
　渋沢栄一が関わった約500の企業等

▼渋沢が関わった当時の企業等(481社)

【あ行】
青木漁猟組 青木商会
青山製氷会社 秋田銀行
安積絹糸紡績会社 浅野回漕店
浅野鉱山部熊沢硫黄山 浅野工場
浅野小倉製鋼所 浅野セメント(資)
浅野セメント(株) 浅野造船所
浅野超高級セメント 旭焼組合
足尾鉱山組合 亜麻仁油製造
荒川鉱山 荒川水力電気
石狩石炭 石川島造船所
石川島飛行機製作所 石川島平野造船所
伊勢勝白煉瓦製造所 猪苗代水力電気
茨城採炭 磐城硝子会社
磐城炭礦 磐城炭礦社
磐城鉄道 岩橋リボン製織所
浦賀船渠 浦賀船渠会社
越後鉄道 王子製紙
王子倉庫 大阪瓦斯
大阪株式取引所 大坂汽車製造
大阪銀行集会所 大阪交換所
大阪堂島米商会所 大阪同盟銀行集会所
大阪紡績 大阪紡績会社
大島製鋼所 大鳥鉱山
大船渡築港鉄道 岡田屋呉服店
岡部山林 沖商会
沖電気 小樽木材
小野組糸方

【か行】
化学研究所 掛川鉄道
火災保険会 加州銀行
鐘淵紡績 鐘淵紡績会社
樺太工業 岩越鉄道
函樽鉄道 神田銀行
関東・東北商業会議所聯合協議会 関門架橋
生糸改会社 汽車製造(資)
汽車製造 木曾興業
北カラフト鉱業 畿内電気鉄道



【か行】
九州商業銀行 九州製鋼
九州鉄道 京越電気鉄道
共同運輸会社 共同漁業
共同精米 京都織物
京都織物会社 京都銀行集会所
京都鉄道 京都陶器会社
魚介養殖 銀行倶楽部
銀行苦楽部 （銀行集会所）手形取引所
（銀行集会所）東京手形取引所付属交換所 銀行集会所
金城鉄道 均融会社
熊谷銀行 黒須銀行
群馬電気鉄道会社 経済雑誌社
京板鉄道 京阪鉄道
京阪電気鉄道 京北鉄道
交換所組合銀行連合会 工業所有権保護協会
航空輸送会社 神戸電気鉄道
耕牧舎 郡山絹糸紡績
国際通信 国際通信社
国産奨励会 (財)国産奨励会
国民科学研究所 小倉鉄道
湖南汽船

堺セルロイド 桜組
(資)桜組 (株)桜組
札幌麦酒 札幌麦酒会社
三共 参宮鉄道
三十九銀行 三本木開墾
三本木共立開墾会社 三本木渋沢農場
志賀工業所 (匿)志賀工業所
七十七銀行 実業之日本社
品川硝子会社 品川白煉瓦(株)
品川白煉瓦(資) 品川白煉瓦製造所
渋沢家洲崎養魚場 渋沢商店
澁澤倉庫 澁澤倉庫部(匿)
澁澤倉庫部 渋沢貿易
清水組 清水屋（清水組）
下野麻紡織会社 下野製麻
抄紙会社 ジャパン・ツーリスト・ビューロー
ジャパン・ブルワリー・カンパニー 秀英舎
十五銀行 熟皮
商業会議所聯合会 商況社
常磐炭礦鉄道会社 上武鉄道
洲崎養魚 駿甲鉄道会社



【さ行】
製紙会社 生秀館
製藍会社 仙石原地所
先収会社 千住製絨所
倉庫会社 総武鉄道

【た行】
第一火災海上再保険 第一銀行
第一国立銀行 第一国立銀行秋田支店
第一国立銀行石巻支店 第一国立銀行金沢支店
第一国立銀行仙台支店 第五十九国立銀行
第三十三国立銀行 第三十二国立銀行
第四十三国立銀行 第七十七国立銀行
大社鉄道 大社両山鉄道
第十銀行 第十九国立銀行
第十国立銀行 第十八国立銀行
第十六国立銀行 大正園
第二国立銀行 第二十国立銀行
第二十三国立銀行 第二十二国立銀行
大日本運送 大日本塩業
大日本遠洋漁業 大日本勧業会社
大日本人造肥料 大日本水産
大日本麦酒 大日本米穀会
大日本有限責任東京電灯会社 大日本製糖
第八十九国立銀行 第六十九国立銀行
第六十八国立銀行 高岡共立銀行
田川採炭 択善会
田中工場 筑豊興業鉄道会社
筑豊鉄道 秩父セメント
中央開墾 中央製紙
中外商業新報社 (株)中外商業新報社
中外商行会社 中外物価新報局
朝陽館 筑波鉄道
鶴見埋立組合 鶴見埋築
帝国開墾 帝国火災保険
帝国劇場 帝国興信社
帝国蚕糸 帝国商業銀行
帝国精糖 帝国製麻
帝国発明協会 帝国ヘット
帝国紡織 帝国ホテル(株)
(株)帝国ホテル 帝国ホテル会社
鉄道会社 田園都市
電気化学工業 電話会社
東海倉庫 東京石川島造船所



