
平成２６年５月末日現在 391社

（注）
1 特例子会社制度は、昭和51年に局長通達により定められ、昭和62年の法改正により法律上規定された（昭和63年４月施行）。


2 ※は、地方公共団体と民間企業とが共同出資して設置した、第３セクター方式による重度障害者雇用企業。

所在地 所在地

上磯興業㈱ 北斗市 太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱ 東京 14.7.30
 ㈱ﾃﾙﾍﾞ 北見市 ㈱ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 17.9.1

北海道はまなす食品㈱ 北広島市 生活協同組合ｺｰﾌﾟさっぽろ 北海道 17.12.26
㈱ほくでんｱｿｼｴ 札幌市 北海道電力㈱ 北海道 21.3.30
㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱﾄﾞﾘｰﾑ 札幌市 ㈱ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｱｻｰﾋﾞｽ 東京 25.4.16

 ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｽﾞｼﾞｬｽｺ㈱ 仙台市 ｲｵﾝ㈱ 千葉 58.7.26
 ㈱ｶﾛｰﾗ宮城ﾃｯｸ 仙台市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ宮城㈱ 宮城 4.1.27

㈱ｳｼﾞｴｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 登米市 ㈱ｳｼﾞｴｽｰﾊﾟｰ 宮城 18.4.18
楽天ｿｼｵﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱ 仙台市 楽天㈱ 東京 20.8.21
㈱ｸﾘｰﾝ&ｸﾘｰﾝ 仙台市 東洋ﾜｰｸ㈱ 宮城 22.5.14

㈱ＰＯＣＨＩﾜﾝ 秋田市 ㈱日本一東北 秋田 23.10.19

㈲ｴﾌﾟｿﾝｽﾜﾝ 酒田市 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ㈱ 長野 25.4.11

㈱ﾆﾗｸ･ﾒﾘｽﾄ 郡山市 ㈱ﾆﾗｸ 福島 22.3.15
㈱とうほうｽﾏｲﾙ 福島市 ㈱東邦銀行 福島 24.4.23
㈱ﾊﾆｰｽﾞﾊｰﾄﾌﾙｻﾎﾟｰﾄ いわき市 ㈱ﾊﾆｰｽﾞ 福島 25.3.18

㈱UJKCｿｰｼｬﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 笠間市 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞｽﾃｱﾘﾝｸﾞ㈱ 埼玉 19.9.4
㈱茨城ﾋﾟｼﾞｮﾝﾘｻｲｸﾙ 坂東市 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ下館 茨城 21.10.16
NTK石岡ﾜｰｸｽ㈱ 石岡市 日本通信紙㈱ 東京 24.8.23
日鉄住金鹿島ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱ 鹿島市 新日鐡住金㈱ 東京 25.4.11

JSPﾓｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 鹿沼市 ㈱JSP 東京 14.12.5
ｿﾆｰ希望㈱ 鹿沼市 ｿﾆｰ㈱ 東京 15.11.10
ｳｨｽﾞ・ｸﾘﾀ㈱ 下都賀郡野木町 栗田工業㈱ 東京 25.5.30
CDPﾌﾛﾝﾃｨｱ㈱ 宇都宮市 ｼｰﾃﾞｰﾋﾟｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 栃木 25.9.30

山形県(1社)

認定年月日親会社

栃木県(4社)

福島県(3社)

特例子会社一覧

北海道(5社)

秋田県(1社)

特例子会社名

宮城県(5社)

茨城県(4社)
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所在地 所在地
認定年月日親会社特例子会社名

明電ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 太田市 ㈱明電舎 東京 18.5.30
㈱ｱﾑｺ 桐生市 ㈱ﾐﾂﾊﾞ 群馬 18.12.22
㈱ﾘｺﾚｸﾄ 前橋市 ㈱ﾊﾝﾌﾟﾃｨ-ﾀﾞﾝﾌﾟﾃｨ 群馬 24.12.21
㈱ﾌﾚｯｾｲﾋｭｰﾏﾝｽﾞﾈｯﾄ 前橋市 ㈱ﾌﾚｯｾｲ 群馬 25.3.28
ｻﾝﾃﾞﾝﾌﾞﾗｲﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 伊勢崎市 ｻﾝﾃﾞﾝ㈱ 群馬 25.4.24
(株)ｾﾝﾄﾗﾙﾘﾘｰﾌ 前橋市 (株)ｾﾝﾄﾗﾙｻｰﾋﾞｽ 群馬 26.5.2

 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 狭山市 ㈱ｺｰｾｰ 東京 5.3.31
 ㈱ﾊﾛｰ 熊谷市 日立金属㈱ 東京 10.8.10
 ㈱三愛ｴｽﾎﾟｱｰﾙ 入間郡三芳町 ㈱三愛 東京 11.5.20
 ㈱障害者支援ｾﾝﾀｰ さいたま市 ㈱福祉葬祭 埼玉 11.12.20
 ㈱西友ｻｰﾋﾞｽ 川越市 合同会社西友 東京 13.3.1

㈱ｴﾑ･ｴﾙ･ｴｽ 東松山市 ㈱松屋ﾌｰｽﾞ 東京 13.12.18
㈱ﾏﾙｲｷｯﾄｾﾝﾀｰ 戸田市 ㈱丸井ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 15.11.7
あけぼの123㈱ 羽生市 曙ﾌﾞﾚｰｷ工業㈱ 埼玉 16.4.1
㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄｸﾞﾘｰﾝ 加須市 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｽﾄ 東京 16.9.17
㈱ｵｰ･ｴｽ･ｼｰ･ﾌｰｽﾞ 新座市 ㈱Olimpicｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 19.3.19
㈱UACJｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄ 深谷市 ㈱UACJ 東京 19.5.11
㈱ｼﾝﾌｫﾆｱ東武 春日部市 東武鉄道㈱ 東京 19.11.26
㈱西武ﾊﾟﾚｯﾄ 所沢市 西武鉄道㈱ 埼玉 19.12.10
㈱富士薬品ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾈｯﾄ さいたま市大宮区 ㈱富士薬品 埼玉 20.12.25
㈱JR東日本ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 戸田市 東日本旅客鉄道㈱ 東京 21.5.14
MCSﾊｰﾄﾌﾙ㈱ さいたま市大宮区 ﾒﾃﾞｨｶﾙ･ｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ 埼玉 22.10.12
ｳｴﾙｼｱｵｱｼｽ㈱ さいたま市見沼区 ｳｴﾙｼｱ関東㈱ 埼玉 23.3.25
SAPﾊﾋﾟﾈｽ㈱ 川口市 ﾋｭｰﾏﾝ･ｱｾｯﾂ㈱ 埼玉 24.3.26
㈱ﾄﾗｲ･ｳｨｽﾞ 深谷市 東京ﾜｯｸｽ㈱ 埼玉 24.7.2
㈱ｳｨｽﾞﾘｻｲｸﾙ さいたま市大宮区 ㈱ｳｨｽﾞｳｪｲｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 埼玉 24.8.23

