
令和４年６月１日現在 579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

認定
所在地 所在地 年月日

上磯興業㈱ 北斗市 太平洋セメント㈱ 東京 14.7.30
㈱テルベ 北見市 ㈱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
㈱ほくでんアソシエ 札幌市白石区 北海道電力㈱ 北海道 21.3.30
㈱ワタキュークリーン 石狩市 ワタキューセイモア㈱ 京都 26.12.5
NTSプリント工房㈱ 札幌市中央区 NTSホールディングス㈱ 東京 27.7.10

認定
所在地 所在地 年月日

げんねんワークサポート㈱ 青森市 日本原燃㈱ 青森 R1.5.13

認定
所在地 所在地 年月日

アビリティーズジャスコ㈱ 仙台市青葉区 イオン㈱ 千葉 58.7.26
㈲ウジエクリーンサービス 登米市 ㈱ウジエスーパー 宮城 18.4.18
㈱クリーン＆クリーン 仙台市宮城野区 東洋ワーク㈱ 宮城 22.5.14
㈱ﾐｸｼｨ・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ 仙台市 ㈱ﾐｸｼｨ 東京 30.7.2
東北電力ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 仙台市青葉区 東北電力㈱ 宮城 R1.5.10

認定
所在地 所在地 年月日

㈱ＰＯＣＨＩワン 秋田市 日本一ホールディングス㈱ 千葉 28.5.17

認定
所在地 所在地 年月日

ｴﾌﾟｿﾝｽﾜﾝ㈱ 酒田市 セイコーエプソン㈱ 長野 25.4.11

認定
所在地 所在地 年月日

㈱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
㈱さんしゃいんクレハ いわき市 ㈱クレハ 東京 26.8.1
㈱ハニーズハートフルサポート いわき市 ㈱ハニーズホールディングス 福島 29.3.27
サンシンスマイル㈱ 石川郡平田村 三進金属工業㈱ 大坂 R3.5.10
㈱ｱｲｴｽｴﾌﾈｯﾄｼﾞｮｲ いわき市 ㈱ｱｲｴｽｴﾌﾈｯﾄ 東京 R4.4.1

認定
所在地 所在地 年月日

NTK石岡ﾜｰｸｽ㈱ 石岡市 日本通信紙㈱ 東京 24.8.23
NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ東日本㈱ 鹿嶋市 日本製鉄㈱ 東京 25.4.11
㈱アンシェール 鹿嶋市 医療法人社団善仁会 茨城 28.10.3
㈱平山LACC 稲敷市 ㈱平山ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 29.6.16
㈱カスミみらい 土浦市 ㈱カスミ 茨城 31.3.4

特例子会社一覧

特例子会社名 親会社 認定年月日

北海道(6社)

特例子会社名 親会社

青森県(1社)

特例子会社名 親会社

宮城県(5社)

特例子会社名 親会社

秋田県(1社)

特例子会社名 親会社

山形県(1社)

特例子会社名 親会社

福島県(6社)

特例子会社名 親会社

茨城県(5社)

特例子会社名 親会社



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
CDPフロンティア㈱ 宇都宮市 シーデーピージャパン㈱ 栃木 25.9.30
デクセリアルズ希望㈱ 鹿沼市 デクセリアルズ㈱ 栃木 27.4.23

認定
所在地 所在地 年月日

明電ユニバーサルサービス㈱ 太田市 ㈱明電舎 東京 18.5.30
㈱アムコ 桐生市 ㈱ミツバ 群馬 18.12.22
㈱ハンプティーダンプティーティーパーティー 高崎市 ㈱ハンプティーダンプティー 群馬 24.12.21
㈱フレッセイヒューマンズネット 前橋市 ㈱フレッセイ 群馬 25.3.28
サンデンブライトパートナー㈱ 伊勢崎市 サンデン㈱ 群馬 25.4.24
㈱セントラルリリーフ 前橋市 ㈱セントラルサービス 群馬 26.5.2
スバルブルーム㈱ 太田市 ㈱ＳＵＢＡＲＵ 東京 26.7.30
㈱ブルースカイワン 伊勢崎市 ㈱栄久 群馬 27.5.29
㈱環境福祉サービス 高崎市 ㈱環境システムズ 群馬 27.6.24
㈱ジンズノーマ 前橋市 ㈱ｼﾞﾝｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 28.1.27

認定
所在地 所在地 年月日

㈱アドバンス 狭山市 ㈱コーセー 東京 5.3.31
日立金属ハロー㈱ 熊谷市 日立金属㈱ 東京 10.8.10
㈱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 ㈱松屋ﾌｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 13.12.18
㈱マルイキットセンター 戸田市 ㈱丸井グループ 東京 15.11.7
あけぼの１２３㈱ 羽生市 曙ブレーキ工業㈱ 埼玉 16.4.1
㈱アドバンテストグリーン 加須市 ㈱アドバンテスト 東京 16.9.17
㈱UACJグリーンネット 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
㈱富士薬品ユニバーサルネット さいたま市大宮区 ㈱富士薬品 埼玉 20.12.25
㈱ＪＲ東日本グリーンパートナーズ 戸田市 東日本旅客鉄道㈱ 東京 21.5.14
ＭＣＳハートフル㈱ さいたま市北区 メディカル・ケア・サービス㈱ 埼玉 22.10.12
㈱トライ・ウィズ 深谷市 東京ワックス㈱ 埼玉 24.7.2
㈱ウイズリサイクル さいたま市大宮区 ㈱ウィズウェイストジャパン 埼玉 24.8.23
㈱ミクニ　ライフ＆オート 加須市 ㈱ミクニ 東京 26.12.1
㈱カインズビジネスサービス 本庄市 ㈱カインズ 埼玉 27.3.5
ポラスシェアード㈱ 越谷市 ポラス㈱ 埼玉 27.4.15
ＳＡＰハピネス㈱ 川口市 サンキョー㈱ 埼玉 28.3.24
㈱ＴＸハーモニー 八潮市 首都圏新都市鉄道㈱ 東京 28.5.17
㈱エコ計画フレンズ さいたま市浦和区 ㈱エコ計画 埼玉 28.6.1
㈱ニューメック 上尾市 UDトラックス㈱ 埼玉 29.7.18
藤栄ｻｰﾋﾞｽ㈱ さいたま市岩槻区 藤倉ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ㈱ 東京 29.12.27
むさしのハーモニー㈱ さいたま市大宮区 ㈱武蔵野銀行 埼玉 30.4.18
ｳｴﾙｼｱｵｱｼｽ㈱ さいたま市見沼区 ｳｴﾙｼｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 R1.5.27
㈱スマートＦｕｎ 草加市 ㈱デリモ 埼玉 R1.5.28
㈱西武パレット 所沢市 ㈱西武ホールディングス 東京 R1.10.1
スリーボンドパートナーズ㈱ 入間市 ㈱スリーボンドホールディングス 東京 R1.10.30
㈱ＦｕｂｉｃＢｅｙｏｎｄ 戸田市 ㈱ｎｏｂｉｔｅｌ 東京 R4.6.1

