
特例子会社一覧 平成18年3月末日現在会社数 188社

（注）

1 ※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。
2 昭和63年４月より法律によって位置づけたものであり、昭和63年３月以前は局長通達による取扱による。

北海道（３社）

認定

所在地 所在地 年月日

上磯興業㈱ 上磯郡上磯部町 太平洋セメント㈱ 東京 14.7.30
　 ㈱テルベ 北見市 (株）セブン＆アイ・ホールディングス 東京 17.9.1 ○

北海道はまなす食品㈱ 北広島市 生活協同組合コープさっぽろ 北海道 17.12.26

宮城県（３社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 アビリティーズジャスコ㈱ 仙台市 イオン㈱ 千葉 58.7.26
　 ㈱カローラテック 仙台市 トヨタカローラ宮城㈱ 宮城 4.1.27
　 ㈲杏友精器 仙台市 東洋刃物㈱ 宮城 10.7.13

山形県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

㈲エプソンスワン 酒田市 東北エプソン㈱ 山形 14.9.30

栃木県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

㈱ＪＳＰモールディング 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

埼玉県（９社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 ㈱アドバンス 行田市 ㈱コーセー 東京 5.3.31
　 ㈱ハロー 熊谷市 日立金属㈱ 東京 10.8.10 ○
　 ㈱三愛エスポアール 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
　 ㈱西友サービス 川越市 ㈱西友 東京 13.3.1 ○

㈱エム・エル・エス 東松山市 ㈱松屋フーズ 東京 13.12.18
㈱マルイキットセンター 戸田市 ㈱丸井 東京 15.11.7 ○
あけぼの１２３㈱ 羽生市 曙ブレーキ工業（株） 埼玉 16.4.1 ○
㈱アドバンテストグリーン 狭山市 ㈱アドバンテスト 東京 16.9.17

千葉県（７社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ ㈱千葉データセンター 千葉市 東洋エンジニアリング㈱ 千葉 元.４.1 ○
　 ㈱ダックス 習志野市 ㈱エフピコ 広島 4.5.28
　 ㈱舞浜ビジネスサービス 浦安市 ㈱オリエンタルランド 千葉 11.5.10

サムコサポート㈱ 野田市 三菱住友シリコン（株） 東京 16.5.13 ○
さくらサービス㈱ 市原市 創価学会 東京 17.2.8
㈱ジェイフレンドリー 成田市 日本ビジネス開発㈱ 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

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

親会社特例子会社名
グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社

43



特例子会社一覧 平成18年3月末日現在会社数 188社

東京都（49社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 菱信データ㈱ 港区 三菱信託銀行㈱ 東京 54.7.30
　 物産サービス㈱ 千代田区 三井物産㈱ 東京 57.5.27
　 ㈱あおばウオッチサービス 江東区 セイコー㈱ 東京 59.7.15 ○
※ ㈱東京都データシステムズ 日野市 国際航業㈱ 東京 60.10.30
　 日製サービス㈱ 港区 日立ハイテクノロジーズ㈱ 東京 62.9.3
※ 東京都ビジネスサービス㈱ 江東区 カテナ㈱ 東京 62.12.4
　 ㈱リクルートプラシス 中央区 ㈱リクルート 東京 2.5.30 ○
　 ㈱長谷工システムズ 港区 ㈱長谷工コーポレーション 東京 3.7.24
　 ㈱マーノ 豊島区 ㈱マルエツ 東京 4.5.11
※ 東京グリーンシステムズ㈱ 多摩市 ㈱ＣＳＫ 東京 5.3.29
　 ㈱JTBデータサービス 文京区 ㈱ジェイティービー 東京 5.3.30
　 エーエヌエー・ウィング・フェローズ㈱ 大田区 全日本空輸㈱ 東京 5.12.12
※ 東京都プリプレス・トッパン㈱ 板橋区 凸版印刷㈱ 東京 5.12.27
　 身体障害者雇用促進研究所㈱ 中野区 テンプスタッフ㈱ 東京 6.2.28

日通ハートフル㈱ 港区 日本通運㈱ 東京 10.5.7
　 ㈱ヒューマングリーンサービス 府中市 ㈱アサンテ 東京 11.10.1
　 ㈱オレンジジャムコ 三鷹市 ㈱ジャムコ 東京 11.10.18
　 ㈱フロンティア日建設計 千代田区 ㈱日建設計 大阪 11.4.28
　 東友インテックス㈱ 千代田区 ㈱トーメン 東京 11.6.11 ○
　 横河ファウンドリー㈱ 武蔵野市 横河電機㈱ 東京 11.9.24 ○

