
№ 都道府県 事業者名

1 北海道 （一社）北海道警備業協会

2 青森県 （一社）青森県警備業協会

3 岩手県 （一社）岩手県警備業協会

4 宮城県 （一社）宮城県警備業協会

5 秋田県 （一社）秋田県警備業協会

6 山形県 （一社）山形県警備業協会

7 福島県 （一社）福島県警備業協会

8 東京都 （一社）東京都警備業協会

9 茨城県 （一社）茨城県警備業協会

10 栃木県 （一社）栃木県警備業協会

11 群馬県 （一社）群馬県警備業協会

12 埼玉県 （一社）埼玉県警備業協会

13 千葉県 （一社）千葉県警備業協会

14 神奈川県 （一社）神奈川県警備業協会

15 新潟県 （一社）新潟県警備業協会

16 山梨県 （一社）山梨県警備業協会

17 長野県 （一社）長野県警備業協会

18 静岡県 （一社）静岡県警備業協会

19 富山県 （一社）富山県警備業協会

20 石川県 （一社）石川県警備業協会

21 福井県 （一社）福井県警備業協会

22 岐阜県 （一社）岐阜県警備業協会

23 愛知県 （一社）愛知県警備業協会

24 三重県 （一社）三重県警備業協会

25 滋賀県 （一社）滋賀県警備業協会

26 京都府 （一社）京都府警備業協会

27 大阪府 （一社）大阪府警備業協会

28 兵庫県 （一社）兵庫県警備業協会

29 奈良県 （一社）奈良県警備業協会

30 和歌山県 （一社）和歌山県警備業協会

31 鳥取県 （一社）鳥取県警備業協会

32 島根県 （一社）島根県警備業協会

33 岡山県 （一社）岡山県警備業協会

34 広島県 （一社）広島県警備業協会

35 山口県 （一社）山口県警備業協会

36 徳島県 （一社）徳島県警備業協会
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37 香川県 （一社）香川県警備業協会