認定
所在地 所在地 年月日

※㈱千葉データセンター 千葉市稲毛区 東洋エンジニアリング㈱ 千葉 元.4.1
さくらサービス㈱ 市原市 創価学会 東京 17.2.8
京成ハーモニー㈱ 印旛郡酒々井町 京成電鉄㈱ 千葉 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㈱ 千葉市美浜区 ㈱千葉銀行 千葉 19.5.16
㈱千葉ビジネスサポート 千葉市中央区 ㈱千葉薬品 千葉 19.7.26
㈱舞浜コーポレーション 浦安市 ㈱オリエンタルランド 千葉 21.12.1
エイジスコーポレートサービス㈱ 千葉市花見川区 ㈱エイジス 千葉 22.6.25
㈱市進アシスト 市川市 ㈱市進ホールディングス 千葉 24.2.1
㈱フジクラキューブ 佐倉市 ㈱フジクラ 東京 28.6.1
㈱星野リゾート・ワクワクシステムズ 習志野市茜浜 ㈱星野リゾート 長野 28.12.6
㈱ジェイフレンドリー 成田市 ㈱NKSホールディング 千葉 29.5.1
スターティアウィル㈱ 千葉市 スターティアホールディングス㈱ 東京 29.8.31
㈱IDOMﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ 千葉市 ㈱IDOM 東京 30.10.29
キッコーマンクリーンサービス㈱ 野田市 キッコーマン㈱ 千葉 R1.7.18
㈱リーガルビジネスサポート 浦安市 ㈱リーガルコーポレーション 千葉 R1.12.1
ビヨンドファームズ㈱ 船橋市 ㈱コシダテック 東京 R3.1.31
㈱BuySell Link 船橋市 ㈱BuySell Technologies 東京 R3.3.17
㈱タカサクリーンビズ 市原市 ㈱タカサ 千葉 R3.5.19

埼玉県(28社)

特例子会社名 親会社

千葉県(19社)

栃木県(3社)

特例子会社名 親会社

群馬県(10社)

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社



認定
所在地 所在地 年月日

菱信データ㈱ 港区 三菱UFJ信託銀行㈱ 東京 54.7.12
三井物産ビジネスパートナーズ㈱ 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
㈱日立ハイテクサポート 港区 ㈱日立ﾊｲﾃｸ 東京 62.9.3
㈱リクルートオフィスサポート 中央区 ㈱ﾘｸﾙｰﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 2.5.30
㈱長谷工システムズ 港区 ㈱長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東京 3.7.24
㈱ＪＴＢデータサービス 江東区 ㈱JTB 東京 5.3.30
※東京都チャレンジドプラストッパン㈱ 板橋区 凸版印刷㈱ 東京 5.12.１7
ＡＮＡ・ウィング・フェローズ・ヴィ王子㈱ 大田区 ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 5.12.22
㈱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 立川市 ㈱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
㈱九段パルス 千代田区 ㈱小学館 東京 13.5.30
ソニー希望・光㈱ 港区 ソニーグループ㈱ 東京 14.5.1
オーク・フレンドリーサービス㈱ 墨田区 ㈱大林組 東京 14.5.20
横河ファウンドリー㈱ 武蔵野市 横河電機㈱ 東京 14.11.1
ジョブサポートパワー㈱ 立川市 マンパワーグループ㈱ 東京 15.3.18
みずほビジネス・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 りらいあコミュニケーションズ㈱ 東京 15.5.2
㈱キューピーあい 町田市 キューピー㈱ 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・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
太平洋サービス㈱ 文京区 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
㈱ベネッセビジネスメイト 多摩市 ㈱ベネッセホールディングス 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
大東コーポレートサービス㈱ 品川区 大東建託㈱ 東京 17.8.1
㈱スワン 中央区 ヤマトホールディングス㈱ 東京 17.11.1
花王ピオニー㈱ 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・ファシリティーズ・チャレンジド㈱ 中央区 三井不動産ファシリティーズ㈱ 東京 18.5.1
㈱バンダイナムコウィル 港区 ㈱バンダイナムコホールディングス 東京 18.5.12
豊通オフィスサービス㈱ 港区 豊田通商㈱ 愛知 18.5.12
第一生命チャレンジド㈱ 北区 第一生命ホールディンｸﾞｽ㈱ 東京 18.11.1
トーマツチャレンジド㈱ 千代田区 有限責任監査法人トーマツ 東京 18.11.20
㈱エイジェックフレンドリー 新宿区 ㈱エイジェック 東京 18.11.29
㈱オー・エス・シー・フーズ 昭島市 ㈱Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 東京 19.3.19
㈱ダイヤモンド・グラフィック社 千代田区 ㈱ダイヤモンド社 東京 19.5.29
㈱サンキュウ・ウィズ 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 王子ホールディングス㈱ 東京 19.9.1
コネクシオウィズ㈱ 墨田区 コネクシオ㈱ 東京 19.10.19
㈱サイバーエージェントウィル 渋谷区 ㈱サイバーエージェント 東京 19.10.24
クリナップハートフル㈱ 荒川区 クリナップ㈱ 東京 20.3.7
㈱早稲田大学ﾎﾟﾗﾘｽ 新宿区 学校法人　早稲田大学 東京 20.3.24
ゆうせいチャレンジド㈱ 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
楽天ソシオビジネス㈱ 世田谷区 楽天グループ㈱ 東京 20.8.21
㈱リクルートスタッフィングクラフツ 中央区 ㈱リクルートスタッフィング 東京 20.9.1
リベラル㈱ 江戸川区 ラディックス㈱ 東京 20.10.21
㈱ＫＤＤＩチャレンジド 千代田区 ＫＤＤＩ㈱ 東京 20.10.30
ベイク・ド・ナチュレ㈱ 大田区 エン・ジャパン㈱ 東京 20.12.1
㈱ＮＴＴデータだいち 江東区 ㈱ＮＴＴデータ 東京 20.12.16
東電ハミングワーク㈱ 日野市 東京電力ホールディングス㈱ 東京 21.2.15
丸紅オフィスサポート㈱ 千代田区 丸紅㈱ 東京 21.2.27
㈱パソナハートフル 千代田区 ㈱パソナグループ 東京 21.3.1
パーソルサンクス㈱ 豊島区 パーソルホールディングス㈱ 東京 21.4.1
㈱サザビーリーグＨＲ 渋谷区 ㈱サザビーリーグ 東京 21.4.30
オリンパスサポートメイト㈱ 八王子市 オリンパス㈱ 東京 21.5.1
㈱帝京サポート 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 ㈱三越伊勢丹ホールディングス 東京 21.5.13
アフラック・ハートフル・サービス㈱ 調布市 アフラック生命保険㈱ 東京 21.11.15
㈱レオパレス・スマイル 中野区 ㈱レオパレス２１ 東京 21.11.16
㈱フルキャストビジネスサポート 品川区 ㈱フルキャストホールディングス 東京 22.2.1
東京海上ビジネスサポート㈱ 千代田区 東京海上ホールディングス㈱ 東京 22.3.25
※東京都ビジネスサービス㈱ 江東区 ㈱システナ 東京 22.4.1
ＮＳＷウィズ㈱ 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・ビジネスサポート 新宿区 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス 東京 22.4.27
ＣＴＣひなり㈱ 千代田区 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 東京 22.5.26
ＡＬＳＯＫビジネスサポート㈱ 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
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
㈱いなげやウイング 立川市 ㈱いなげや 東京 23.3．1
㈱ぐるなびサポートアソシエ 千代田区 ㈱ぐるなび 東京 23.3.7
ｷﾞｸﾞﾜｰｸｽ・ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ㈱ 港区 ｷﾞｸﾞﾜｰｸｽ㈱ 東京 23.3.8
㈱クローバー・ザ・チャレンジド 新宿区 ㈱セノン 東京 23.3.23
セコムビジネスプラス㈱ 渋谷区 セコム㈱ 東京 23.3.25
大和ライフプラス㈱ 中央区 大和ライフネクスト㈱ 東京 23.3.28
ソランピュア㈱ 新宿区 TIS㈱ 東京 23.4.1
㈱ＪＡＬサンライト 品川区 日本航空㈱ 東京 23.4.21
シダックスオフィスパートナー㈱ 調布市 シダックス㈱ 東京 23.5.27
あずさオフィスメイト㈱ 千代田区 有限責任あずさ監査法人 東京 23.9.20
㈱ソラストフォルテ 中央区 ㈱ソラスト 東京 23.9.29
※東京グリーンシステムズ㈱ 多摩市 ＳＣＳＫ㈱ 東京 23.10.1
㈱ＤＴＳパレット 中央区 ㈱ＤＴＳ 東京 23.12.27