【た行】
東京印刷 東京運河土地
東京園芸 東京会館
(株)東京会館 東京会議所瓦斯掛（瓦斯課）
東京海上火災保険 東京海上保険
東京海上保険会社 東京蠣殻町米商会所
東京瓦斯 東京瓦斯会社
東京瓦斯鉄道 東京兜町米商会所
東京株式取引所 東京為替会社
東京銀塊取引所 東京銀行倶楽部
東京銀行集会所 （東京銀行集会所）為替取組所
（東京銀行集会所）東京交換所 (社)東京銀行集会所
東京軽便地下鉄道 東京毛織物
東京交換所 東京興信所
(株)東京興信所 東京栄銀行
東京市街鉄道 東京商業会議所
東京商工会 東京商品取引所
東京商法会議所 東京人造肥料
東京人造肥料会社 東京水道会社
東京水力電気 東京製綱
東京製綱会社 東京建物
東京地下鉄道 東京貯蓄銀行
東京鉄道 東京鉄道会社
東京鉄道組合 東京電気鉄道
東京電車鉄道 東京電灯会社
東京電力 東京取引所
東京馬車鉄道会社 東京風帆船会社
東京府瓦斯局 東京米穀商品取引所
東京米商会所 東京帽子
東京ホテル 東京綿商社
東京モスリン紡織 東京薬品会社
東京湾埋立 東京湾汽船
東京湾汽船会社 東武煉瓦
東邦火災保険 東北拓殖
東明火災海上保険 東洋亜鉛煉工所
東洋瓦斯試験所 東洋硝子
東洋硝子製造 東洋汽船
東洋経済新報社 東洋護謨
東洋浚渫 東洋製鉄
東洋生命保険 東洋電機
東洋電機製造 東洋紡績
東洋薬品 十勝開墾(資)
十勝開墾(株) 常盤水力電気
常盤ホテル 土佐鉱山
富岡製糸場 豊国銀行



【な行】
内外信託 内外用達会社
内外通信社 中井銀行
(名)中井商店 (株)中井商店
長門無煙炭礦 名古屋瓦斯
名古屋銀行集会所 名古屋電力
南豊鉄道 西成鉄道
二十銀行 日英金融商会
日英水力電気 日米缶詰会社
日米電信 日露貿易
日光鉄道会社 日光ホテル会社
日清火災保険 日清汽船
日清生命保険 日報社
日本板硝子 日本鉛管製造
日本化学工業 日本勧業銀行
日本汽船 日本銀行
日本経済聯盟会 日本鋼管
日本興業銀行 日本工業倶楽部
日本航空輸送 日本広告
日本醋酸製造 日本産業協会
日本自働車 日本熟皮会社
日本傷害保険 日本食塩コークス
日本水産会社 日本精糖
日本製帽会社 日本舎密製造
日本石膏 日本染料製造
日本耐火防腐 日本畜産
日本中央製錬 日本徴兵保険
日本鉄道 日本鉄道会社
日本電報通信社 日本土木会社
日本陶料 日本皮革
日本放送協会 日本無線電信
日本郵船 日本郵船会社
日本輸出米商社 日本煉瓦製造
日本煉瓦製造会社 濃勢鉄道会社
野蒜築港会社

【は行】
函館水電 函館船渠
函館土地 函館馬車鉄道
箱根温泉供給 八十四銀行
浜崎鉄道 万歳生命保険
非常報知機 日出紡織
平岡工場 広島呉電力
広島水力電気 広島電気



【は行】
風帆船会社 富士製鋼
富士身延鉄道 武上電気鉄道会社
藤原炭礦会社 扶桑海上保険
復興建築助成 仏国通商
不動嶋鉱山 船越鉄道
船越鉄道(株) 扶揺舎
紡績組合 房総漁産会社
宝田石油 北越商会
北越石油 北越鉄道
北陸銀行 北海道瓦斯
北海道製麻 北海道製麻会社
北海道拓殖銀行 北海道炭礦鉄道会社
北海道鉄道 堀越商会