※ ㈱千葉ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ 千葉市 東洋ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 千葉 元.4.1
 ㈱ﾀﾞｯｸｽ 習志野市 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ 広島 4.5.28

さくらｻｰﾋﾞｽ㈱ 市原市 創価学会 東京 17.2.8
㈱ｼﾞｪｲﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 成田市 日本ﾋﾞｼﾞﾈｽ開発㈱ 東京 17.5.13
京成ﾊｰﾓﾆｰ㈱ 印旛郡酒々井町 京成電鉄㈱ 東京 18.2.1
㈱ﾆﾁﾚｲｱｳﾗ 船橋市 ㈱ﾆﾁﾚｲ 東京 19.2.1
ちばぎんﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 千葉市 ㈱千葉銀行 千葉 19.5.16
㈱千葉ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 千葉市 ㈱千葉薬品 千葉 19.7.26

 ㈱舞浜ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 浦安市 ㈱ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ 千葉 21.12.1
ｴｲｼﾞｽｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 千葉市 ㈱ｴｲｼﾞｽ 千葉 22.6.25
㈱市進ｱｼｽﾄ 市川市 ㈱市進ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 千葉 24.2.1

 菱信ﾃﾞｰﾀ㈱ 港区 三菱UFJ信託銀行㈱ 東京 54.7.12
 三井物産ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 千代田区 三井物産㈱ 東京 57.5.27
 ㈱あおばｳｵｯﾁｻｰﾋﾞｽ 江東区 ｾｲｺｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 59.7.15

㈱TDS 府中市 国際航業㈱ 東京 60.10.30
 ㈱日立ﾊｲﾃｸｻﾎﾟｰﾄ 港区 ㈱日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 東京 62.9.3

群馬県(6社)

埼玉県(20社)

千葉県(11社)

東京都(120社)
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所在地 所在地
認定年月日親会社特例子会社名

 ㈱ﾘｸﾙｰﾄｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ 中央区 ㈱ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 2.5.30
 ㈱長谷工ｼｽﾃﾑｽﾞ 港区 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京 3.7.24
 ㈱ﾏｰﾉ 豊島区 ㈱ﾏﾙｴﾂ 東京 4.5.11
 ㈱JTBﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ 江東区 ㈱ｼﾞｪｲﾃｨｰﾋﾞｰ 東京 5.3.30
※ 東京都ﾌﾟﾘﾌﾟﾚｽ･ﾄｯﾊﾟﾝ㈱ 板橋区 凸版印刷㈱ 東京 5.12.１7
 ANAｳｲﾝｸﾞ･ﾌｪﾛｰｽﾞ・ｳﾞｲ王子㈱ 大田区 ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 5.12.22

日通ﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 港区 日本通運㈱ 東京 10.5.7
 ㈱ﾋｭｰﾏﾝｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ 府中市 ㈱ｱｻﾝﾃ 東京 11.10.1
 ㈱ｵﾚﾝｼﾞｼﾞｬﾑｺ 三鷹市 ㈱ｼﾞｬﾑｺ 東京 11.10.18
 ㈱ﾌﾛﾝﾃｨｱ日建設計 千代田区 ㈱日建設計 東京 11.4.28

㈱九段ﾊﾟﾙｽ 千代田区 ㈱小学館 東京 13.5.30
ｿﾆｰ光㈱ 品川区 ｿﾆｰ㈱ 東京 14.5.1
ｵｰｸ･ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 墨田区 ㈱大林組 東京 14.5.20
横河ﾌｧｳﾝﾄﾞﾘｰ㈱ 武蔵野市 横河電機㈱ 東京 14.11.1
㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ 町田市 ㈱みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 15.4.1
NECﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｽﾀﾌ㈱ 府中市 日本電気㈱ 東京 15.5.1
㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｽ 府中市 ㈱もしもしﾎｯﾄﾗｲﾝ 東京 15.5.2
㈱ｷﾕｰﾋﾟｰあい 町田市 ｷﾕｰﾋﾟｰ㈱ 東京 15.12.26
ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｴｰﾑ㈱ 港区 ｴｰﾑｻｰﾋﾞｽ㈱ 東京 16.4.15
㈱ｴｲﾁ･ﾃｨ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 豊島区 ㈱光通信 東京 16.5.7
㈱沖ﾜｰｸｳｪﾙ 港区 沖電気工業㈱ 東京 16.5.13
ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 小平市 ㈱ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 東京 16.5.26
㈱ﾋﾞﾙｹｱｽﾀｯﾌ 足立区 ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 東京 16.5.26
太平洋ｻｰﾋﾞｽ㈱ 港区 太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱ 東京 16.5.26
㈱京王ｼﾝｼｱｽﾀｯﾌ 多摩市 京王電鉄㈱ 東京 16.12.16