㈱九段パルス 千代田区 ㈱小学館 東京 13.5.30
㈱スワン 中央区 ヤマト運輸㈱ 東京 13.8.1
ソニー光㈱ 品川区 ソニー㈱ 東京 14.5.1 ○
ソラン・ピュア㈱ 港区 ソラン㈱ 東京 14.5.16 ○
オーク・フレンドリーサービス㈱ 墨田区 ㈱大林組　東京本社 東京 14.5.20
ジョブサポートパワー㈱ 千代田区 マンパワー・ジャパン㈱ 東京 15.3.18
㈱ビジネス・チャレンジド 町田市 ㈱みずほフィナンシャルグループ 東京 15.4.1 ○
ＮＥＣフレンドリースタフ㈱ 府中市 日本電気㈱ 東京 15.5.1
㈱ビジネスプラス 府中市 ㈱もしもしホットライン 東京 15.5.2
㈱パソナハートフル 千代田区 ㈱パソナ 東京 15.6.18
㈱サンエー・ロジスティクス 渋谷区 ㈱サンエー・インターナショナル 東京 15.10.31
㈱キユーピーあい 町田市 キユーピー㈱ 東京 15.12.26
フレンドリーエーム㈱ 港区 エームサービス㈱ 東京 16.4.15 ○
エイチ・ティー・ソリューションズ㈱ 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 ○
ブリヂストンチャレンジド㈱ 小平市 ㈱ブリヂストン 東京 16.5.26 ○
㈱ビルケアスタッフ 千代田区 ㈱日立ビルシステム 東京 16.5.26 ○
太平洋サービス㈱ 中央区 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
㈱ＪＡＬサンライト 品川区 ㈱日本航空 東京 17.2.1 ○
㈱伊勢丹ソレイユ 新宿区 ㈱伊勢丹 東京 17.3.25 ○

　 ㈱博報堂アイ・オー 港区 ㈱博報堂ＤＹホールディングス 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
アステラス人材開発サポート㈱ 中央区 アステラス製薬㈱ 東京 17.5.13 ○
㈱ベネッセビジネスメイト 多摩市 ㈱ベネッセコーポレーション 岡山 17.5.26 ○
ＮＴＴクラルティ（株） 武蔵野市 日本電信電話（株） 東京 17.6.1 ○
大東コーポレートサービス（株） 港区 大東建託（株） 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
㈱コムスン・スマイル 港区 グッドウイル・グループ㈱ 東京 18.1.11 ○

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社
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特例子会社一覧 平成18年3月末日現在会社数 188社

神奈川県（26社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 伊藤忠ユニダス㈱ 横浜市 伊藤忠商事㈱ 東京 63.3.15
　 ㈱羽田工作所 川崎市 ㈱秀光 東京 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 ○
　 リコーエスポアール㈱ 海老名市 ㈱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
山武フレンドリー㈱ 藤沢市 ㈱山武 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 ○
　 ㈱スタッフサービス・ビジネスサポート 相模原市 ㈱スタッフサービス・ホールディングス 東京 12.8.22 ○
　 富士ソフト企画㈱ 鎌倉市 富士ソフトABC㈱ 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

㈱ニッパツ・ハーモニー 横浜市 日本発条㈱ 神奈川 14.4.24
㈲旭硝子サンスマイル 横浜市 旭硝子㈱ 東京 14.7.30
㈱テクノサービス・ビジネスサポート 相模原市 ㈱スタッフサービス・ホールディングス 東京 15.3.31 ○
ピアサポート㈱ 横浜市 セントケア㈱ 東京 15.4.25
ＪＦＥアップル東日本㈱ 川崎市 JFEスチール㈱ 東京 15.5.30
㈱京急ウィズ 川崎市 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・ビジネススタッフ㈱ 横浜市 日清オイリオグループ㈱ 東京 16.4.27 ○
㈱東急ウィル 川崎市 東京急行電鉄㈱ 東京 16.5.17 ○
㈱富士通ゼネラルハートウェア 川崎市 ㈱富士通ゼネラル 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
東芝ウイズ㈱ 横浜市 ㈱東芝 東京 17.５.9 ○
共生産業㈱ 相模原市 ㈱トラストワークスサンエー 神奈川 17.8.17
相鉄ウイッシュ（株） 横浜市 相模鉄道（株） 神奈川 18.3.23