【ま行】
三重紡績 三重紡績会社
三河セメント工場 御木本真珠
三井銀行 三井物産会社
三越呉服店 水戸鉄道会社
南日本製糖 宮城屋貯蓄銀行
武蔵水電 明教保険
明治火災保険 明治製糖
目黒蒲田電鉄 毛武鉄道
門司瓦斯 門司セメント
門司築港会社

【や行】
八重山糖業 八基信用購買販売組合
山本工場 友玉園製陶所
横浜火災保険 横浜株式米穀取引所
横浜為替会社 横浜蚕糸外四品取引所
横浜正金銀行 横浜船渠
横浜船渠会社 横浜取引所
横浜米塩雑穀取引所 横浜洋銀取引所
横浜四品取引所 依田西村組
四日市製紙 四日市製紙会社
四日市精油会社



【ら・わ行】
理化学研究所 (財)理化学研究所
理化学興業 陸羽電気鉄道
柳林農社 両山鉄道
両毛鉄道 両毛鉄道会社
聯成社 六十九銀行
若松築港 若松築港会社

▼渋沢が関わった現在の企業等(186社)

【あ行】
IHI あいおいニッセイ同和損害保険
青森銀行 秋田銀行
朝日生命保険 アサヒビール
イオン いすゞ自動車
エコナックホールディングス NSユナイテッド海運
王子製紙 大分銀行
大阪ガス 大阪銀行協会
大阪堂島商品取引所 大阪取引所
オーベクス オーロラ
沖電気工業 小田急電鉄

【か行】
科研製薬 片倉工業
カネボウ化粧品 川崎重工業
関西電力 関東鉄道
九州電力 九州旅客鉄道
共同通信社 京都銀行協会
京都ホテル 麒麟麦酒
クラシエホールディングス 黒崎播磨
群馬銀行 京王電鉄
京阪電気鉄道 京浜急行電鉄
KDDI KBセーレン
神戸市交通局

【さ行】
埼玉りそな銀行 西部ガス
サッポロビール サンアグロ
三機工業 サン・トーア
JXTGエネルギー JFEスチール
JTB 四国電力
時事通信社 七十七銀行



【さ行】
実業之日本社
澁澤倉庫
十八銀行
商船三井
住友化学
全国銀行協会

【た行】
第一三共
ダイセル
大日本印刷
太平洋セメント
立飛ホールディングス
中国電力
中部電力
帝国繊維
帝国ホテル
帝人
電通
東海汽船
東急不動産
東京ガス
東京証券取引所
東京商品取引所
東京建物
東京電力ホールディングス
東京都水道局
東邦ガス
東洋経済新報社
東洋電機製造
東レ
豊田通商

【な行】
名古屋銀行協会
西日本旅客鉄道
日産化学
日東紡績
日本銀行
日本製紙
日本郵船
日本紙パルプ商事
日本経済団体連合会

品川リフラクトリーズ
清水建設
十六銀行
常磐興産
住友重機械工業
損害保険ジャパン日本興亜

大成建設
ダイトウボウ
大日本明治製糖
大和紡績
秩父鉄道
中電配電サポート
T＆Dフィナンシャル生命保険
帝国データバンク
帝蚕倉庫
デンカ
東亜建設工業
東海旅客鉄道
東京會舘
東急
東京商工会議所
東京製綱
東京地下鉄
東京都交通局
東宝
東北電力
東陽倉庫
東洋紡レ
東京海上日動火災保険

南都銀行
日塩
日新火災海上保険
ニッピ
日本水産
日本放送協会
日本化学工業
日本経済新聞社
日本工業倶楽部



【な行】

日本コークス工業
日本商工会議所
日本曹達
日本マレニット

【は行】
博報堂
函館どつく
箱根温泉供給
発明協会
阪急電鉄
肥後銀行
ふかや農業協同組合八基支店
富士フイルム

日本産業協会
日本製鋼所
日本陶料

函館市電
函館バス
八十二銀行
発明推進協会
東日本旅客鉄道
日立造船
富士ゼロックス
古河機械金属

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険 平和不動産
北越銀行
北陸銀行
北海道瓦斯
北海道電力
北國銀行

【ま行】
毎日新聞社
ミキモト
三井E&S造船
三井住友銀行
三井物産
三菱重工業
三菱マテリアル

【や行】
八潮運輸
友玉園セラミックス

【ら・わ行】
リーガルコーポレーション
りそな銀行

北洋銀行
北陸電力
北海道炭礦汽船
北海道旅客鉄道

マニュライフ生命保険
みずほ銀行
三井住友海上火災保険
三井住友信託銀行
三越伊勢丹
三菱倉庫
三菱UFJ銀行

山梨中央銀行
横浜銀行

理化学研究所
若築建設

※社名は2019年10月現在のものです。