 ㈱博報堂DYｱｲ･ｵｰ 江東区 ㈱博報堂DYﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 17.4.1
㈱ﾒﾄﾛﾌﾙｰﾙ 江東区 東京地下鉄㈱ 東京 17.4.1
ｱｽﾃﾗｽ総合教育研究所㈱ 中央区 ｱｽﾃﾗｽ製薬㈱ 東京 17.5.13
㈱ﾍﾞﾈｯｾﾋﾞｼﾞﾈｽﾒｲﾄ 多摩市 ㈱ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 岡山 17.5.26
NTTｸﾗﾙﾃｨ㈱ 武蔵野市 日本電信電話㈱ 東京 17.6.1
大東ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 港区 大東建託㈱ 東京 17.8.1
㈱ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ･ｱｼｽﾄ 渋谷区 ﾄﾗﾝｽ･ｺｽﾓｽ㈱ 東京 17.8.26
㈱ｽﾜﾝ 中央区 ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 17.11.1
㈱VSNﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 港区 ㈱VSN 東京 18.3.27
花王ﾋﾟｵﾆｰ㈱ 墨田区 花王㈱ 東京 18.4.3
花椿ﾌｧｸﾄﾘｰ㈱ 港区 ㈱資生堂 東京 18.4.25
ﾌｧｰｽﾄ･ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 中央区 三井不動産ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 東京 18.5.1
ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ･ｼﾞｪﾈﾗﾙｻｰﾋﾞｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈲ 千代田区 ﾌﾟﾙﾃﾞﾝｼｬﾙ生命保険㈱ 東京 18.5.10
㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺｳｨﾙ 台東区 ㈱ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 18.5.12
第一生命ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 北区 第一生命保険㈱ 東京 18.11.1
ﾄｰﾏﾂﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 港区 有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ 東京 18.11.20
㈱ｴｲｼﾞｪｯｸﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 新宿区 ㈱ｴｲｼﾞｪｯｸ 東京 18.11.29
㈱ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 渋谷区 ㈱ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ社 東京 19.5.29
㈱ｻﾝｷｭｳ･ｳｨｽﾞ 中央区 山九㈱ 東京 19.6.8
ｵﾘｯｸｽ業務支援㈱ 立川市 ｵﾘｯｸｽ㈱ 東京 19.8.1
王子ｸﾘｰﾝﾒｲﾄ㈱ 中央区 王子ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 19.9.1
㈱ITCNｱｼｽﾄ 墨田区 ｱｲ･ﾃｨｰ･ｼｰ･ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 東京 19.10.19
㈱ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄｳｨﾙ 渋谷区 ㈱ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ 東京 19.10.24
ｸﾘﾅｯﾌﾟﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 荒川区 ｸﾘﾅｯﾌﾟ㈱ 東京 20.3.7
㈱ﾚﾅｳﾝﾊｰﾄﾌﾙｻﾎﾟｰﾄ 台東区 ㈱ﾚﾅｳﾝ 東京 20.3.21
㈱WUｻｰﾋﾞｽ 新宿区 学校法人　早稲田大学 東京 20.3.24
㈱ｱｲｴｽｴﾌﾈｯﾄﾊｰﾓﾆｰ 中野区 ㈱ｱｲｴｽｴﾌﾈｯﾄ 東京 20.3.25
ゆうせいﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 世田谷区 日本郵政㈱ 東京 20.3.26
日野ﾊｰﾓﾆｰ㈱ 日野市 日野自動車㈱ 東京 20.5.8
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㈱ﾘｸﾙｰﾄｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞｸﾗﾌﾂ 中央区 ㈱ﾘｸﾙｰﾄｽﾀｯﾌｨﾝｸﾞ 東京 20.9.1
ﾘﾍﾞﾗﾙ㈱ 江戸川区 ﾗﾃﾞｨｯｸｽ㈱ 東京 20.10.21
㈱KDDIﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ 千代田区 KDDI㈱ 東京 20.10.30
ﾍﾞｲｸ・ﾄﾞ・ﾅﾁｭﾚ㈱ 大田区 ｴﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 東京 20.12.1
㈱NTTﾃﾞｰﾀだいち 江東区 ㈱NTTﾃﾞｰﾀ 東京 20.12.16
㈱ﾋｭｰﾏﾝﾄﾗｽﾄﾌﾛﾝﾃｨｱ 台東区 ㈱ﾋｭｰﾏﾝﾄﾗｽﾄ 東京 20.12.25
UTﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 品川区 UTｴｲﾑ㈱ 東京 20.12.25
東電ﾊﾐﾝｸﾞﾜｰｸ㈱ 日野市 東京電力㈱ 東京 21.2.15
丸紅ｵﾌｨｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 千代田区 丸紅㈱ 東京 21.2.27
㈱ﾊﾟｿﾅﾊｰﾄﾌﾙ 千代田区 ㈱ﾊﾟｿﾅｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 21.3.1
ｸｵｰﾙｱｼｽﾄ㈱ 新宿区 ｸｵｰﾙ㈱ 東京 21.3.26
ｻﾝｸｽﾃﾝﾌﾟ㈱ 中野区 ﾃﾝﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 21.4.1
㈱ｻｻﾞﾋﾞｰﾘｰｸﾞHR 渋谷区 ㈱ｻｻﾞﾋﾞｰﾘｰｸﾞ 東京 21.4.30
ｵﾘﾝﾊﾟｽｻﾎﾟｰﾄﾒｲﾄ㈱ 八王子市 ｵﾘﾝﾊﾟｽ㈱ 東京 21.5.1
㈱帝京ｻﾎﾟｰﾄ 板橋区 学校法人　帝京大学 東京 21.5.7
㈱三越伊勢丹ｿﾚｲﾕ 新宿区 ㈱三越伊勢丹ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 21.5.13
ｱﾌﾗｯｸ･ﾊｰﾄﾌﾙ･ｻｰﾋﾞｽ㈱ 調布市 ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰﾗｲﾌｱｼｭｱﾗﾝｽｶﾝﾊﾟﾆｰｵﾌﾞｺﾛﾝﾊﾞｽ日本支社 東京 21.11.15
㈱ﾚｵﾊﾟﾚｽ･ｽﾏｲﾙ 中野区 ㈱ﾚｵﾊﾟﾚｽ21 東京 21.11.16
㈱ﾌﾙｷｬｽﾄﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 渋谷区 ㈱ﾌﾙｷｬｽﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 22.2.1
東京海上ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 千代田区 東京海上ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 22.3.25