東京都(184社)

特例子会社名 親会社



㈱サンドラッグ・ドリームワークス 府中市 ㈱サンドラッグ 東京 24.2.8
㈱綜合キャリアトラスト 港区 ㈱綜合キャリアオプション 東京 24.3.28
㈱テクノプロ・スマイル 港区 テクノプロ・ホールディングス㈱ 東京 24.4.28
㈱ゼンショービジネスサービス 港区 ㈱ゼンショーホールディングス 東京 24.5.24
双日ビジネスサポート㈱ 千代田区 双日㈱ 東京 24.5.30
ヨコハマピアサポート㈱ 港区 横浜ゴム㈱ 東京 24.5.30
㈱学研スマイルハート 品川区 ㈱学研ホールディングス 東京 24.10.29
㈱ハートフルアクア 品川区 ㈱ヨンドシーホールディングス 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
イトキングリーンアイ㈱ 渋谷区 イトキン㈱ 東京 24.5.21
㈱ローソンウィル 品川区 ㈱ローソン 東京 25.1.31
日清食品ビジネスサポートプラス㈱ 新宿区 ㈱日清食品ホールディングス㈱ 東京 25.3.25
㈱ジェイ・アイ・ハートサービス 新宿区 学校法人東京女子医科大学 東京 25.3.25
シグマフロンティア㈱ 品川区 シグマホールディングス㈱ 東京 25.5.8
㈱ストアクロス 中央区 ㈱ﾌﾟﾗｻﾞｸﾘｴｲﾄ本社 東京 25.5.13
荏原アーネスト㈱ 大田区 ㈱荏原製作所 東京 25.5.30
ウィズ・クリタ㈱ 昭島市 栗田工業㈱ 東京 25.5.30
㈱ビジネスパートナーズ 葛飾区 ㈱ダイナムジャパンホールディングス 東京 25.10.31
コニカミノルタウィズユー㈱ 日野市 コニカミノルタ㈱ 東京 25.11.6
㈱アダストリア・ゼネラルサポート 渋谷区 ㈱アダストリア 東京 26.5.1
㈱エースソリューション 港区 ㈱エイブル＆パートナーズ 東京 26.6.11
㈱ピーエスシースマイル 港区 ㈱ピーエスシー 東京 26.11.25
住商ウェルサポート㈱ 千代田区 住友商事㈱ 東京 26.12.24
㈱マーノ 豊島区 ㈱マルエツ 東京 27.3.1
メルコテンダーメイツ㈱ 千代田区 三菱電機㈱ 東京 27.3.12
スリーエムフェニックス㈱ 品川区 スリーエムジャパンホールディングス合同会社 東京 27.6.1
㈱ベル・ソレイユ 港区 ㈱ベルシステム２４ホールディングス 東京 27.9.1
㈱ジェイコムハート 千代田区 ＪＣＯＭ㈱ 東京 27.10.1
㈱アウトソーシングビジネスサービス 千代田区 ㈱アウトソーシング 東京 27.10.1
㈱ジケイビジネスサポート 江戸川区 学校法人　滋慶学園 東京 27.12.16
セガサミービジネスサポート㈱ 品川区 セガサミーホールディングス㈱ 東京 27.12.18
日興みらん㈱ 中央区 ＳＭＢＣ日興証券㈱ 東京 28.1.15
カンダハーティーサービス㈱ 千代田区 カンダホールディングス㈱ 東京 28.1.21
㈱ドコモ・プラスハーティ 豊島区 ㈱ＮＴＴドコモ 東京 28.2.26
㈱栄光アース 千代田区 ㈱Ｚ会ホールディングス 東京 28.3.28
パーソルチャレンジ㈱ 港区 パーソルホールディングス㈱ 東京 28.4.1
ライオンともに㈱ 墨田区 ライオン㈱ 東京 28.4.22
㈱マイナビパートナーズ 千代田区 ㈱マイナビ 東京 28.9.1
ＵＴハートフル㈱ 品川区 ＵＴグループ㈱ 東京 28.11.22
農林央金ビジネスアシスト㈱ 千代田区 農林中央金庫 東京 29.3.1
AIGハーモニー㈱ 墨田区 AIGジャパン・ホールディングス㈱ 東京 29.7.4
明治安田ビジネスプラス㈱ 江東区 明治安田生命保険相互会社 東京 29.9.28
㈱ﾒｲﾃｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ 台東区 ㈱ﾒｲﾃｯｸ 東京 29.10.2
㈱ｸﾘｴｲﾄﾜｰｶｽ 新宿区 ㈱日本教育ｸﾘｴｲﾄ 東京 29.12.19
㈱わらべやﾊｰﾄﾌﾙ 新宿区 わらべや日洋ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 30.1.26
㈱住化ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 中央区 住友化学㈱ 東京 30.3.1
味の素みらい㈱ 中央区 味の素㈱ 東京 30.3.20
㈱ﾓｽｼｬｲﾝ 品川区 ㈱ﾓｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 東京 30.4.1
SOMPOﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 西東京市 SOMPOﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 30.7.30
MS&ADｱﾋﾞﾘﾃｨﾜｰｸｽ㈱ 中央区 MS&ADｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 30.8.1
㈱ｲｰﾋﾟｰﾋﾞｽﾞ 新宿区 EPSﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ㈱ 東京 30.10.19
BIPROGYﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ㈱ 江東区 BIPROGY㈱ 東京 31.2.1
IBｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 豊島区 養老乃瀧㈱ 東京 31.3.1
ｸｵｰﾙｱｼｽﾄ㈱ 中央区 ｸｵｰﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 31.3.26
ｿﾆｰ生命ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 千代田区 ｿﾆｰ生命㈱ 東京 31.4.26
H.U.ｷｬｽﾄ㈱ 新宿区 H.U.ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 R1.5.23
コカ・コーラ ボトラーズジャパンベネフィット㈱ 港区 コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 東京 R1.8.1
㈱ウィルパーソン 足立区 ㈱アイナボホールディングス 東京 R1.8.28
㈱角川クラフト 千代田区 ㈱KADOKAWA 東京 R1.9.10
キリンオフィスサービス㈱ 中野区 キリンホールディングス㈱ 東京 R1.10.8
LINEビジネスサポート㈱ 新宿区 LINE㈱ 東京 R1.10.9
帝人ソレイユ㈱ 千代田区 帝人㈱ 東京 R1.10.15
㈱DNPビジネスパートナーズ 新宿区 大日本印刷㈱ 東京 R1.10.25
日本ハムキャリアコンサルティング㈱ 品川区 日本ハム㈱ 大阪 R1.11.29
㈱電通そらり 港区 ㈱電通グループ 東京 R2.1.1
野村かがやき㈱ 江東区 野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 R2.1.23
㈱ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｰﾂﾌﾟﾗｽ 新宿区 ㈱ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾊｰﾂ 東京 R2.3.17
㈱東京ドームウィズ 文京区 ㈱東京ドーム 東京 R2.7.1
㈱P-up Challenge 足立区 ㈱P-up World 東京 R2.9.23
㈱ﾋﾞｰｽﾀｲﾙﾁｬﾚﾝｼﾞ 新宿区 ㈱ﾋﾞｰｽﾀｲﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 R2.10.1
HITOWAｿｰｼｬﾙﾜｰｸｽ㈱ 豊島区 HITOWAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 R2.10.1
㈱ｺﾞﾙﾌ・ｱﾗｲｱﾝｽ 品川区 ㈱ｱｺｰﾃﾞｨｱ・ｺﾞﾙﾌ 東京 R3.1.1
㈱DeNAﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 渋谷区 ㈱ﾃﾞｨｰ･ｴﾇ･ｴｰ 東京 R3.1.4
㈱Act. 中央区 日鉄ソリューションズ㈱ 東京 R3.4.1
㈱ISIDﾌﾞﾗｲﾄ 港区 ㈱電通国際情報ｻｰﾋﾞｽ 東京 R3.4.1
㈱ゼンショーストアサポート 港区 ㈱ゼンショーホールディングス 東京 R3.4.1
㈱ＴＳＩソーシャルワークス 港区 ㈱ＴＳＩホールディングス 東京 R3.5.10
東急リバブルスタッフ㈱ 渋谷区 東急リバブル㈱ 東京 R3.8.1
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・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｵﾌﾞ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 東京 R3.8.1
㈱ｳｨﾙｵﾌﾞ・ﾁｬﾚﾝｼﾞ 新宿区 ㈱ｳｨﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 R3.8.10
アステナハートフル㈱ 北区 アステナホールディングス㈱ 東京 R3.8.25
ＭＸＭアスター㈱ 江東区 ＭＸモバイリング㈱ 東京 R3.10.1
Modisﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄ㈱ 港区 Modis㈱ 東京 R4.1.1
㈱BSプラットフォーム 港区 ㈱リビングプラットフォーム 北海道 R4.1.25
㈱ﾋｭｰﾏﾝﾄﾗｽﾄﾌﾛﾝﾃｨｱ 豊島区 ㈱ﾋｭｰﾏﾝﾄﾗｽﾄ 東京 R4.3.1
㈱MCCソレイユ 府中市 ㈱マツキヨココカラ＆カンパニー 千葉 R4.3.10
TOMOWELﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 文京区 共同印刷㈱ 東京 R4.3.14
㈱ナンバーレス 豊島区 ㈱クラフティ　 東京 R4.3.29
㈱ラクスみらい 足立区 ㈱ラクス 大阪 R4.5.6
㈱芙洋 中央区 ｺﾝﾊﾟｽｸﾞﾙｰﾌﾟ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 東京 R4.5.30
NXﾊｰﾄﾌﾙ㈱ 千代田区 NIPPON EXPRESSﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 R4.5.31
㈱Ｏｎｅ　Ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 港区 ㈱クリークアンドリバー社 東京 R4.6.1
㈱ライドオンシーズ 港区 ㈱ﾗｲﾄﾞｵﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽﾎｰﾙﾃﾞﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 R4.6.1



