-0024 兵庫県豊岡市寿町11番35号 建設業 0796-22-4321 総務部総務課 http://www.kawashima.gr.jp

87 株式会社香山組 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5-31-20 建設業 06-6483-6100 管理部総務課 http://www.kayamagumi.co.jp/

88 有限会社　中井工業 679-4169 兵庫県たつの市龍野町大道326-2 サービス業（他に分類されないもの） 0791-64-2022 採用担当 http://www.nacai.co.jp

89 株式会社　日本中央住販 630-8001 奈良県奈良市法華寺町70-1 不動産業，物品賃貸業 0742-30-3332 人事労務課 https://home-ncj.co.jp

90 旭テクノプラント株式会社 710-0038 岡山県倉敷市新田2403-1 建設業 - - -

91 株式会社クリスタルプロセス 739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目10-18 製造業 082-493-7700 総務 http://www.crystalprocess.co.jp

92 株式会社イズミ 732-8555 広島県広島市東区二葉の里3丁目3番1号 卸売業，小売業 082-264-3334 人事課 https://www.izumi.co.jp

93 イズミ・フード・サービス株式会社 733-0833 広島県広島市西区商工センター2-3-1 製造業 082-270-3600 人事総務 https://www.izumi.co.jp/food

94 大邦テクノプラント株式会社 731-0102 広島県広島市安佐南区川内6-26-4 建設業 082-876-0180 総務課 http://www.taiho-t.com.jp

95 宮田建設株式会社 729-5125 広島県庄原市東城町川西471-1 建設業 08477-2-2181 総務管理部 http://miyata-con.jp/

96 株式会社　四電技術コンサルタント 761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼1007-3 サービス業（他に分類されないもの） 087-845-8881 総務部 https://www.yon-c.co.jp

97 井原工業株式会社 799-0404 愛媛県四国中央市三島宮川4-2-18 建設業 0896-24-4435 総務部 http://www.iharakogyo.co.jp

98 宮地電機株式会社 780-8040 高知県高知市本町3丁目3番1号 卸売業，小売業 088-834-0181 人事担当室 https://www4.miyajidenki.com

99 株式会社WOWHoldings 810-0013 福岡県福岡市中央区大宮1－1－20 サービス業（他に分類されないもの） 092-406-4236 経営促進部 wowholdings.jp

100 株式会社福岡工務店 811-1314 福岡県福岡市南区的場2-36-1 建設業 092-586-7658 総務人事課 fukuoka-k.jp

101 学校法人森山学園 830-0061 福岡県久留米市津福今町471-10 教育，学習支援業 0942-35-8732 荻野 seishin-kg.jp

102 明光電子株式会社 816-8585 福岡県 卸売業，小売業 092-502-3001 総務課 http://www.meicodenshi.com

103 株式会社エフ・エム・シー 810-0021 福岡県，東京都 学術研究，専門・技術サービス業 092-737-5611 - https://fmc.jp

104 九建設計株式会社 876-0045 大分県佐伯市大字上岡2270番地 学術研究，専門・技術サービス業 0972-22-4126 総務部 http://www.g-ken.co.jp/

105 株式会社緑陽の会　緑ケ丘グループ 892-0874 鹿児島県鹿児島市緑ケ丘町5番12号 医療，福祉 099-244-9333 経営企画室 -