※ 東京都ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 江東区 ㈱ｼｽﾃﾅ 東京 22.4.1
NSWｳｨｽﾞ㈱ 渋谷区 日本ｼｽﾃﾑｳｴｱ㈱ 東京 22.4.27
㈱ｽｸｳｪｱ・ｴﾆｯｸｽ・ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 渋谷区 ㈱ｽｸｳｪｱ・ｴﾆｯｸｽ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 22.4.27
㈱ひなり 千代田区 伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 東京 22.5.26
ALSOKﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 江東区 綜合警備保障㈱ 東京 22.8.2
ｴﾇ・ｴﾙ・ｵｰ㈱ 新宿区 日本ﾛﾚｱﾙ㈱ 東京 22.11.15
㈱ﾏｰﾉｾﾝﾀｰｻﾎﾟｰﾄ 豊島区 ㈱ﾏﾙｴﾂ 東京 22.11.25
おれんじ・ふぉれすと㈱ 町田市 学校法人　法政大学 東京 23.1.17
㈱いなげやｳｲﾝｸﾞ 立川市 ㈱いなげや 東京 23.3．1
㈱ぐるなびｻﾎﾟｰﾄｱｿｼｴ 千代田区 ㈱ぐるなび 東京 23.3.7
ｽﾘｰﾌﾟﾛｴｰｼﾞｪﾝｼｰ㈱ 新宿区 ｽﾘｰﾌﾟﾛｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 東京 23.3.8
㈱ｸﾛｰﾊﾞｰ･ｻﾞ･ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ 江戸川区 ㈱ｾﾉﾝ 東京 23.3.23
ｾｺﾑﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗｽ㈱ 渋谷区 ｾｺﾑ㈱ 東京 23.3.25
大和ﾗｲﾌﾌﾟﾗｽ㈱ 港区 大和ﾗｲﾌﾈｸｽﾄ㈱ 東京 23.3.28
ｿﾗﾝﾋﾟｭｱ㈱ 新宿区 ITﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 23.4.1
㈱JALｻﾝﾗｲﾄ 品川区 日本航空㈱ 東京 23.4.21
㈱Fsolｱｸﾄ 文京区 ㈱富士通ｼｽﾃﾑｽﾞ･ｲｰｽﾄ 東京 23.5.2
ｼﾀﾞｯｸｽｵﾌｨｽﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 調布市 ｼﾀﾞｯｸｽ㈱ 東京 23.5.27
あずさｵﾌｨｽﾒｲﾄ㈱ 新宿区 有限責任あずさ監査法人 東京 23.9.20
㈱ｿﾗｽﾄﾌｫﾙﾃ 千代田区 ㈱ｿﾗｽﾄ 東京 23.9.29

※ 東京ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 多摩市 SCSK㈱ 東京 23.10.1
㈱DTSﾊﾟﾚｯﾄ 港区 ㈱DTS 東京 23.12.27
㈱ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ･ﾄﾞﾘｰﾑﾜｰｸｽ 府中市 ㈱ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 東京 24.2.8
㈱綜合ｷｬﾘｱﾄﾗｽﾄ 渋谷区 ㈱綜合ｷｬﾘｱｵﾌﾟｼｮﾝ 東京 24.3.28
㈱ﾃｸﾉﾌﾟﾛ･ｽﾏｲﾙ 港区 ﾃｸﾉﾌﾟﾛ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 24.4.28
㈱ｾﾞﾝｼｮｰﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 港区 ㈱ｾﾞﾝｼｮｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 24.5.24
双日ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 千代田区 双日㈱ 東京 24.5.30
㈱学研ｽﾏｲﾙﾊｰﾄ 品川区 ㈱学研ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 24.10.29
㈱共立ｱｼｽﾄ 千代田区 ㈱共立ﾒﾝﾃﾅﾝｽ 東京 24.12.10
㈱ﾛｰｿﾝｳｨﾙ 品川区 ㈱ﾛｰｿﾝ 東京 25.1.31
日清食品ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｽ㈱ 新宿区 日清食品ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 25.3.25
㈱ｼﾞｪｲ・ｱｲﾊｰﾄｻｰﾋﾞｽ 新宿区 学校法人　東京女子医科大学 東京 25.3.25
ｼｸﾞﾏﾌﾛﾝﾃｨｱ㈱ 品川区 ｼｸﾞﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 25.5.8
㈱ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ 中央区 ㈱ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄ 東京 25.5.13
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荏原ｱｰﾈｽﾄ㈱ 大田区 ㈱荏原製作所 東京 25.5.30
㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 荒川区 ㈱ﾀﾞｲﾅﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 25.10.31
ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｳｲｽﾞﾕｰ㈱ 日野市 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ㈱ 東京 25.11.6
㈱電通そらり 港区 ㈱電通 東京 25.11.19
㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ･ﾍﾞﾈﾌｨｸｽ 新宿区 ㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 26.1.10
㈱ｱﾀﾞｽﾄﾘｱ・ｾﾞﾈﾗﾙｻﾎﾟｰﾄ 千代田区 ㈱ｱﾀﾞｽﾄﾘｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 26.5.1
㈱ﾍﾞﾙ･ｿﾚｲﾕ 中央区 ㈱ﾍﾞﾙｼｽﾃﾑ24ﾎｰﾙﾃﾞィﾝｸﾞｽ 東京 26.5.30

 伊藤忠ﾕﾆﾀﾞｽ㈱ 横浜市 伊藤忠商事㈱ 東京 63.3.15
 ㈱羽田工作所 川崎市 ㈱秀光 神奈川 2.5.16
 ㈱富士電機ﾌﾛﾝﾃｨｱ 川崎市 富士電機㈱ 東京 6.5.12
 ﾘｺｰｴｽﾎﾟｱｰﾙ㈱ 厚木市 ㈱ﾘｺｰ 東京 6.5.24

ｽﾘｰｴﾑﾌｪﾆｯｸｽ㈱ 相模原市 住友ｽﾘｰｴﾑ㈱ 東京 9.12.1
ｱｽﾞﾋﾞﾙ山武ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ㈱ 藤沢市 ｱｽﾞﾋﾞﾙ㈱ 東京 10.5.19

 ㈱ｽﾀﾝﾚｰｳｪﾙ 秦野市 ｽﾀﾝﾚｰ電気㈱ 東京 11.3.12
 ㈱ﾌｧﾝｹﾙｽﾏｲﾙ 横浜市 ㈱ﾌｧﾝｹﾙ 神奈川 11.5.7
 ㈱日立ゆうあんどあい 横浜市 ㈱日立製作所 東京 12.2.25
 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 相模原市 ㈱ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 12.8.22
 富士ｿﾌﾄ企画㈱ 鎌倉市 富士ｿﾌﾄ㈱ 神奈川 12.9.11
 ㈱ﾆｺﾝつばさ工房 横浜市 ㈱ﾆｺﾝ 東京 13.3.1