38 愛媛県 （一社）愛媛県警備業協会

39 高知県 （一社）高知県警備業協会

40 福岡県 （一社）福岡県警備業協会

41 佐賀県 （一社）佐賀県警備業協会

42 長崎県 （一社）長崎県警備業協会

43 熊本県 （一社）熊本県警備業協会

44 大分県 （一社）大分県警備業協会

45 宮崎県 （一社）宮崎県警備業協会

46 鹿児島県 （一社）鹿児島県警備業協会

47 沖縄県 （一社）沖縄県警備業協会

48 北海道 札幌パブリック警備保障株式会社

49 北海道 空知しんきんビジネスサービス株式会社

50 北海道 中央ビルメンテナンス株式会社

51 北海道 帝国セキュリティ株式会社

52 北海道 株式会社道都警備

53 北海道 北幹警備保障株式会社

54 北海道 株式会社山二工業

55 北海道 株式会社北海道ビル代行

56 北海道 ＡＬＳＯＫ北海道株式会社

57 北海道 株式会社綜合美研

58 北海道 有限会社ホクヨーガードサービス

59 北海道 トラスト・セキュリティ株式会社

60 青森県 青森綜合警備保障株式会社

61 青森県 青森みちのく警備保障株式会社

62 青森県 青森コミュニティビジネス株式会社

63 青森県 株式会社十和田ビルサービス

64 青森県 株式会社クリーンサービス青森

65 青森県 東北ビルサービス株式会社

66 青森県 東和警備株式会社

67 岩手県 いわぎんビジネスサービス株式会社

68 岩手県 ALSOK岩手株式会社

69 岩手県 ALSOK岩手管財株式会社

70 宮城県 株式会社トスネット

71 宮城県 同和警備株式会社

72 宮城県 同和興業株式会社

73 宮城県 陸前保安警備保障株式会社

74 宮城県 有限会社 あおば警備保障



75 宮城県 株式会社三和

76 宮城県 東洋ワークセキュリティ株式会社

77 宮城県 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

78 宮城県 有限会社ビルメティック建装

79 宮城県 グランド警備保障有限会社

80 宮城県 松島湾岸警備株式会社

81 宮城県 東北互光株式会社

82 宮城県 株式会社安全サービスセンター

83 宮城県 ALSOK宮城管財株式会社

84 秋田県 ユーアイ警備保障株式会社

85 秋田県 ALSOK秋田株式会社

86 秋田県 ALSOK秋田管財株式会社

87 山形県 株式会社セロン東北

88 山形県 山形警備保障株式会社

89 山形県 株式会社北斗警備保障

90 山形県 山形通信工事株式会社

91 山形県 サイオスセキュリティ株式会社

92 山形県 ＡＬＳＯＫ山形管財株式会社

93 山形県 山形警備保障株式会社

94 山形県 株式会社ナセル

95 山形県 ALSOK山形株式会社

96 福島県 ＡＬＳＯＫ福島株式会社

97 福島県 アイネット株式会社

98 福島県 南双サービス株式会社

99 福島県 株式会社飛馬

100 福島県 株式会社アムーヴ

101 福島県 株式会社サンビルド

102 福島県 有限会社トラスト・サービス

103 東京都 株式会社全日本ガードシステム

104 東京都 タイヨー株式会社

105 東京都 株式会社協栄

106 東京都 株式会社アトックス

107 東京都 株式会社オール商会

108 東京都 ＳＭＢＣデリバリーサービス株式会社

109 東京都 秀和ビルメンテナンス株式会社

110 東京都 大成有楽不動産株式会社　　　

111 東京都 セキュリオン・２４株式会社

112 東京都 日本ビジネスオペレーションズ株式会社



113 東京都 株式会社旺栄

114 東京都 アイング株式会社

115 東京都 大和ライフネクスト株式会社

116 東京都 日本ビル・メンテナンス株式会社

117 東京都 株式会社エス・ピー・ネットワーク

118 東京都 木口総合保全株式会社

119 東京都 株式会社東弘ビルサービス

120 東京都 太平ビルサービス株式会社

121 東京都 株式会社ジーエムシー

122 東京都 東急ファシリティサービス株式会社

123 東京都 博報堂

124 東京都 株式会社五十嵐商会

125 東京都 株式会社全日警

126 東京都 日本電子計算株式会社

127 東京都 東洋ビルメンテナンス株式会社

128 東京都 日本郵政オフィスサポート株式会社

129 東京都 株式会社ウォーターエージェンシー

130 東京都 株式会社ムラヤマ

131 東京都 富士防災警備株式会社

132 東京都 綜合警備保障株式会社

133 東京都 株式会社東洋ジービー