認定
所在地 所在地 年月日

 伊藤忠ユニダス㈱ 横浜市都筑区 伊藤忠商事㈱ 東京 63.3.15
㈱羽田工作所 川崎市幸区 ㈱秀光 神奈川 2.5.16
㈱富士電機フロンティア 川崎市川崎区 富士電機㈱ 東京 6.5.12
リコーエスポアール㈱ 厚木市 ㈱リコー 東京 6.5.24
アズビル山武フレンドリー㈱ 藤沢市 アズビル㈱ 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 横浜市栄区 ㈱ファンケル 神奈川 11.5.7
㈱日立ゆうあんどあい 横浜市戸塚区 ㈱日立製作所 東京 12.2.25
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 横浜市栄区 ㈱ニコン 東京 13.3.1
㈱ニッパツ・ハーモニー 横浜市金沢区 日本発条㈱ 神奈川 14.4.24
㈲ＡＧＣサンスマイル 横浜市鶴見区 AGC㈱ 東京 14.7.30
ＪＦＥアップル東日本㈱ 川崎市川崎区 ＪＦＥスチール㈱ 東京 15.5.30
㈱京急ウィズ 逗子市 京浜急行電鉄㈱ 神奈川 15.9.30
㈱ウェルハーツ小田急 相模原市南区 小田急電鉄㈱ 東京 15.10.10
日清オイリオ・ビジネススタッフ㈱ 横浜市磯子区 日清オイリオグループ㈱ 東京 16.4.27
㈱東急ウィル 川崎市中原区 東急㈱　 東京 16.5.17
㈱富士通ゼネラルハートウェア 川崎市高津区 ㈱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
東芝ウィズ㈱ 川崎市川崎区 ㈱東芝 東京 17.5.9
㈱トランスコスモス・アシスト 川崎市幸区 トランス・コスモス㈱ 東京 17.8.26
三菱UFＪﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ㈱ 相模原市 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 東京 18.1.1
相鉄ウイッシュ㈱ 横浜市旭区 相鉄ホールディングス㈱ 神奈川 18.3.23
㈱クリエイトビギン 横浜市青葉区 ㈱クリエイトエス・ディー 神奈川 19.3.20
ピアサポート㈱ 横浜市都筑区 セントケア・ホールディングス㈱ 東京 19.4.1
第一三共ハピネス㈱ 平塚市 第一三共㈱ 東京 19.5.28
日総ぴゅあ㈱ 横浜市港北区 日総工産㈱ 神奈川 19.9.26
㈱ココット 横浜市西区 ㈱コロワイド 宮城 20.4.14
ＮＳＫフレンドリーサービス㈱ 藤沢市 日本精工㈱ 東京 20.5.22
ニチベイハーモニー㈱ 愛甲郡愛川町 ㈱ニチベイ 東京 21.6.1
㈱アイネット・データサービス 横浜市戸塚区 ㈱アイネット 神奈川 21.8.3
㈱ナルミヤ・ワンパ 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
グリービジネスオペレーションズ㈱ 横浜市中区 グリー㈱ 東京 24.5.22
㈱Ｒｅ 綾瀬市 ㈱日南 神奈川 24.12.27
㈱湘南ゼミナールオーシャン 横浜市西区 ㈱湘南ゼミナール 神奈川 25.3.25
㈱スタッフサービス・ビジネスサポート 相模原市中央区 ㈱スタッフサービス・ホールディングス 東京 26.4.30
富士通ハーモニー㈱ 川崎市中原区 富士通㈱ 東京 26.5.8
㈱アマダプランテック 伊勢原市 ㈱アマダ 神奈川 27.5.29
ＮＲＩみらい㈱ 横浜市西区 ㈱野村総合研究所 東京 27.10.1
ビーアシスト㈱ 相模原市南区 ブックオフグループホールディングス㈱ 神奈川 R1.9.20
ファミールプラス㈱ 横須賀市 ファミール製菓㈱ 神奈川 R1.12.24
㈱ﾋﾞｰﾈｯｸｽｳｨｽﾞ 相模原市中央区 ㈱夢真ﾋﾞｰﾈｯｸｽｸﾞﾙｰﾌﾟ 東京 R2.1.1
㈱はまぎんビジネスチャレンジド 横浜市西区 ㈱横浜銀行 神奈川 R2.4.23
㈱Grasol 横浜市港南区 ㈱ツクイホールディングス 神奈川 R3.10.1
日揮パラレルテクノロジーズ㈱ 横浜市西区 日揮ホールディングス㈱ 神奈川 R3.10.20
㈱ハピスマ 伊勢原市 アンリツ㈱ 神奈川 R4.1.14
㈱JERAミライフル 横浜市鶴見区 ㈱JERA 東京 R4.5.31