山梨県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

洋信産業㈱ 甲府市 三菱樹脂㈱ 東京 17.4.27

長野県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 エプソンミズベ㈱ 諏訪市 セイコーエプソン㈱ 長野 59.2.24 ○
※ ㈱長野協同データセンター 長野市 ㈱協同測量社 長野 4.3.30

岐阜県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ ㈱サン・シング東海 楫斐郡大野町 ㈱トーカイ 岐阜 6.5.31 ○
富士リネン㈱ 郡上市 カネコ㈱ 岐阜 15.12.8

静岡県（7社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ ㈱エイ・ピー・アイ 沼津市 ㈱駿河銀行 静岡 3.4.30
　 ワイピービジネスサービス㈱ 浜松市 ヤマハ㈱ 静岡 4.5.6
　 ㈱ミクロ富士見 静岡市 スター精密㈱ 静岡 17.1.21

矢崎ビジネスサポート㈱ 裾野市 矢崎総業㈱ 静岡 17.4.18
㈱スズキ・サポート 浜松市 スズキ㈱ 静岡 17.4.26

エス・ライフサポート㈱ 静岡市 杉本金属工業㈱ 静岡 17.12.16

(株）TBEケミカル 焼津市 （株）東海ビルエンタープライズ 静岡 18.4.3

特例子会社名 親会社

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無
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特例子会社一覧 平成18年3月末日現在会社数 188社

愛知県（７社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 デンソー太陽㈱ 蒲郡市 ㈱デンソー 愛知 59.6.1
　 ㈱アストロ 知立市 富士機械製造㈱ 愛知 62.5.11
※ 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.5.2
　 日東電工ひまわり㈱ 豊橋市 日東電工㈱ 大阪 13.2.9 ○

ユーエフジェイビジネスエイド㈱ 西春日井郡師勝町 ㈱ＵＦＪ銀行 愛知 14.1.15
中電ウイング㈱ 名古屋市 中部電力㈱ 愛知 15.4.1
(有)サポートサービスセンター 愛知郡長久手町 ㈱ＫＴＣホールディングス 愛知 17.11.7 ○

三重県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ ㈱三重データクラフト 津市 JFEエンジニアリング㈱ 東京 15.5.30
㈱アサンテ 久居市 トランス・コスモス㈱ 東京 18.1.11

滋賀県（３社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 電気硝子ユニバーサポート㈱ 大津市 日本電気硝子㈱ 滋賀 55.9.22 ○
※ 滋賀松下電工㈱ 彦根市 松下電工㈱ 大阪 8.3.22
　 ㈱クレール 犬上郡多賀町 参天製薬㈱ 大阪 10.5.22

京都府（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 オムロン京都太陽㈱ 京都市 オムロン㈱ 京都 61.7.4

大阪府（20社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 シャープ特選工業㈱ 大阪市 シャープ㈱ 大阪 52.3.31
　 松下エコシステムズ共栄㈱ 大阪市 松下エコシステムズ㈱ 愛知 55.4.1 ○
※ 交野松下㈱ 交野市 松下電器産業㈱ 大阪 58.2.7
　 ㈱ダイキ 大阪市 ㈱ダイヘン 大阪 58.7.22
　 エスエムビーシーグリーンサービス㈱ 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
※ ㈱ダイキンサンライズ摂津 摂津市 ダイキン工業㈱ 大阪 6.6
※ ㈱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
　 三洋ハートエコロジー㈱ 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
㈱三幸舎ランドリーセンター 泉佐野市 ㈱吉野家ディー・アンド・シー 東京 15.5.1
クボタワークス㈱ 大阪市 ㈱クボタ 大阪 15.6.20
十信ビジネスサービス㈱ 大阪市 十三信用金庫 大阪 15.10.17
㈱ラミNOVA 大阪市 ㈱ノヴァ 大阪 16.3.8
アデコソレイユ㈱ 大阪市 アデコ㈱ 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 北区 阪急ホールディングス（株） 大阪 17.5.11 ○
（株）南海ハートフルサービス 中央区 南海電気鉄道（株） 大阪 17.6.27 ○
㈱トーヨーリファイン 西区 東洋ゴム工業㈱ 大阪 ７．１０． ○