㈱ﾆｯﾊﾟﾂ･ﾊｰﾓﾆｰ 横浜市 日本発条㈱ 神奈川 14.4.24
㈲AGCｻﾝｽﾏｲﾙ 横浜市 旭硝子㈱ 東京 14.7.30
ｼﾞｮﾌﾞｻﾎﾟｰﾄﾊﾟﾜｰ㈱ 横浜市 ﾏﾝﾊﾟﾜｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 神奈川 15.3.18
JFEｱｯﾌﾟﾙ東日本㈱ 川崎市 JFEｽﾁｰﾙ㈱ 東京 15.5.30
㈱京急ｳｨｽﾞ 逗子市 京浜急行電鉄㈱ 東京 15.9.30
㈱ｳｪﾙﾊｰﾂ小田急 相模原市 小田急電鉄㈱ 東京 15.10.10
日清ｵｲﾘｵ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｽﾀｯﾌ㈱ 横浜市 日清ｵｲﾘｵｸﾞﾙｰﾌﾟ㈱ 東京 16.4.27
㈱東急ｳｨﾙ 川崎市 東京急行電鉄㈱ 東京 16.5.17
㈱富士通ｾﾞﾈﾗﾙﾊｰﾄｳｪｱ 川崎市 ㈱富士通ｾﾞﾈﾗﾙ 神奈川 16.8.6
古河ﾆｭｰﾘｰﾌ㈱ 平塚市 古河電気工業㈱ 東京 16.10.7
東芝ｳｨｽﾞ㈱ 川崎市 ㈱東芝 東京 17.5.9
共生産業㈱ 相模原市 ㈱ﾄﾗｽﾄ･ﾃｯｸ 東京 17.8.17
相鉄ｳｲｯｼｭ㈱ 横浜市 相鉄ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 神奈川 18.3.23
㈱CFSｻﾝｽﾞ 横浜市 ㈱CFSｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 神奈川 18.8.31
㈱ｸﾘｴｲﾄﾋﾞｷﾞﾝ 横浜市 ㈱ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ 神奈川 19.3.20
ﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ㈱ 横浜市 ｾﾝﾄｹｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 19.4.1
第一三共ﾊﾋﾟﾈｽ㈱ 平塚市 第一三共㈱ 東京 19.5.28
日総ぴゅあ㈱ 横浜市 日総工産㈱ 神奈川 19.9.26
㈱ｺｺｯﾄ 横浜市 ㈱ｺﾛﾜｲﾄﾞ 宮城 20.4.14
NSKﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 藤沢市 日本精工㈱ 東京 20.5.22
ﾆﾁﾍﾞｲﾊｰﾓﾆｰ㈱ 愛甲郡愛川町 ㈱ﾆﾁﾍﾞｲ 東京 21.6.1
㈱ｱｲﾈｯﾄ・ﾃﾞｰﾀｻｰﾋﾞｽ 横浜市戸塚区 ㈱ｱｲﾈｯﾄ 神奈川 21.8.3
㈱ぱどｼｯﾌﾟ 横浜市神奈川区 ㈱ぱど 東京 21.8.10
㈱ﾅﾙﾐﾔ･ﾜﾝﾊﾟ 川崎市川崎区 ㈱ﾅﾙﾐﾔ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 東京 21.9.15
薬樹ｳｨﾙ㈱ 大和市 薬樹㈱ 神奈川 22.4.27
㈱ﾘﾝｸﾗｲﾝ 小田原市 ｺﾑﾃｯｸ㈱ 東京 22.12.17
ﾋﾞｰｱｼｽﾄ㈱ 相模原市 ﾌﾞｯｸｵﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 神奈川 22.12.20
ｴﾑ･ﾕｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 相模原市 ㈱三菱東京UFJ銀行 東京 23.5.17
㈱ｹﾝｼﾞﾒｲﾄ 茅ヶ崎市 ㈱ｹﾝｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 神奈川 23.12.16
ｸﾞﾘｰﾋﾞｼﾞﾈｽｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 横浜市 ｸﾞﾘｰ㈱ 東京 24.5.22
ﾖｺﾊﾏﾋﾟｱｻﾎﾟｰﾄ㈱ 平塚市 横浜ｺﾞﾑ㈱ 東京 24.5.30
ｱｲﾄｽﾌﾟﾗｽ㈱ 海老名市 ｱｲﾄｽ㈱ 大阪 24.10.24
㈱ﾊｰﾄﾌﾙｱｸｱ 相模原市 ㈱ﾖﾝﾄﾞｼｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 24.10.29

神奈川県(48社)
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㈱Re 綾瀬市 ㈱日南 神奈川 24.12.27
㈱湘南ｾﾞﾐﾅｰﾙｵｰｼｬﾝ 横浜市 ㈱湘南ｾﾞﾐﾅｰﾙ 神奈川 25.3.25
富士通ﾊｰﾓﾆｰ㈱ 川崎市中原区 富士通㈱ 東京 26.5.8

ｱｲｺｰﾙ㈱ 燕市 ｱｲﾃｯｸｽ㈱ 新潟 23.12.21
㈱夢ｶﾞｰﾃﾞﾝ 長岡市 緑水工業㈱ 新潟 24.3.30

ｱﾙﾋﾞｽｸﾘｰﾝｻﾎﾟｰﾄ㈱ 射水市 ｱﾙﾋﾞｽ㈱ 富山 24.1.25
小林製薬ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 富山市 小林製薬㈱ 大阪 24.2.14
㈱F&F 砺波市 ㈱ﾖｼｹｲﾗｲﾌｽﾀｲﾙ 富山 24.11.15

ふぁみーゆﾂﾀﾞｺﾏ㈱ 金沢市 津田駒工業㈱ 石川 23.4.14

甲府積水産業㈱ 甲府市 積水化学工業㈱ 大阪 25.2.1

 ｴﾌﾟｿﾝﾐｽﾞﾍﾞ㈱ 諏訪市 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ㈱ 長野 59.2.24
多摩川ﾘﾝｸｽ㈱ 飯田市 多摩川精機㈱ 長野 23.12.27

※ ㈱ｻﾝ･ｼﾝｸﾞ東海 揖斐郡大野町 ㈱ﾄｰｶｲ 岐阜 6.5.31
Man to Man Animo㈱ 大垣市 Man to Man ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱ 愛知 19.4.27
㈱ひまわり畑 加茂郡 ㈱橋本 岐阜 23.9.21
二甲㈱ 不破郡 三甲㈱ 岐阜 24.11.30

※ ㈱ｴｲ･ﾋﾟｰ･ｱｲ 沼津市 ｽﾙｶﾞ銀行(株) 静岡 3.4.30
 ㈱ﾔﾏﾊｱｲﾜｰｸｽ 浜松市 ﾔﾏﾊ㈱ 静岡 4.5.6
 矢崎ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 裾野市 矢崎総業㈱ 静岡 17.4.18

㈱ｽｽﾞｷ･ｻﾎﾟｰﾄ 浜松市 ｽｽﾞｷ㈱ 静岡 17.4.26
㈱TBEｹﾐｶﾙ 焼津市 ㈱東海ﾋﾞﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 静岡 18.4.3
さんしんﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 伊豆の国市 三島信用金庫 静岡 24.8.28
㈱ﾋﾞｯｸ･ﾊｰﾄ 静岡市 ㈱天神屋 静岡 25.1.11