認定
所在地 所在地 年月日

アイコール㈱ 燕市 アイテックス㈱ 新潟 23.12.21
㈱夢ガーデン 長岡市 緑水工業㈱ 新潟 24.3.30
㈱NSGソシアルサポート 新潟市 ㈱NSGホールディングス 新潟 R2.3.30

認定
所在地 所在地 年月日

アルビスクリーンサポート㈱ 射水市 アルビス㈱ 富山 24.1.25
小林製薬チャレンジド㈱ 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
G&Gアソシエイト㈱ 富山市 ㈱G&G 富山 R1.7.17
朝日印刷ビジネスサポート㈱ 富山市 朝日印刷㈱ 富山 R1.12.11
北陸電力ウィズスマイル㈱ 富山市 北陸電力㈱ 富山 R2.7.21

神奈川県(49社)

特例子会社名 親会社

新潟県(3社)

特例子会社名 親会社

富山県(6社)

特例子会社名 親会社



認定
所在地 所在地 年月日

ふぁみーゆツダコマ㈱ 金沢市 津田駒工業㈱ 石川 23.4.14
㈱ハートコープいしかわ 白山市 生活協同組合　コープいしかわ 石川 28.10.26

認定
所在地 所在地 年月日

ベルグマル㈱ 鯖江市 フェンリル㈱ 大阪 R2.3.19

認定
所在地 所在地 年月日

甲府積水産業㈱ 甲府市 積水化学工業㈱ 大阪 25.2.1
ｼﾐｯｸｳｴﾙ㈱ 北杜市 ｼﾐｯｸﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 R2.9.10

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
多摩川リンクス㈱ 飯田市 多摩川精機㈱ 長野 23.12.27

認定
所在地 所在地 年月日

※㈱サン・シング東海 揖斐郡大野町 ㈱トーカイ 岐阜 6.5.31
Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　Ａｎｉｍｏ㈱ 岐阜市 Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ　ホールディングス　㈱ 愛知 19.4.27
㈱ひまわり畑 加茂郡八百津町 ㈱橋本 岐阜 23.9.21
二甲㈱ 不破郡垂井町 三甲㈱ 岐阜 24.11.30
㈱ソエル 大垣市 ㈱システムリサーチ 愛知 25.3.18
ナブテスコリンク㈱ 不破郡 ナブテスコ㈱ 東京 28.10.3
㈱ドゥメンテックス 岐阜市 ドルフィン㈱ 岐阜 29.4.28
㈱OKBパートナーズ 大垣市 ㈱大垣共立銀行 岐阜 31.3.13
イビデンオアシス㈱ 大垣市 イビデン㈱ 岐阜 31.4.23
㈱なないろ製作所 岐阜市 ㈱オンダ製作所　関工場 岐阜 R2.3.23
㈱JAぎふはっぴぃまるけ 岐阜市 ぎふ農業協同組合 岐阜 R2.12.22

認定
所在地 所在地 年月日

※㈱エイ・ピー・アイ 沼津市 スルガ銀行㈱ 静岡 3.4.30
㈱ヤマハアイワークス 浜松市中区 ヤマハ㈱ 静岡 4.5.6
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 浜松市南区 スズキ㈱ 静岡 17.4.26
㈱ＴＢＥケミカル 藤枝市 ㈱東海ビルエンタープライズ 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
日軽金オーリス㈱ 静岡市清水区 日本軽金属㈱ 東京 28.1.26
ヤマハモーターＭＩＲＡＩ㈱ 磐田市 ヤマハ発動機㈱ 静岡 28.5.6
㈱ソミック・ワン 浜松市南区 ㈱ソミック石川 静岡 29.6.19
しずぎんハートフル㈱ 静岡市清水区 ㈱静岡銀行 静岡 R2.5.22
PEVEスマイル㈱ 湖西市 プライムアースEVエナジー㈱ 静岡 R3.2.15
浜松ホトアグリ㈱ 浜松市中区 浜松ホトニクス㈱ 静岡 R3.12.15

特例子会社名 親会社

福井県（1社）

石川県(2社)

特例子会社名 親会社

山梨県(2社)

特例子会社名 親会社

長野県(2社)

特例子会社名 親会社

岐阜県(11社)

特例子会社名 親会社

静岡県(12社)