134 東京都 株式会社日立ビルシステム

135 東京都 株式会社馬渕商事

136 東京都 ＪＲＡファシリティーズ株式会社

137 東京都 株式会社ジエブ

138 東京都 東京ビジネスサービス株式会社

139 東京都 陽光ビルＭＥ株式会社

140 東京都 三菱地所プロパティマネジメント株式会社

141 東京都 株式会社電通パブリックリレーションズ

142 東京都 株式会社長友

143 東京都 株式会社スペーストラスト

144 東京都 野村不動産パートナーズ株式会社

145 東京都 スターツアメニティー株式会社

146 東京都 セントラル警備保障株式会社

147 東京都 東急セキュリティ株式会社

148 東京都 三菱地所コミュニティ株式会社

149 東京都 ＡＬＳＯＫ東京株式会社

150 東京都 株式会社ジャパン・リビング・コミュニティ



151 東京都 株式会社シービーエス

152 東京都 シンテイ警備株式会社

153 東京都 株式会社アサヒセキュリティ

154 東京都 株式会社ホシカワ

155 東京都 みずほデリバリーサービス株式会社

156 東京都 セコム株式会社

157 東京都 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社

158 東京都 株式会社信徳ミライオ

159 東京都 東京海上日動ファシリティーズ株式会社

160 東京都 株式会社アサヒセキュリティ

161 東京都 富士防災警備株式会社

162 東京都 ＡＬＳＯＫ関東デリバリー株式会社

163 東京都 都市総合サービス株式会社

164 東京都 日国サービス株式会社

165 東京都 東京警備保障株式会社

166 東京都 株式会社フルキャストアドバンス

167 東京都 株式会社三洋警備保障

168 東京都 商船三井興産株式会社

169 東京都 興産管理サービス株式会社

170 東京都 株式会社新日本建設警備

171 東京都 株式会社きたむら

172 東京都 株式会社リンレイサービス

173 東京都 東宝総合警備保障株式会社

174 東京都 株式会社東武警備サポート

175 東京都 株式会社ダイケンビルサービス

176 東京都 第一総合警備保障株式会社

177 東京都 羽衣ビル代行株式会社

178 東京都 株式会社東京ドームファシリティーズ

179 東京都 スカイコーポレーション株式会社

180 東京都 東京湾横断道路株式会社

181 東京都 オールワンアクティヴ株式会社

182 東京都 日清警備東京株式会社

183 東京都 セフティ・ワン株式会社

184 東京都 株式会社関東コーワ

185 東京都 株式会社ニュー近代警備

186 東京都 ライジングビルメインテナンス株式会社

187 東京都 セコムジャスティック株式会社

188 東京都 ALSOK東心株式会社



189 東京都 ALSOK-TW東日本株式会社

190 東京都 株式会社アーバンセキュリティ （新規）

191 茨城県 株式会社ナスカ

192 茨城県 株式会社イー・アール

193 茨城県 新安全警備保障株式会社

194 茨城県 水戸警備保障株式会社

195 茨城県 ALSOK茨城株式会社

196 栃木県 北関東綜合警備保障株式会社

197 栃木県 株式会社インターセック

198 栃木県 近代綜合警備有限会社

199 栃木県 株式会社ユニオン・トレード

200 栃木県 有限会社ケイエスネットワーク

201 栃木県 株式会社北関東警送サービス

202 栃木県 安全保障警備有限会社

203 栃木県 有限会社警備保障ガイア

204 栃木県 ゼネラルセキュリティサービス株式会社

205 栃木県 株式会社栃木リンレイテクノサービス

206 栃木県 株式会社北関東警送サービス

207 群馬県 群馬綜合ガードシステム株式会社

208 群馬県 株式会社シムックス

209 群馬県 国際警備株式会社

210 群馬県 株式会社ベストジャパン

211 群馬県 有限会社ケイ・エス・ピー

212 群馬県 株式会社ミツバアビリティ

213 群馬県 国際警備保障株式会社

214 群馬県 株式会社ジンセキュリティ

215 群馬県 Ｒ・Ｓ・Ｓ株式会社

216 群馬県 株式会社シムックス

217 埼玉県 アシマ株式会社

218 埼玉県 東京ワックス株式会社

219 埼玉県 関東電設株式会社

220 埼玉県 アイル・コーポレーション株式会社

221 埼玉県 株式会社結

222 埼玉県 株式会社ニッコー・ガード・システム

223 埼玉県 日動警備埼玉株式会社

