
（別紙３）

企業名 所在地 業種 従業員数（※２）

伊藤忠テクノソリューソンズ株式会社 東京都千代田区 情報サービス業 4,462人

ＳＣＳＫ株式会社 東京都江東区 情報サービス業 7,375人

日鉄工材株式会社 新潟県上越市 製缶板金業 105人

日本生命保険相互会社 大阪府大阪市 生命保険業 73,260人

株式会社ミツイ 宮城県仙台市 老人福祉・介護事業 145人

コニカミノルタウイズユー株式会社 東京都八王子市
管理、補助的経済活

動を行う事業所
145人

日本電産株式会社 京都府京都市 電子部品製造業 2,794人

服部農園有限会社 愛知県丹羽郡 農業 15人

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区 損害保険業 21,922人

三菱ケミカル株式会社 東京都千代田区
有機化学工業製品製

造業
18,087人

株式会社アシックス 兵庫県神戸市 運動用具製造業 1,028人

株式会社ＫＭユナイテッド 京都府京都市 建築塗装工事業 45人

コニカミノルタ株式会社 東京都千代田区
事務用機械器具製造

業
6,670人

東海東京フィナンシャル・

ホールディングス株式会社

ＵＴエイム株式会社 東京都品川区 労働者派遣業 14,061人

コネクシオ株式会社 東京都新宿区 電気機械器具小売業 7,141人

白鷺電気工業株式会社 熊本県熊本市 電気工事業 118人

株式会社　東邦銀行 福島県福島市 銀行業 3,113人

株式会社ナンゴー 京都府宇治市
はん用機械器具製造

業
15人

社会保険労務士法人ハーモニー 千葉県千葉市
社会保険労務士事務

所
23人

オムロン太陽株式会社 大分県別府市 電気機械器具製造業 64人

川相商事株式会社 大阪府門真市 労働者派遣業 290人

大阪府大阪市

東京都中央区

株式会社千葉興業銀行 千葉県千葉市 銀行業 2,226人

秋田製錬株式会社 秋田県秋田市 非鉄金属製造業 201人

有限会社ウェルフェア三重 三重県伊勢市 老人福祉・介護事業 107人

島根電工株式会社 島根県松江市 電気工事業 380人

社会医療法人財団董仙会 石川県七尾市 医療業 1,355人

トラスコ中山株式会社 東京都港区 機械器具卸売業 2,511人

過去のグッドキャリア企業アワード（※１）受賞企業一覧
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東京都中央区
金融商品取引業・商

品先物取引業
2,900人

大同生命保険株式会社 生命保険業 3,542人



株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 東京都江東区 情報サービス業 11,435人

キヤノン株式会社 東京都大田区
情報通信機械器具製

造業
26,360人

有限会社ＣＯＣＯ-ＬＯ 群馬県桐生市 介護事業 83人

株式会社リクルート住まいカンパニー 東京都中央区
住まい領域における

情報サービス業
1,528人

学校法人ＹＩＣ学院 山口県山口市 学校教育 146人

イーソル株式会社 東京都中野区 情報サービス業 381人

有限会社川原代自動車電機工業所 茨城県龍ヶ崎市 自動車整備業 12人

ソフトバンク株式会社 東京都港区 通信業 22,647人

特定非営利活動法人ぬくもり 大阪府河内長野市 社会福祉事業 95人

株式会社北都銀行 秋田県秋田市 銀行業 1,545人

朝倉染布株式会社 群馬県桐生市 製造業 98人

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区 損害保険業 18,421人

株式会社日本レーザー 東京都新宿区 輸入商社 56人

株式会社三越伊勢丹 東京都新宿区 百貨店業 12,277人

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区 銀行業 45,158人

株式会社リコー 東京都中央区 精密機器 11,200人

株式会社玄 神奈川県平塚市 理・美容業 83人

社会福祉法人順明会 愛知県豊川市 社会福祉事業 171人

医療法人寿芳会芳野病院 福岡県北九州市 医療業 280人

株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区 金融業 45,966人

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラ

ボラトリ
神奈川県川崎市 情報サービス業 1,117人

株式会社千代田設備 新潟県新潟市 設備工事業 220人

長野県下高井郡

山ノ内町

東北テクトロン株式会社 長野県茅野市 製造業 120人

株式会社豊田自動織機 愛知県刈谷市
輸送用機械器具製造

業
13,287人

田辺三菱製薬株式会社 大阪府大阪市 医療品製造・販売業 4,918人

大阪ガス株式会社 大阪府大阪市 電気・ガス業 5,861人

有限会社共栄資源管理センター小郡 福岡県小郡市 一般廃棄物処理業 36人

社会福祉法人みずほ厚生センター 大分県臼杵市 社会福祉事業 220人

栗田アルミ工業株式会社 茨城県土浦市 輸送機械製造業 221人

有限会社ＣＯＣＯ－ＬＯ 群馬県桐生市 介護事業 65人

株式会社山岸製作所 群馬県高崎市
金属加工業/精密機械

加工業
96人

伊藤忠商事株式会社 東京都港区 総合商社 4,296人

ＳＣＳＫ株式会社 東京都江東区 情報・通信業 7,510人

大和証券株式会社 東京都千代田区 証券業 8,080人

有限会社原田左官工業所 東京都文京区
左 官 ・ タ イ ル ・ 防

水・組積工事業
40人

株式会社ヒロハマ 東京都墨田区 缶パーツ製造業 125人

三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区 損害保険業 18,587人

サントリーホールディングス株式会社 大阪府大阪市北区 製造業 6,109人
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有限会社ホテルさかえや 旅館業 28人



アサヒビール株式会社 東京都墨田区 酒類製造・販売業 3,390人

東京海上日動システムズ株式会社 東京都多摩市 情報・通信業 1,404人

株式会社博報堂 東京都港区 広告・サービス業 3,663人

株式会社日立製作所 東京都千代田区 電気機械器具製造業 34,509人

株式会社日立ソリューションズ 東京都品川区 情報・通信業 10,327人

日産自動車株式会社
神奈川県横浜市西

区

自動車、船舶 の製

造、販売、関連事業
24,240人

株式会社クリアテック 静岡県磐田市 一般機械器具製造業 37人

株式会社デンソー 愛知県刈谷市 自動車部品製造業 43,359人

田代珈琲株式会社 大阪府東大阪市
コーヒーの製造・販

売・企画等
16人

香川県仲多度郡

まんのう町

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/c_award_jirei.html

（平成24年度から平成27年度）キャリア支援企業表彰
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（平成28年度～）グッドキャリア企業アワード

株式会社長峰製作所 生産機械器具製造業 72人

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/c_award_jirei.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/goodpractice.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/career_consulting/goodpractice.html