特例子会社名 親会社



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
※日東電工ひまわり㈱ 豊橋市 日東電工㈱ 大阪 13.2.9
中電ウｨング㈱ 名古屋市南区 中部電力㈱ 愛知 15.4.1
㈱ＭＭＣウイング 岡崎市 三菱自動車工業㈱ 東京 19.10.25
㈱ジェイアール東海ウェル 名古屋市港区 東海旅客鉄道㈱ 東京 20.4.30
スギスマイル㈱ 大府市 スギホールディングス㈱ 愛知 21.7.24
トヨタループス㈱ 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
㈱ゲオビジネスサポート 春日井市 ㈱ゲオホールディングス 愛知 23.3.30
㈱住理工ジョイフル 小牧市 住友理工㈱ 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
㈱スズケンジョイナス 名古屋市東区 ㈱スズケン 愛知 27.4.10
㈱スマイル・カネスエ 一宮市 ㈱カネスエ 愛知 27.7.28
㈱イナテックサービス 西尾市 ㈱イナテック 愛知 28.4.1
㈱カジスマイル 一宮市 ㈱カジ・コーポレーション 愛知 28.5.20
㈱ハートコープあいち 小牧市 生活協同組合　コープあいち 愛知 29.2.27
㈱デンソーブラッサム 刈谷市 ㈱デンソー 愛知 29.5.23
名古屋昭和建物サービス㈱ 名古屋市中区 昭和建物管理㈱ 愛知 29.11.14
オーエスパートナー㈱ 岡崎市 岡崎信用金庫 愛知 29.12.1
にっとくスマイル㈱ 小牧市 日本特殊陶業㈱ 愛知 30.1.16
日本ゼネラルサポート㈱ 尾張旭市 NGFホールディングス㈱ 愛知 31.4.24
エヌジーケイゆうサービス㈱ 名古屋市瑞穂区 日本碍子㈱ 愛知 R1.9.6
マザックメイト㈱ 丹羽郡大口町 ヤマザキマザックキャピタル㈱ 愛知 R1.12.17
東邦フラワー㈱ 名古屋市熱田区 東邦瓦斯㈱ 愛知 R2.3.24
㈱トヨタエンタプライズアシスト 名古屋市中村区 ㈱トヨタエンタプライズ 愛知 R2.5.12
アイシンウェルスマイル㈱ 刈谷市八軒町 ㈱アイシン 愛知 R2.5.21
NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ東海㈱ 東海市 日本製鉄㈱ 東京 R3.5.6
㈱アーレスティインクルーシプサービス 豊橋市 ㈱アーレスティ 東京 R3.6.14
愛知玉野情報ｼｽﾃﾑ㈱ 名古屋市 日本工営㈱ 東京 R4.5.24

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㈱ 神奈川 15.5.30
㈱三厚連ウイズ 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
インテリアプランツ㈱ 四日市市 ㈱スタッフブリッジ 三重 26.2.10
百五管理サービス㈱ 津市 ㈱百五銀行 三重 28.2.15
日東ひまわり亀山㈱ 亀山市 日東電工㈱ 大阪 28.5.11
キオクシアエトワール㈱ 四日市市 キオクシア㈱ 東京 30.12.27

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
㈱クレール 犬上郡多賀町 参天製薬㈱ 大阪 10.5.22
カルビー・イートーク㈱ 湖南市 カルビー㈱ 東京 22.12.1
㈱サニーリーフ 彦根市 ㈱平和堂 滋賀 25.3.12
パナソニックアソシエイツ滋賀㈱ 彦根市 パナソニック㈱ 大阪 R4.4.1

認定
所在地 所在地 年月日

オムロン京都太陽㈱ 京都市南区 オムロン㈱ 京都 61.7.4
㈱GSユアサソシエ 京都市南区 ㈱ＧＳユアサ 京都 19.12.12
㈱ｕ＆ｎ 京都市南区 ㈱ニッセンホールディングス 京都 20.5.2
㈱タカゾノリーブス 木津川市 ㈱タカゾノ 大阪 21.5.28
㈱ハートコープきょうと 京都市南区 京都生活協同組合 京都 25.11.18
㈱ストーンフリー 京都市下京区 ㈱エスユーエス 京都 26.6.30
日新ハートフルフレンド㈱ 京都市右京区 日新電機㈱ 京都 28.3.1
㈱ピーエムドゥ 京都市中京区 ㈱And Doホールディングス 京都 28.8.17
㈱立命館ぷらす 京都市北区 学校法人　立命館 京都 29.3.1
㈱王将ハートフル 京都市山科区 ㈱王将フードサービス 京都 29.4.20
㈱SCREENビジネスエキスパート 京都市上京区 ㈱SCREENホールディングス 京都 27.3.27
ワコールアイネクスト㈱ 京都市南区 ㈱ワコールホールディングス 京都 30.12.19
日東精工SWIMMY㈱ 綾部市 日東精工㈱ 京都 R2.1.30
㈱ツバキサポートセンター 京田辺市 ㈱椿本チエイン 大坂 R2.5.7
㈱ムラタコスモス 長岡京市 ㈱村田製作所 京都 R2.12.24

親会社

親会社

親会社

親会社

特例子会社名

滋賀県(5社)

特例子会社名

三重県(7社)

特例子会社名

愛知県(29社)

特例子会社名

京都府(15社)



認定
所在地 所在地 年月日

シャープ特選工業㈱ 大阪市阿倍野区 シャープ㈱ 大阪 52.3.31
パナソニックエコシステムズ共栄㈱ 大阪市東淀川区 パナソニックエコシステムズ㈱ 愛知 55.4.1
㈱ダイキ 大阪市淀川区 ㈱ダイヘン 大阪 58.7.22
ＳＭＢＣグリーンサービス㈱ 大阪市中央区 ㈱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 大阪市西淀川区 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 6.6.1
※㈱かんでんエルハート 大阪市住之江区 関西電力㈱ 大阪 7.6.1
㈱エルアイ武田 大阪市中央区 武田薬品工業㈱ 大阪 7.10.27
㈱スミセイハーモニー 大阪市中央区 住友生命保険相互会社 大阪 13.11.27
クボタワークス㈱ 大阪市浪速区 ㈱クボタ 大阪 15.6.20
コクヨＫハート㈱ 大阪市東成区 コクヨ㈱ 大阪 17.4.20
㈱あしすと阪急阪神 大阪市北区 阪急阪神ホールディングス㈱ 大阪 17.5.11
㈱南海ハートフルサービス 大阪市浪速区 南海電気鉄道㈱ 大阪 17.6.27
㈱サポート２１ 箕面市 ㈱ｹｱ21 大阪 18.10.5
㈱ウイルハーツ 大阪市淀川区 ㈱ウイルテック 大阪 19.4.5
ハートランド㈱ 泉南市 コクヨ㈱ 大阪 20.3.17
㈱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 ハウス食品グループ本社㈱ 大阪 22.4.30
クボタサンベジファーム㈱ 南河内郡河南町 ㈱クボタ 大阪 23.2.10
㈱ハートコープいずみ 和泉市 大阪いずみ市民生活協同組合 大阪 23.2.15
㈱エクセディ太陽 寝屋川市 ㈱エクセディ 大阪 23.4.28
フジアルテスタッフサポートセンター㈱ 堺市堺区 フジアルテ㈱ 大阪 23.5.31
㈱フリーゲート白浜 大阪市中央区 ㈱パルグループホールディングス 大阪 24.3.8
アイトスプラス㈱ 大阪市中央区 アイトス㈱ 大阪 24.10.24
㈱共生 東大阪市 ㈱万代 大阪 25.3.27
ディーゼルジャパンサービス㈱ 大阪市中央区 ディーゼルジャパン㈱ 大阪 26.11.18
㈱ウェルメット 貝塚市 ㈱ウィゴー 東京 27.5.8
㈱三幸舎ランドリーセンター 泉佐野市 ㈱吉野家ホールディングス 東京 27.5.27
㈱エイチ・ツー・オースマイル 大阪市北区 エイチ・ツー・オーリテイリング㈱ 大阪 29.3.31
京阪スマイルハート㈱ 大阪市中央区 京阪ホールディングス㈱ 大阪 29.5.1
㈱ジケイビジネスサポート大阪 大阪市淀川区 ㈱滋慶 大阪 29.6.20
㈱ＪＦＲクリエ 高槻市 Ｊ．フロントリテイリング㈱ 東京 29.9.1
日東ひまわり茨木㈱ 茨木市 日東電工㈱ 大阪 29.9.29
田辺パルムサービス㈱ 大阪市中央区 田辺三菱製薬㈱ 大阪 29.12.26
ﾊﾟｰｿﾙｴｸｾﾙｱｿｼｴｲﾂ㈱ 大阪市 ﾊﾟｰｿﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 30.5.11
シオノギスマイルハート㈱ 豊中市 塩野義製薬㈱ 大阪 30.6.21
㈱マンダムウィル 大阪市中央区 ㈱マンダム 大阪 30.12.17
㈱ココワーク 吹田市 住友ファーマ㈱ 大阪 R1.5.24
㈱キリンドウベスト 東大阪市 ㈱キリン堂ホールディングス 大阪 R1.9.24
OSPハートフル㈱ 大阪市平野区 ㈱OSPホールディングス 大阪 R2.3.2
ヤンマーシンビオシス㈱ 大阪市北区 ヤンマーホールディングス㈱ 大阪 R2.5.18
㈱パラニクス 大阪市北区 ホロニクスヘルスケア㈱ 大阪 R2.11.27
㈱瀧定関西商品センター 箕面市 スタイレム瀧定大阪㈱ 大阪 R3.2.1
The Links㈱ 大阪市中央区 サラヤ㈱ 大坂 R3.2.2
㈱URテラス 大阪市西区 ㈱アーバンリサーチ 大阪 R3.3.10
㈱ツルミテクノロジーサービス 大阪市鶴見区 ㈱鶴見製作所 大坂 R3.4.1
㈱おおさか協同物流センター 枚方市 生活協同組合おおさかパルコープ 大坂 R3.5.11
障害者ドットコム㈱ 大阪市城東区 ㈱エースタイル 大坂 R3.12.1
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ交野㈱ 交野市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ㈱ 東京 R4.4.20
パナソニックハートファームアソシエイツ㈱ 守口市 パナソニックホールディングス㈱ 大坂 R4.4.22