 ﾃﾞﾝｿｰ太陽㈱ 蒲郡市 ㈱ﾃﾞﾝｿｰ 愛知 59.6.1
※ 愛知玉野情報ｼｽﾃﾑ㈱ 名古屋市 玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱ 愛知 元.4.25
 日東電工ひまわり㈱ 豊橋市 日東電工㈱ 大阪 13.2.9

ｴﾑ･ﾕｰ･ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｲﾄﾞ㈱ 北名古屋市 ㈱三菱東京UFJ銀行 東京 18.1.1
中電ｳｲﾝｸﾞ㈱ 名古屋市 中部電力㈱ 愛知 15.4.1
豊通ｵﾌｨｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 名古屋市 豊田通商㈱ 愛知 18.5.12

愛知県(14社)

岐阜県(4社)

長野県(2社)

静岡県(7社)

山梨県(1社)

富山県(3社)

石川県(1社)

新潟県(2社)
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所在地 所在地
認定年月日親会社特例子会社名

㈱MMCｳｲﾝｸﾞ 岡崎市 三菱自動車工業㈱ 東京 19.10.25
㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ｳｪﾙ 名古屋市 東海旅客鉄道㈱ 東京 20.4.30
ｽｷﾞｽﾏｲﾙ㈱ 安城市 ｽｷﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 愛知 21.7.24
ﾄﾖﾀﾙｰﾌﾟｽ㈱ 豊田市 ﾄﾖﾀ自動車㈱ 愛知 21.10.1
TGｳｪﾙﾌｪｱ㈱ 清須市 豊田合成㈱ 愛知 22.9.21
㈱ｹﾞｵﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 春日井市 ㈱ｹﾞｵﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 愛知 23.3.30
㈱ＴＲＩｼﾞｮｲﾌﾙ 小牧市 東海ｺﾞﾑ工場㈱ 愛知 25.12.26
㈱ｱｲｺｰ 安城市 愛知県厚生農業協同組合連合会 愛知 26.5.12

※ ㈱三重ﾃﾞｰﾀｸﾗﾌﾄ 津市 JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 神奈川 15.5.30
㈱三厚連ｳｲｽﾞ 鈴鹿市 三重県厚生農業協同組合連合会 三重 25.3.28
SWSｽﾏｲﾙ㈱ 津市 住友電装㈱ 三重 25.10.9
㈱Bridge 四日市市 ㈱ｽﾀｯﾌﾌﾞﾘｯｼﾞ 三重 26.2.10

 電気硝子ﾕﾆﾊﾞｰｻﾎﾟｰﾄ㈱ 大津市 日本電気硝子㈱ 滋賀 55.9.22
 ㈱ｸﾚｰﾙ 犬上郡多賀町 参天製薬㈱ 大阪 10.5.22
 ｶﾙﾋﾞｰ･ｲｰﾄｰｸ㈱ 湖南市 ｶﾙﾋﾞｰ㈱ 東京 22.12.1
※ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｱｿｼｴｲﾂ滋賀㈱ 彦根市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ 大阪 24.1．1

㈱ｻﾆｰﾘｰﾌ 彦根市 ㈱平和堂 滋賀 25.3.12

 ｵﾑﾛﾝ京都太陽㈱ 京都市 ｵﾑﾛﾝ㈱ 京都 61.7.4
㈱ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ﾋﾞｼﾞﾈｽｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 京都市 ㈱GSﾕｱｻ 京都 19.12.12
㈱u&n 京都市 ㈱ﾆｯｾﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 京都 20.5.2
㈱ﾊｰﾄｺｰﾌﾟきょうと 京都市 京都生活協同組合 京都 25.11.18
㈱ｿﾙﾉﾘｰﾌﾞｽ 木津川市 ㈱ﾀｶｿﾞﾉ 大阪 21.5.28

 ｼｬｰﾌﾟ特選工業㈱ 大阪市 ｼｬｰﾌﾟ㈱ 大阪 52.3.31
 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ共栄㈱ 大阪市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 愛知 55.4.1
※ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ交野㈱ 交野市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ 大阪 58.2.7
 ㈱ﾀﾞｲｷ 大阪市 ㈱ﾀﾞｲﾍﾝ 大阪 58.7.22
 SMBCｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 東大阪市 ㈱三井住友銀行 東京 3.5.30
 ㈱ﾆｯｾｲﾆｭｰｸﾘｴｰｼｮﾝ 大阪市 日本生命保険相互会社 大阪 6.3.1
※ ㈱ﾀﾞｲｷﾝｻﾝﾗｲｽﾞ摂津 摂津市 ﾀﾞｲｷﾝ工業㈱ 大阪 6.6.1
※ ㈱かんでんｴﾙﾊｰﾄ 大阪市 関西電力㈱ 大阪 7.6.1
 ㈱ｴﾙｱｲ武田 大阪市 武田薬品工業㈱ 大阪 7.10.27
 三洋ﾊｰﾄｴｺﾛｼﾞｰ㈱ 大東市 三洋電機㈱ 大阪 10.11.20

㈱ｽﾐｾｲﾊｰﾓﾆｰ 大阪市 住友生命保険相互会社 大阪 13.11.27
㈱三幸舎ﾗﾝﾄﾞﾘｰｾﾝﾀｰ 泉佐野市 ㈱吉野家 東京 15.5.1
ｸﾎﾞﾀﾜｰｸｽ㈱ 大阪市 ㈱ｸﾎﾞﾀ 大阪 15.6.20
北おおさかﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ㈱ 吹田市 北おおさか信用金庫 大阪 15.10.17
ｱﾃﾞｺｿﾚｲﾕ㈱ 大阪市 ｱﾃﾞｺ㈱ 東京 17.3.16
ｺｸﾖkﾊｰﾄ㈱ 大阪市 ｺｸﾖ㈱ 大阪 17.4.20
㈱あしすと阪急 大阪市 阪急阪神ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 大阪 17.5.11
㈱南海ﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ 大阪市 南海電気鉄道㈱ 大阪 17.6.27
㈱ｻﾎﾟｰﾄ21 大阪市 ㈱ｹｱ21 大阪 18.10.5

滋賀県(5社)

京都府(5社)

大阪府(33社)

三重県(4社)
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所在地 所在地
認定年月日親会社特例子会社名