224 埼玉県 アセットガード株式会社

225 埼玉県 全国警備保障株式会社

226 埼玉県 株式会社アウター・ガード・システム



227 埼玉県 株式会社ハローベル

228 埼玉県 株式会社東ア

229 埼玉県 ウィンテック株式会社

230 埼玉県 アース警備有限会社

231 埼玉県 エスシーエス株式会社

232 埼玉県 ALSOK埼玉株式会社 （新規）

233 千葉県 ＡＬＳＯＫ千葉株式会社

234 千葉県 帝京警備保障株式会社

235 千葉県 株式会社出光プランテック千葉

236 千葉県 新都市警備保障株式会社

237 千葉県 エムアンドワイ株式会社

238 千葉県 三陽警備株式会社

239 千葉県 コスモ警備保障株式会社

240 千葉県 株式会社日警保安

241 千葉県 東葉ビル管理株式会社

242 千葉県 株式会社ＭＳＫ

243 千葉県 帝京警備保障株式会社

244 千葉県 サンエス警備保障株式会社

245 千葉県 金生警備保障株式会社

246 千葉県 日本機動警備システム株式会社

247 千葉県 コスモセキュリテイ株式会社

248 千葉県 株式会社シルバースターセキュリティー

249 千葉県 五輪警備保障株式会社

250 千葉県 千葉殖産株式会社

251 千葉県 株式会社川上商事

252 千葉県 平和警備株式会社

253 千葉県 オークン・セキュリティ株式会社

254 千葉県 株式会社アイワ警備保障

255 千葉県 平成警備保障株式会社

256 千葉県 株式会社アルファ

257 千葉県 東葉警備保障株式会社

258 千葉県 保安警備保障株式会社

259 千葉県 株式会社アイアール

260 千葉県 株式会社スワット

261 千葉県 株式会社ツリーベル

262 千葉県 株式会社アイエスエイ警備保障

263 神奈川県 京浜警備保障株式会社

264 神奈川県 株式会社清光社



265 神奈川県 株式会社日産クリエイティブサービス

266 神奈川県 京急サービス株式会社

267 神奈川県 ＡＬＳＯＫ神奈川株式会社

268 神奈川県 アマノマネジメントサービス株式会社

269 神奈川県 丸全昭和運輸株式会社

270 神奈川県 株式会社ＤＳＭ

271 神奈川県 丸全昭和運輸株式会社

272 神奈川県 株式会社フジアート

273 神奈川県 株式会社東海ビルメンテナス

274 神奈川県 東神産業株式会社

275 神奈川県 株式会社アサヒ安全業務社

276 神奈川県 株式会社アイキン電機工業

277 神奈川県 株式会社ひまわり

278 神奈川県 相鉄企業株式会社

279 神奈川県 ニットービスコム株式会社

280 神奈川県 カナケイ株式会社

281 神奈川県 ロードリサーチ株式会社

282 神奈川県 株式会社互光

283 神奈川県 株式会社セキュリティ神奈川

284 神奈川県 湘南エンタープライズ株式会社

285 神奈川県 株式会社ＫＴＳ

286 神奈川県 東亜警備保障株式会社

287 神奈川県 株式会社シンキタ警備

288 神奈川県 株式会社アセットライフ

289 神奈川県 神奈川東邦警備保障株式会社

290 神奈川県 ヨコニサービス株式会社

291 神奈川県 有限会社共立警備保障

292 神奈川県 株式会社ニッツウ警備保障

293 神奈川県 髙橋産業株式会社

294 神奈川県 株式会社特別警備保障

295 神奈川県 カワカ産業株式会社

296 神奈川県 ALSOK双栄株式会社

297 新潟県 セコム上信越株式会社

298 新潟県 新潟綜合警備保障株式会社

299 新潟県 北日本エンジニアリング株式会社

300 新潟県 株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟

301 新潟県 有限会社不二電工

302 新潟県 株式会社マンパワー



303 新潟県 株式会社 綜合タップ

304 新潟県 チューリップライフ株式会社

305 新潟県 北陸警備保障有限会社

306 新潟県 セコム佐渡株式会社

307 新潟県 株式会社メイクスジャパン

308 新潟県 株式会社北陸保全

309 新潟県 ＢＳＮウェーブ

310 新潟県 株式会社新潟ビルサービス

311 山梨県 セコム山梨株式会社

312 山梨県 日本連合警備株式会社

313 長野県 長野県パトロール株式会社

314 長野県 日本連合警備株式会社

315 長野県 株式会社長栄

316 長野県 株式会社ホームネット安心

317 長野県 技建開発株式会社

318 長野県 株式会社テイスト

319 長野県 株式会社アルプス警備保障