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
※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㈱ 神戸市東灘区 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㈱ 兵庫 11.5.17
㈱ワールドビジネスサポート 神戸市中央区 ㈱ワールド 兵庫 16.5.13
㈱ＳＲＩウィズ 神戸市中央区 住友ゴム工業㈱ 兵庫 16.12.3
日本パーソネルセンター㈱ 神戸市中央区 ユーシーシーホールディングス㈱ 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 神戸市東灘区 ㈱ナリス化粧品 大阪 19.1.9
すみでんフレンド㈱ 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
昌和不動産㈱ 伊丹市 TOYO　TIRE㈱ 兵庫 21．6．1
ＷＤＢ独歩㈱ 姫路市 ＷＤＢホールディングス㈱ 兵庫 23.10.21
㈱ことぶきビジネスサポート 神戸市東灘区 I＆H㈱ 兵庫 25.12.25
㈱トーホーウイング 神戸市東灘区 ㈱トーホー 兵庫 26.4.10
㈱川重ハートフルサービス 神戸市中央区 川崎重工業㈱ 兵庫 26.5.20
新明和ハートフル㈱ 神戸市東灘区 新明和工業㈱ 兵庫 27.5.8
㈱トリドールＤ＆Ｉ 神戸市中央区 ㈱トリドールホールディングス 東京 28.12.26
㈱すまいるこころ 神戸市須磨区 ㈱フロンティア 大阪 29.3.2
シスメックスハーモニー㈱ 神戸市西区 シスメックス㈱ 兵庫 30.1．18
㈱コントリー 明石市 ㈱ラフト 兵庫 30.2．21
DINSみらい㈱ 神戸市東灘区 大栄環境㈱ 兵庫 R4.5.19
播磨三洋工業㈱ 加西市 パナソニックオートモーティブシステムズ㈱ 神奈川 R4.5.24

親会社

特例子会社名 親会社

兵庫県(24社)

特例子会社名

大阪府(50社)



認定
所在地 所在地 年月日

㈱ハートフルコープなら 磯城郡田原本町 市民生活協同組合ならｺｰﾌﾟ 奈良 23.12.27
なんとチャレンジド㈱ 奈良市南京終町 ㈱南都銀行 奈良 31．2.1

認定
所在地 所在地 年月日

NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ関西㈱ 和歌山市 日本製鉄㈱ 東京 25.4.11
紀陽ビジネスサービス㈱ 和歌山市 ㈱紀陽銀行 和歌山 28.11.17

認定
所在地 所在地 年月日

㈱センコースクールファーム鳥取 東伯郡湯梨浜町 ｾﾝｺｰ㈱ 大阪 23.1.6
㈱大山どりーむ 米子市 ㈱大山どり 鳥取 24.4.17
愛ファクトリー㈱ 鳥取市 ㈱IDﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京 28.5.1
㈱フジオファーム 東伯郡北栄町 ㈱フジオフードグループ本社 大阪 30.3.26
㈱サンライズさんこう 境港市 三光㈱ 鳥取 R1.5.28
パナソニックアソシエイツ鳥取㈱ 鳥取市 パナソニック㈱ 大阪 R4.4.1

認定
所在地 所在地 年月日

島根ナカバヤシサンワークス㈱ 出雲市 島根ナカバヤシ㈱ 島根 23.3.11
㈱ベリーネ 浜田市 ㈱中電工 広島 R4.1.5

認定
所在地 所在地 年月日

㈱グロップサンセリテ 岡山市北区 ㈱グロップ 岡山 16.5.10
㈱日研環境サービス 倉敷市 日研トータルソーシング㈱ 東京 16.11.1
㈱ビーハッピー 苫田郡 ㈱山田養蜂場本社 岡山 24.4.23
㈱キャプラ・ウィッシュ 岡山市北区 ㈱キャリアプランニング 岡山 26.3.26
㈱キョウセイ 倉敷市 倉敷化工㈱ 岡山 27.1.14
㈱天満屋ハートネット 高梁市 ㈱天満屋 岡山 31.2.4
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ吉備㈱ 加賀郡 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾈｸﾄ㈱ 東京 R4.4.20

認定
所在地 所在地 年月日

※㈱広島情報シンフォニー 広島市東区 ㈱サンネット 広島 2.5.31
松尾電気㈱ 三原市 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
㈱ダイソーウイング 東広島市 ㈱大創産業 広島 19.3.22
㈱アクレス 福山市 ㈱コパックス 広島 19.4.9
㈱ハートコープひろしま 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
ツネイシチャレンジド㈱ 福山市 ツネイシホールディングス㈱ 広島 23.2.24
㈱ハートコープおのみちエコセンター 尾道市 生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合 広島 25.8.22
㈱イー・アール・ジャパン 福山市 ㈱エディオン 大阪 25.11.8
㈱シンワユニパル 尾道市 新和ビル・サービス㈱ 広島 26.1.24
㈱すまいるエブリイ 福山市 ㈱エブリイホーミイホールディングス 広島 26.11.27
㈱チャレンジこざかなくん 尾道市 ㈱カタオカ 広島 27.3.30
日東ひまわり尾道㈱ 尾道市 日東電工㈱ 大阪 28.4.20
㈱エネルギア・スマイル 広島市中区 中国電力㈱ 広島 R1.5.24

