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平成２１年６月３０日現在

都道府県名 企　　業　　名
所在地

（市区町村まで） 規模 認定回数 備考 都道府県名 企　　業　　名
所在地

（市区町村まで） 規模 認定回数 備考

北海道 医療法人社団慶友会 旭川市 千葉 株式会社京葉銀行 千葉市

日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社 札幌市 シャープドキュメントシステム株式会社 千葉市

株式会社富士通北海道システムズ 札幌市 生活協同組合ちばコープ 千葉市

株式会社北洋銀行 札幌市 株式会社千葉銀行 千葉市 ♯

社団法人北海道勤労者医療協会 札幌市 株式会社千葉興業銀行 千葉市

株式会社丸井今井 札幌市 ヒゲタ醤油株式会社 銚子市

六花亭製菓株式会社 帯広市 みずほインベスターズビジネスサービス株式会社 船橋市 ＊

青森 キヤノンプレシジョン株式会社 弘前市 東京 株式会社ＩＨＩ 江東区

日本ホワイトファーム株式会社 上北郡横浜町 ♯ 株式会社アイエスエフネット 港区

社会福祉法人福祉の里 十和田市 ＊ アイエヌジー生命保険株式会社 千代田区 ♯

岩手 学校法人岩手キリスト教学園 盛岡市 ＊ ♯ あいおい損害保険株式会社 渋谷区 ♯

リコー光学株式会社 花巻市 ♯ 株式会社アイ・ティ・フロンティア 中央区

宮城 株式会社河北新報社 仙台市 アクセンチュア株式会社 港区

ソニー白石セミコンダクタ株式会社 白石市 ♯ アサヒ飲料株式会社 墨田区

東北電力株式会社 仙台市 朝日火災海上保険株式会社 千代田区

東北リコー株式会社 柴田郡柴田町 旭化成株式会社 千代田区

株式会社富士通東北システムズ 仙台市 旭化成エレクトロニクス株式会社 千代田区

秋田 社会福祉法人阿仁ふくし会 北秋田市 ＊ ♯ 旭化成ケミカルズ株式会社 千代田区

株式会社カミテ 鹿角郡小坂町 ＊ 旭化成建材株式会社 千代田区

株式会社秋田魁新報社 秋田市 ＊ ♯ 旭化成ファーマ株式会社 千代田区

山形 山形カシオ株式会社 東根市 旭化成ホームズ株式会社 新宿区

株式会社山形銀行 山形市 ♯ 旭化成ホームプロダクツ株式会社 千代田区 ＊

福島 株式会社沖データシステムズ 福島市 ＊ ♯ 旭硝子株式会社 千代田区

株式会社郡山測量設計社 郡山市 ＊ ♯ 株式会社朝日新聞社 中央区

茨城 いばらきコープ生活協同組合 小美玉市 ♯ 朝日信用金庫 台東区 ♯

株式会社カスミ つくば市 朝日生命保険相互会社 千代田区

株式会社関東つくば銀行 土浦市 ♯ アサヒビール株式会社 中央区

株式会社ケーズホールディングス 水戸市 味の素株式会社 中央区

関彰商事株式会社 筑西市 ♯ 味の素冷凍食品株式会社 中央区

独立行政法人物質･材料研究機構 つくば市 ♯ アステラス製薬株式会社 中央区

栃木 株式会社カワチ薬品 小山市 アスビオファーマ株式会社 港区

東芝メディカルシステムズ株式会社 大田原市 アビームコンサルティング株式会社 千代田区

ホンダエンジニアリング株式会社 芳賀郡芳賀町 ♯
アメリカン　ファミリーライフ　アシュアランス　カンパニー
オブ　コロンバス 新宿区

群馬 株式会社カインズ 高崎市 ♯ 株式会社イーウェル 千代田区 ＊

サンデン株式会社 伊勢崎市 ♯ 社団法人家の光協会 新宿区 ＊

生活協同組合コープぐんま 桐生市 イオンクレジットサービス株式会社 千代田区

株式会社山田製作所 桐生市 ☆ ♯ 池野通建株式会社 北区

株式会社ヤマダ電機 高崎市 石川島検査計測株式会社 品川区 ＊

埼玉 曙ブレーキ工業株式会社 羽生市 伊藤忠エネクス株式会社 港区 ♯

社会福祉法人杏樹会 入間市 ＊ ♯ 伊藤忠紙パルプ株式会社 中央区 ＊

埼玉りそな銀行株式会社 さいたま市 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 千代田区

生活協同組合さいたまコープ さいたま市 株式会社イトーヨーカ堂 千代田区

生活協同組合連合会コープネット事業連合 さいたま市 株式会社インテージ 千代田区

株式会社中央住宅 越谷市 ♯ 株式会社インフォメーション・ディベロプメント 千代田区

T&D情報システム株式会社 さいたま市 ＊ ウシオ電機株式会社 千代田区 ☆

株式会社本田技術研究所 和光市 ☆ AIGエジソン生命保険株式会社 墨田区 ♯

株式会社武蔵野 朝霞市 ♯ エームサービス株式会社 港区 ♯

独立行政法人理化学研究所 和光市 ♯ 株式会社エトワール海渡 中央区 ☆

千葉 イオンモール株式会社 千葉市 株式会社NEC情報システムズ 港区

川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 千葉市 NECディスプレイソリューションズ株式会社 港区