320 長野県 信越定期自動車株式会社

321 長野県 ALSOK長野株式会社

322 長野県 新日本警備保障株式会社

323 静岡県 東海綜合警備保障株式会社

324 静岡県 株式会社ザ・トーカイ

325 静岡県 ALSOK静岡株式会社

326 富山県 富山県綜合警備保障株式会社

327 富山県 北陸発電工事株式会社

328 富山県 ＫＹＯＤＯＵ株式会社

329 富山県 道路技術サービス株式会社

330 富山県 株式会社竹部研装社

331 富山県 高岡警備保障株式会社

332 富山県 株式会社日本空調北陸

333 石川県 セコム北陸株式会社

334 石川県 株式会社アイビックス北陸

335 石川県 石川グローブシップ株式会社

336 石川県 株式会社トップス

337 石川県 株式会社コーワ北陸

338 石川県 北陸綜合警備保障株式会社

339 福井県 株式会社アイビックス

340 福井県 株式会社アイメル



341 福井県 福銀ビジネスサービス株式会社

342 福井県 株式会社アイワン

343 岐阜県 日本ガード株式会社

344 愛知県 株式会社メイアン

345 愛知県 株式会社エル・エス・コーポレーション

346 愛知県 株式会社ガード・リサーチ

347 愛知県 株式会社コアズ

348 愛知県 中京綜合警備保障株式会社

349 愛知県 中部安全サービス保障株式会社

350 愛知県 東海警備保障株式会社

351 愛知県 株式会社トヨタエンタプライズ

352 愛知県 名古屋ビルサービス株式会社

353 愛知県 日本連合警備株式会社

354 愛知県 ALSOK愛知株式会社

355 三重県 イセット株式会社

356 三重県 三重綜合警備保障株式会社

357 三重県 セコム三重株式会社

358 三重県 株式会社ポラリス

359 三重県 東海警備保障株式会社

360 三重県 株式会社三信警備保障

361 三重県 株式会社東海パトロール

362 三重県 三重ユニックス株式会社

363 三重県 株式会社鳥羽パトロール警備保障

364 三重県 有限会社ワールドクリーン

365 三重県 三重警備保障株式会社

366 三重県 株式会社ユニオンサービス

367 三重県 イセット株式会社

368 三重県 信用警備保障株式会社

369 三重県 有限会社Ｓ・Ｓトータルサービス

370 三重県 株式会社ワールド

371 三重県 百五ビジネスサービス株式会社

372 滋賀県 しがぎんキャッシュサービス株式会社

373 京都府 株式会社学生情報センター

374 京都府 協栄ビル管理株式会社

375 京都府 京信ビジネスサービス株式会社

376 京都府 和光建物総合管理株式会社

377 京都府 株式会社ジャパンプロテクトシステム

378 京都府 ALSOK京滋株式会社



379 大阪府 ＡＬＳＯＫ近畿株式会社

380 大阪府 大阪パトロール警備保障株式会社

381 大阪府 関西国際空港セキュリティ株式会社

382 大阪府 関西マネジ興業株式会社

383 大阪府 近鉄住宅管理株式会社

384 大阪府 近鉄ビルサービス株式会社

385 大阪府 空港施設管理株式会社

386 大阪府 国際警備保障株式会社

387 大阪府 コスモエンジニアリング株式会社

388 大阪府 星光ビル管理株式会社

389 大阪府 泉北鉄道サービス株式会社

390 大阪府 株式会社東警サービス

391 大阪府 東西建築サービス株式会社

392 大阪府 東洋テック株式会社

393 大阪府 株式会社ディー・ケイ

394 大阪府 日本パナユーズ株式会社

395 大阪府 三井不動産ファシリティーズ・ウエスト株式会社

396 大阪府 日鉄住金ビジネスサービス関西株式会社

397 大阪府 パソナ・パナソニックビジネスサービス株式会社

398 大阪府 株式会社リサーチ浪速

399 大阪府 日東ビジネスエキスパート株式会社

400 大阪府 三島警備保障株式会社

401 大阪府 株式会社新大阪警備

402 大阪府 株式会社クロスサービス

403 大阪府 都市警備保障株式会社

404 大阪府 セコムスタティック関西株式会社

405 大阪府 株式会社ウエルネスサプライ

406 大阪府 株式会社クレベ

407 大阪府 株式会社サンサービス

408 大阪府 株式会社アーチ・ワン

409 大阪府 株式会社ユニバーサル・セキュリティー

410 大阪府 ウツエバルブサービス株式会社

411 大阪府 ALSOK大阪株式会社

412 大阪府 京阪神セキュリティサービス株式会社

413 兵庫県 近畿システム管理株式会社