認定
所在地 所在地 年月日

㈲リベルタス興産 宇部市 UBE㈱ 山口 H4.1.27
㈱ハートコープやまぐち 山口市 生活協同組合コープやまぐち 山口 R4.5.18

 

奈良県(2社)

特例子会社名 親会社

和歌山県(2社)

特例子会社名 親会社

鳥取県(6社)

特例子会社名 親会社

島根県(2社)

特例子会社名 親会社

岡山県(7社)

特例子会社名 親会社

広島県(15社)

特例子会社名 親会社

山口県(2社)

特例子会社名 親会社



認定
所在地 所在地 年月日

 はーとふる川内㈱ 板野郡北島町 大塚製薬㈱ 東京 24.1.11
㈱ハートフルコープとくしま 板野郡板野町 生活協同組合とくしま生協 徳島 24.11.12

 

認定
所在地 所在地 年月日

大黒友愛紙工㈱ 三豊市 大黒工業㈱ 愛媛 13.3.19
㈱Ｔ－ＮＥＴｖｉｇｌａ 高松市 ㈱ティーネットジャパン 香川 17.7.20
あなぶきパートナー㈱ 高松市 穴吹興産㈱ 香川 21.2.3
㈱よんでんプラス 高松市 四国電力㈱ 香川 R2.5.1

認定
所在地 所在地 年月日

 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
 日本食研スマイルパートナーズ㈱ 今治市 日本食研ホールディングス㈱ 愛媛 23.5.9

㈱フジ・ハートデリカ 松山市 ㈱フジデリカ・クオリティ 愛媛 23.12.15
スミリンウッドピース㈱ 新居浜市 住友林業㈱ 東京 29.4.3
ミウラジョブパートナー㈱ 松山市 三浦工業㈱ 愛媛 29.5．8
PHCｱｿｼｴｲﾂ㈱ 東温市 PHCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 東京 29.10.1
㈱ハートフルコープえひめ 松山市 生活協同組合コープえひめ 愛媛 30.6.4
㈱いよぎんChallenge＆Smile 松山市 ㈱伊予銀行 愛媛 30.6.12
㈱新来島ふれんどシップ 今治市 ㈱新来島どっく 愛媛 R3.1.14

 

認定
所在地 所在地 年月日

エフピコダックス㈱ 南国市 ㈱エフピコ 広島 4.5.28
 ㈱ハートフルコープこうち 南国市 こうち生活協同組合 高知 28.7.27

認定
所在地 所在地 年月日

※サンアクアＴＯＴＯ㈱ 北九州市小倉南区 ＴＯＴＯ㈱ 福岡 6.5.25
㈱九電工フレンドリー 福岡市南区 ㈱九電工 福岡 13.10.1
㈱グリーンフラッシュ 福岡市博多区 ㈱コスモス薬品 福岡 16.5.14
㈱Q-CAP 福岡市早良区 九州電力㈱ 福岡 16.10.26
※九州地理情報㈱ 福岡市東区 ㈱ワールドホールディングス 福岡 21.4.24
タマアグリ㈱ 筑後市久富 タマホーム㈱ 東京 21.12.1
西鉄ウィルアクト㈱ 福岡市博多区 西日本鉄道㈱ 福岡 23.3.25
㈱希望の里 筑後市 ㈱アクセス・ジャパン 福岡 24.1.10
㈱プレナスワークサービス 福岡市博多区 ㈱プレナス 福岡 26.3.14
㈱チャレンジド・アソウ 福岡市中央区 ㈱アソウ・ヒューマニーセンター 福岡 27.4.16
㈱ハートコープえふ 糟屋郡篠栗町 エフコープ生活協同組合 福岡 27.10.9
㈱あなぶきパートナー九州 福岡市博多区 ㈱穴吹ハウジングサービス 香川 27.10.27
西部ガス絆結㈱ 春日市 西部ｶﾞｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 福岡 29.3.13
化成フロンティアサービス㈱ 北九州市八幡西区 三菱ケミカル㈱ 東京 29.5.12
NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ九州㈱ 北九州市 日本製鉄㈱ 東京 R1.5.27
JR九州パレットワーク㈱ 福岡市博多区 九州旅客鉄道㈱ 福岡 R2.5.25
㈱トライアルベネフィット 福岡市東区 ㈱トライアルホールディングス 福岡 R3.3.23

徳島県(2社)

特例子会社名 親会社

香川県(4社)

特例子会社名 親会社

愛媛県(9社)

特例子会社名 親会社

高知県(2社)

特例子会社名 親会社

福岡県(17社)

特例子会社名 親会社



認定
所在地 所在地 年月日

ＳＵＭＣＯサポート㈱ 伊万里市 ㈱ＳＵＭＣＯ 東京 16.5.13
㈱ハートコープさが 鳥栖市 コープさが生活協同組合 佐賀 29.6.20

 

認定
所在地 所在地 年月日

※プリマルーケ㈱ 雲仙市国見町 プリマハム㈱ 東京 8.7.11

認定
所在地 所在地 年月日

※希望の里ホンダ㈱ 宇城市 本田技研工業㈱ 東京 62.4.23
西九州ハートフルサービス㈱ 熊本市 熊青西九州青果㈱ 熊本 22.4.28
JMUビジネス・サポート㈱ 玉名郡長洲町 ジャパンマリンユナイテッド㈱ 神奈川 23.7.22
㈱ぞうさんのはな 合志市 ㈱三好不動産 福岡 26.9.9
㈱モエ･アグリファーム 球磨郡錦町 セイノーホールディングス㈱ 岐阜 R1.8.8

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 ソニーグループ㈱ 東京 56.12.14
ホンダ太陽㈱ 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
富士通エフサス太陽㈱ 別府市 ㈱富士通エフサス 東京 7.10.16
日豊オノダ㈱ 津久見市 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
キヤノンウィンド㈱ 大分市 大分キヤノン㈱ 大分 21.5.22

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
ＧＭＯドリームウェーヴ㈱ 宮崎市 GMOｲﾝﾀｰﾈｯﾄ㈱ 東京 30.10.1
霧島グリーンビレッジ㈱ 都城市 霧島ホールディングス㈱ 宮崎 R3.10.8

認定
所在地 所在地 年月日

㈱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

認定
所在地 所在地 年月日

㈱ハートコープおきなわ 那覇市 生活協同組合コープおきなわ 沖縄 26.12.12
 

佐賀県(2社)

特例子会社名 親会社

長崎県(1社)

親会社

鹿児島県(2社)

特例子会社名 親会社

熊本県(5社)

特例子会社名 親会社

大分県(8社)

特例子会社名 親会社

沖縄県(1社)

特例子会社名 親会社

特例子会社名 親会社

宮崎県(3社)

特例子会社名