㈱ｳｲﾙﾊｰﾂ 大阪市 ㈱ｳｲﾙﾃｯｸ 大阪 19.4.5
㈱ｷﾘﾝﾄﾞｳﾍﾞｽﾄ 東大阪市 ㈱ｷﾘﾝ堂 大阪 20.3.13
ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ㈱ 泉南市 ｺｸﾖ㈱ 大阪 20.3.17
昌和不動産㈱ 大阪市西区 東洋ｺﾞﾑ工業㈱ 大阪 21.6.1
㈱NTT西日本ﾙｾﾝﾄ 大阪市都島区 西日本電信電話㈱ 大阪 21.12.3
ﾊｳｽあいﾌｧｸﾄﾘｰ㈱ 東大阪市 ﾊｳｽ食品ｸﾞﾙｰﾌﾟ本社㈱ 大阪 22.4.30
ｸﾎﾞﾀｻﾝﾍﾞｼﾞﾌｧｰﾑ㈱ 南河内郡 ㈱ｸﾎﾞﾀ 大阪 23.2.10
㈱ﾊｰﾄｺｰﾌﾟいずみ 和泉市 大阪いずみ市民生活協同組合 大阪 23.2.15
㈱ｴｸｾﾃﾞｨ太陽 寝屋川市 ㈱ｴｸｾﾃﾞｨ 大阪 23.4.28
ﾌｼﾞｱﾙﾃｽﾀｯﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ㈱ 堺市 ﾌｼﾞｱﾙﾃ㈱ 大阪 23.5.31
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｸｾﾙｱｿｼｴｲﾂ㈱ 大阪市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｸｾﾙｽﾀｯﾌ㈱ 大阪 23.8.1
㈱ﾌﾘｰｹﾞｰﾄ白浜 大阪市 ㈱ﾊﾟﾙ 大阪 24.3.8
ｲﾄｷﾝｸﾞﾘｰﾝｱｲ㈱ 大阪市 ｲﾄｷﾝ㈱ 大阪 24.5.21
㈱共生 東大阪市 ㈱万代 大阪 25.3.27

 明和工業協同組合  明石市 大和製衡㈱ 兵庫 53.3.23
※ 播磨三洋工業㈱ 加西市 三洋電機㈱ 大阪 58.1.14
※ 阪神友愛食品㈱ 西宮市 生活協同組合ｺｰﾌﾟこうべ 兵庫 62.7.1
 ㈲ｴﾇ･ｴｽ･ｸﾞﾘｰﾝ 姫路市 ㈱日本触媒 大阪 7.5.8
 YKK六甲㈱ 神戸市 YKK㈱ 富山 11.5.11
 ｸﾞﾛｰﾘｰﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ㈱ 姫路市 ｸﾞﾛｰﾘｰ㈱ 兵庫 11.5.17

㈱ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 神戸市 ㈱ﾜｰﾙﾄﾞ 兵庫 16.5.13
㈱SRIｳｨｽﾞ 神戸市 住友ｺﾞﾑ工業㈱ 兵庫 16.12.3
日本ﾊﾟｰｿﾈﾙｾﾝﾀｰ㈱ 神戸市 ﾕｰｼｰｼﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 兵庫 17.5.30
㈱ｴｽｺｱﾊｰﾂ 加古郡稲美町 ㈱ﾉｰﾘﾂ 兵庫 18.5.26
㈱ﾅﾘｽ ｺｽﾒﾃｨｯｸ ﾌﾛﾝﾃｨｱ 神戸市 ㈱ﾅﾘｽ化粧品 大阪 19.1.9
すみでんﾌﾚﾝﾄﾞ㈱ 伊丹市 住友電気工業㈱ 大阪 21.2.24
㈱JR西日本あいｳｨﾙ 尼崎市 西日本旅客鉄道㈱ 大阪 21.5.18
WDB独歩㈱ 姫路市 WDBﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 兵庫 23.10.21
㈱ことぶきﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 芦屋市 ㈱阪神調剤薬局 兵庫 25.12.25
㈱ﾄｰﾎｰｳｲﾝｸﾞ 神戸市 ㈱ﾄｰﾎｰ 兵庫 26.4.10
㈱川重ﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ 神戸市 ㈱川崎重工業㈱ 兵庫 26.5.20

㈱ﾊｰﾄﾌﾙｺｰﾌﾟなら 磯城郡 市民生活協同組合ならｺｰﾌﾟ 奈良 23.12.27

NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 和歌山市 新日鐵住金㈱ 東京 25.4.11

㈱ｾﾝｺｰｽｸｰﾙﾌｧｰﾑ鳥取 東伯郡 ｾﾝｺｰ㈱ 大阪 23.1.6
※ 千代三洋工業㈱ 鳥取市 三洋電機㈱ 大阪 24.4.1

㈱大山どりーむ 米子市 ㈱大山どり 鳥取 24.4.17

島根ﾅｶﾊﾞﾔｼｻﾝﾜｰｸｽ㈱ 出雲市 島根ﾅｶﾊﾞﾔｼ㈱ 島根 23.1.19

和歌山(1社)

島根県(1社)

奈良(1社)

鳥取県(3社)

兵庫県(17社)
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所在地 所在地
認定年月日親会社特例子会社名

※ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ吉備㈱ 加賀郡吉備中央町 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ㈱ 大阪 56.5.20
㈱ｸﾞﾛｯﾌﾟｻﾝｾﾘﾃ 岡山市 ㈱ｸﾞﾛｯﾌﾟ 岡山 16.5.10
㈱日研環境ｻｰﾋﾞｽ 倉敷市 日研総業㈱ 東京 16.11.1
㈱ﾋﾞｰﾊｯﾋﾟｰ 苫田郡 ㈱山田養蜂場本社 岡山 24.4.23
㈱キャプラ・ウィッシュ 岡山市 ㈱キャリアプランニング 岡山 26.3.26

※ ㈱広島情報ｼﾝﾌｫﾆｰ 広島市 ㈱ｻﾝﾈｯﾄ 広島 2.5.31
松尾電気㈱ 三原市大和町 ｽﾀﾝﾚｰ電気㈱ 東京 5.10.25
JFEｱｯﾌﾟﾙ西日本㈱ 福山市 JFEｽﾁｰﾙ㈱ 東京 15.5.30
㈱ﾀﾞｲｿｰｳｲﾝｸﾞ 東広島市 ㈱大創産業 広島 19.3.22
㈱ｱｸﾚｽ 福山市 ㈱ｺﾊﾟｯｸｽ 広島 19.4.9
㈱ﾊｰﾄｺｰﾌﾟひろしま 広島市安佐北区 生活協同組合ひろしま 広島 19.12.20
㈱もりじょう 広島市西区 丸井産業㈱ 広島 21.4.23
ﾂﾈｲｼﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 福山市沼隈町 ﾂﾈｲｼﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 広島 23.2.24
㈱ﾊｰﾄｺｰﾌﾟおのみち 広島市 生活協同組合連合会ｺｰﾌﾟ中国四国事業連合 広島 25.8.22
㈱ｲｰ･ｱｰﾙ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 福山市 ㈱ｴﾃﾞｨｵﾝ 大阪 25.11.8
㈱ｼﾝﾜﾕﾆﾊﾟﾙ 尾道市 新和ﾋﾞﾙ・ｻｰﾋﾞｽ㈱ 広島 26.1.24