414 兵庫県 東洋テック姫路株式会社

415 兵庫県 株式会社ＡＢＣガード

416 兵庫県 ALSOK兵庫株式会社



417 和歌山県 株式会社和歌山県農協電算センター

418 鳥取県 山陰警備保障株式会社

419 鳥取県 ワイド警備保障有限会社

420 島根県 株式会社中央ビルサービス

421 島根県 株式会社ケイショウ

422 島根県 セコム山陰株式会社

423 島根県 北陽警備保障株式会社

424 島根県 株式会社協和警備保障

425 島根県 北陽ビル管理株式会社

426 島根県 合銀ビジネスサービス株式会社

427 島根県 セコムジャスティック山陰株式会社

428 島根県 ＡＬＳＯＫ山陰株式会社

429 岡山県 株式会社ＭＭセキュリティ

430 岡山県 株式会社ＣＢＳ

431 岡山県 ALSOK岡山株式会社

432 広島県 合同産業株式会社

433 広島県 株式会社日警セフティ

434 広島県 セフト株式会社

435 広島県 広島綜合警備保障株式会社

436 広島県 株式会社東警セキュリティー

437 広島県 株式会社チューゲイ

438 広島県 有限会社サンテス

439 広島県 広島綜警サービス株式会社

440 山口県 株式会社中国警備保障

441 山口県 株式会社三宅商事

442 山口県 ALSOK山口株式会社 （新規）

443 徳島県 株式会社徳銀ビジネスサービス

444 徳島県 日本ガード株式会社

445 徳島県 有限会社ファイブセキュリティシステム

446 徳島県 ＡＬＳＯＫ徳島株式会社

447 香川県 四国警備保障株式会社

448 香川県 ＡＬＳＯＫ香川株式会社

449 香川県 四電ビジネス株式会社

450 香川県 オリーブ美家工業株式会社

451 香川県 大和警備保障株式会社

452 香川県 パナユーズ株式会社

453 香川県 東京セフティ株式会社

454 愛媛県 株式会社フジセキュリティ



455 愛媛県 株式会社ジーケイエス

456 愛媛県 愛媛綜合警備保障株式会社

457 高知県 セコム高知株式会社

458 高知県 ALSOK高知株式会社

459 福岡県 エル・ビー・ラインビル株式会社

460 福岡県 総合システム管理株式会社

461 福岡県 ＡＬＳＯＫ福岡株式会社

462 福岡県 株式会社にしけい

463 福岡県 プロスガードシステム株式会社

464 福岡県 有限会社テスコム福岡

465 福岡県 博多湾環境整備株式会社

466 福岡県 株式会社ＳＲＣ

467 福岡県 総合システム管理株式会社

468 福岡県 ロイヤル警備保障株式会社

469 福岡県 株式会社鷹正

470 福岡県 株式会社ライフ警備保障

471 佐賀県 富士警備保障株式会社

472 佐賀県 九州文教サービス株式会社

473 佐賀県 株式会社エグチ・ビルド

474 佐賀県 有限会社ダイシンガード

475 佐賀県 ＡＬＳＯＫ佐賀株式会社

476 佐賀県 富士警備保障株式会社

477 佐賀県 株式会社セキュリティサービス

478 長崎県 長崎綜合警備株式会社

479 長崎県 長崎菱興サービス株式会社

480 長崎県 有限会社対馬警備保障

481 長崎県 株式会社イーグル警備保障

482 長崎県 株式会社長南

483 長崎県 株式会社長崎ガードシステム

484 長崎県 有限会社寶珠

485 熊本県 株式会社キューネット

486 熊本県 ALSOK熊本株式会社

487 大分県 株式会社日鉄大分テクノサポート

488 大分県 日本連合警備株式会社

489 宮崎県 企業警備保障株式会社

490 宮崎県 宮崎綜合警備株式会社

491 宮崎県 株式会社オスカコーポレーション

492 宮崎県 富士総合サービス



493 宮崎県 セコム宮崎株式会社

494 鹿児島県 鹿児島綜合警備保障株式会社

495 鹿児島県 株式会社南和産業

496 鹿児島県 奄美警備保障株式会社

497 鹿児島県 東洋警備株式会社

498 鹿児島県 シティ警備保障株式会社

499 鹿児島県 友徳警備保障株式会社

500 鹿児島県 株式会社サンシュウ

501 鹿児島県 ひまわり警備保障株式会社

502 沖縄県 セコム琉球株式会社

503 沖縄県 沖縄綜合警備保障株式会社

504 沖縄県 第一総業株式会社

505 沖縄県 りゅうぎんビジネスサービス株式会社

506 沖縄県 沖縄ビル・メンテナンス株式会社

507 沖縄県 有限会社宮古綜合警備保障

508 沖縄県 全島警備保障株式会社

509 沖縄県 株式会社クリード沖縄

510 沖縄県 山陽警備保障沖縄株式会社