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
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グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
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特例子会社一覧 平成18年3月末日現在会社数 188社

兵庫県（９社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 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 生活協同組合コープこうべ 兵庫 62.7.1
　 ㈲エヌ・エス・グリーン 姫路市 ㈱日本触媒 大阪 7.5.8
　 ＹＫＫ六甲㈱ 神戸市 ＹＫＫ㈱ 富山 11.5.11 ○
　 グローリーフレンドリー㈱ 姫路市 グローリー工業㈱ 兵庫 11.5.17 ○

㈱ワールドビジネスサポート 神戸市 ㈱ワールド 兵庫 16.5.13 ○
㈱ＳＲＩウィズ 神戸市 住友ゴム工業㈱ 兵庫 16.12.3 ○
日本パーソネルセンター㈱ 神戸市 ＵＣＣ上島珈琲㈱ 兵庫 17.5.30 ○

奈良県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

ヤマトテキスタイル㈱ 北葛城郡新庄町 マルコ㈱ 奈良 10.1.28

鳥取県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ 千代三洋工業㈱ 鳥取市 鳥取三洋電機㈱ 鳥取 5.11.10

岡山県（３社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ 吉備松下㈱ 御津郡加茂川町 松下電器産業㈱ 大阪 56.5.20
㈱グロップサンセリテ 岡山市 ㈱グロップ 岡山 16.5.10 ○
㈱日研環境サービス 倉敷市 日研総業㈱ 東京 16.11.1 ○

広島県（３社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ ㈱広島情報シンフォニー 広島市 ㈱中国サンネット 広島 2.5.31
松尾電気㈱ 賀茂郡大和町 スタンレー電気㈱ 東京 5.10.25
ＪＦＥアップル西日本㈱ 福山市 JFEスチール㈱ 東京 15.5.30

山口県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 ㈲リベルタス興産 宇部市 宇部興産㈱ 山口 4.1.27

香川県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

(株)Ｔ－ＮＥＴvigla 高松市 (株)ティーネットジャパン 香川 17.7.20

愛媛県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 ㈱ケイシー 温泉郷重信町 ㈱キクノ 愛媛 10.5.28
　 大黒友愛紙工㈱ 川之江市 大黒工業㈱ 愛媛 13.3.19

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
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高知県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 ㈱ダックス四国 南国市 ㈱エフピコ 広島 10.9.18
㈱エコライフ土佐 高知市 ㈱サニーマート 高知 14.1.8

福岡県（６社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ 九州地理情報㈱ 福岡市 東亜建設技術㈱ 福岡 3.6.3
　 ㈲化成フロンティアサービス 北九州市 三菱化学㈱ 東京 6.1.26 ○
※ ㈱サンアクアトートー 北九州市 東陶機器㈱ 福岡 6.5.25 ○
※ ㈱ビー・ピー・シー 福岡市 ㈱ベスト電器 福岡 6.11.7

㈱九電工フレンドリー 福岡市 ㈱九電工 福岡 13.10.1 ○
㈱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

長崎県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ プリマルーケ㈱ 南高来郡国見町 プリマハム㈱ 東京 8.7.11
川棚ワークサービス㈲ 東彼杵郡川棚町 日本フードパッカー㈱ 青森 17.1.12

熊本県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

※ 希望の里ホンダ㈱ 下益城郡松橋町 本田技研工業㈱ 東京 62.4.23

大分県（８社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 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
　 ホンダ太陽㈱ 別府市 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
　 ホンダアールアンドデー太陽㈱ 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 富士通サポートアンドサービス㈱ 東京 7.10.16
　 日豊オノダ㈱ 津久市 太平洋セメント㈱ 東京 13.3.13

㈱ジョイフルサービス 大分市 ㈱ジョイフル 大分 17.2.28

宮崎県（２社）

認定

所在地 所在地 年月日

　 ㈱旭化成アビリティ 延岡市 旭化成㈱ 東京 61.3.22 ○
㈱グリーンフラッシュ 宮崎市 ㈱コスモス薬品 宮崎 16.5.14

鹿児島県（１社）

認定

所在地 所在地 年月日

㈱愛生 曾於郡大崎町 ㈱岩田屋 福岡 10.1.1

特例子会社名 親会社

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

グルー
プ適用
の有無

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社
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