 ㈲ﾘﾍﾞﾙﾀｽ興産 宇部市 宇部興産㈱ 山口 4.1.27

 はーとふる川内㈱ 徳島市 大塚製薬㈱ 東京 24.1.11
 ㈱ﾊｰﾄﾌﾙｺｰﾌﾟとくしま 板野郡板野町 生活協同組合とくしま生協 徳島 24.11.12

大黒友愛紙工㈱ 三豊市 大黒工業㈱ 愛媛 13.3.19
㈱T-NETvigla 高松市 ㈱ﾃｨｰﾈｯﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ 香川 17.7.20
あなぶきﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 高松市 穴吹興産㈱ 香川 21.2.3

 大王製紙保安検査ｼｽﾃﾑ㈱ 四国中央市 大王製紙㈱ 愛媛 22.12.22
 日本食研ｽﾏｲﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 今治市 日本食研ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 愛媛 23.5.9
 ㈱ﾌｼﾞ･ﾊｰﾄﾃﾞﾘｶ 松山市 ㈱ﾌｼﾞﾃﾞﾘｶ･ｸｵﾘﾃｨ 愛媛 23.12.15

 ㈱ﾀﾞｯｸｽ四国 南国市 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ 広島 10.9.18

 ㈲化成ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｰﾋﾞｽ 北九州市 三菱化学㈱ 東京 6.1.26
※ ｻﾝｱｸｱTOTO㈱ 北九州市 TOTO㈱ 福岡 6.5.25
※ ㈱ﾋﾞｰ･ﾋﾟｰ･ｼｰ 福岡市 ㈱ﾍﾞｽﾄ電器 福岡 6.11.7

㈱九電工ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 福岡市 ㈱九電工 福岡 13.10.1

愛媛県(3社)

岡山県(5社)

香川県(3社)

山口県(1社)

徳島県(2社)

高知県(1社)

福岡県(13社)

広島県(11社)
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所在地 所在地
認定年月日親会社特例子会社名

㈱ｸﾞﾘｰﾝﾌﾗｯｼｭ 福岡市 ㈱ｺｽﾓｽ薬品 福岡 16.5.14
㈱九州字幕放送共同制作ｾﾝﾀｰ 福岡市 九州電力㈱ 福岡 16.10.26

※ 九州地理情報㈱ 福岡市 ㈱ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾃｯｸ 福岡 21.4.24
ﾀﾏｱｸﾞﾘ㈱ 筑後市 ﾀﾏﾎｰﾑ㈱ 東京 21.12.1
㈱ｴﾙｽ 福岡市 三洋ﾋﾞﾙ管理㈱ 福岡 22.11.26
㈱ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ 福岡市 ㈲RUN 福岡 23.2.23
西鉄ｳｨﾙｱｸﾄ㈱ 福岡市 西日本鉄道㈱ 福岡 23.3.25
㈱希望の里 筑後市 ㈱ｱｸｾｽ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 福岡 24.1.10
㈱ﾌﾟﾚﾅｽﾜｰｸｻｰﾋﾞｽ 福岡市 ㈱ﾌﾟﾚﾅｽ 福岡 26.3.14

SUMCOｻﾎﾟｰﾄ㈱ 伊万里市 ㈱SUMCO 東京 16.5.13
 ㈱ﾀﾞｯｸｽ佐賀 神埼郡吉野ヶ里町 ㈱ｴﾌﾋﾟｺ 広島 18.11.21

※ ﾌﾟﾘﾏﾙｰｹ㈱ 雲仙市国見町 ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ㈱ 東京 8.7.11

※ 希望の里ﾎﾝﾀﾞ㈱ 宇城市松橋町 本田技研工業㈱ 東京 62.4.23
西九州ﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 熊本市 熊青西九州青果㈱ 熊本 22.4.28
有明ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｻﾎﾟｰﾄ㈱ 玉名郡長洲町 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ㈱ 東京 23.7.22

 ｵﾑﾛﾝ太陽㈱ 別府市 ｵﾑﾛﾝ㈱ 京都 52.12.15
 ｿﾆｰ･太陽㈱ 速見郡日出町 ｿﾆｰ㈱ 東京 56.12.14
 ﾎﾝﾀﾞ太陽㈱ 速見郡日出町 本田技研工業㈱ 東京 57.5.26
 三菱商事太陽㈱ 別府市 三菱商事㈱ 東京 59.4.24
 ﾎﾝﾀﾞｱｰﾙｱﾝﾄﾞﾃﾞｰ太陽㈱ 速見郡日出町 ㈱本田技術研究所 埼玉 5.3.15
 富士通ｴﾌｻｽ太陽㈱ 別府市 ㈱富士通エフサス 神奈川 7.10.16
 日豊ｵﾉﾀﾞ㈱ 津久見市 太平洋ｾﾒﾝﾄ㈱ 東京 13.3.13

㈱ｼﾞｮｲﾌﾙｻｰﾋﾞｽ 大分市 ㈱ｼﾞｮｲﾌﾙ 大分 17.2.28
ｷﾔﾉﾝｳｨﾝﾄﾞ㈱ 大分市 大分ｷﾔﾉﾝ㈱ 大分 21.5.22
大銀ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ㈱ 大分市 ㈱大分銀行 大分 23.5.25

 ㈱旭化成ｱﾋﾞﾘﾃｨ 延岡市 旭化成㈱ 東京 61.3.22

㈱愛生 曾於郡大崎町 ㈱岩田屋三越 福岡 10.1.1
ふれあい･ささえあい㈱ 鹿児島市 ㈱新日本科学 鹿児島 25.3.28

 ㈱おおぎみﾌｧｰﾑ 国頭群大宜見村 ㈱ｵｵﾊﾞ 東京 26.5.29

沖縄県(1社)

宮崎県(1社)

佐賀県(2社)

大分県(10社)

鹿児島県(2社)

長崎県(1社)

熊本県(3社)
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