次世代法に基づく認定企業一覧

　　  　　注　下の表には、認定された旨を公表することに了解を得た企業（715社）のみを五十音順で掲載しています。
　　　　　　　 認定回数欄に「☆」のある企業は、認定を２回取得している企業です。
　　　　　　　 規模欄に「＊」のある企業は、中小企業（常時雇用する労働者300人以下）です。
　　　　　　　 備考欄に「＃」のある企業は、前回発表（昨年６月末とりまとめ）以降の認定企業です。
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東京 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 品川区 東京 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 千代田区

ＮＳコーポレーション株式会社 中央区 ＊ JFEスチール株式会社 千代田区

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 千代田区 株式会社ジェーシービー 港区 ☆

エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 港区 株式会社ＪＴＢ法人東京 港区 ♯

エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア株式会社 港区 学校法人慈恵大学 港区

株式会社エヌ・ティ･ティ・ソルコ 港区 ♯ 資産管理サービス信託銀行株式会社 中央区

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 江東区 株式会社資生堂 中央区

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 千代田区 株式会社資生堂パーラー 中央区

エプソン販売株式会社 新宿区 資生堂販売株式会社 港区

王子製紙株式会社 中央区 清水建設株式会社 港区 ♯

大塚製薬株式会社 千代田区 株式会社ジャックス 渋谷区

沖電気工業株式会社 港区 ♯ 蛇の目ミシン工業株式会社 中央区 ♯

小田急電鉄株式会社 新宿区 株式会社ジャパンエナジー 港区

オリエンタル酵母工業株式会社 板橋区 株式会社商工組合中央金庫 中央区

オリックス株式会社 港区 ☆ 昭和産業株式会社 千代田区

オリックス・クレジット株式会社 立川市 ♯ 昭和シェル石油株式会社 港区

オリックス債権回収株式会社 港区 ＊ 昭和電工株式会社 港区 ♯

オリックス自動車株式会社 港区 ☆
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパ
ニー 千代田区

オリックス生命保険株式会社 新宿区 ☆ 新日鐵住金ステンレス株式会社 千代田区

株式会社カウネット 品川区 ＊ ♯ 新日鉄ソリューションズ株式会社 中央区

花王株式会社 中央区 ☆ 新日本石油株式会社 港区 ☆

株式会社学習研究社 品川区 新日本石油精製株式会社 港区 ♯

カゴメ株式会社 中央区 スターツコーポレーション株式会社 中央区 ＊

株式会社カネボウ化粧品 港区 スターツホーム株式会社 中央区 ＊

カルピス株式会社 渋谷区 住商情報システム株式会社 中央区

キヤノン株式会社 大田区 住信情報サービス株式会社 府中市

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 港区 住信ビジネスサービス株式会社 府中市

キユーピー株式会社 渋谷区 ☆ 住友大阪セメント株式会社 千代田区

共同印刷株式会社 文京区 住友化学株式会社 中央区

麒麟麦酒株式会社 中央区 住友商事株式会社 中央区

キリンビバレッジ株式会社 千代田区 住友信託銀行株式会社 千代田区

株式会社クラレ 千代田区 ☆ 住友スリーエム株式会社 世田谷区

京王電鉄株式会社 新宿区 ♯ 住友生命保険相互会社 中央区

株式会社京王百貨店 新宿区 住友林業株式会社 千代田区 ☆

株式会社ケーヒン 新宿区 株式会社生活科学運営 新宿区 ♯

興銀リース株式会社 中央区 生活協同組合コープとうきょう 中野区

株式会社コーセー 中央区 生活協同組合パルシステム東京 新宿区

コーセー化粧品販売株式会社 中央区 株式会社西友 北区 ♯

コクヨエンジニアリング＆テクノロジー株式会社 品川区 ＊ セコム株式会社 渋谷区

コクヨマーケティング株式会社 港区 ♯ 株式会社セブン銀行 千代田区 ♯

コスモ石油株式会社 港区 ☆ セメダイン株式会社 品川区 ♯

コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 日野市 全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟 千代田区

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社 千代田区 セントラル・コンピュータ・サービス株式会社 江東区

株式会社小松製作所 港区 ソニー株式会社 港区

コンビ株式会社 台東区 ソニーイーエムシーエス株式会社 港区

コンビウィズ株式会社 台東区 ＊ ソニー生命保険株式会社 港区

サイボウズ株式会社 文京区 ＊ ソニーマーケティング株式会社 港区

サッポロビール株式会社 渋谷区 ソフトバンクＢＢ株式会社 港区

株式会社サトー 渋谷区 株式会社損害保険ジャパン 新宿区 ☆

サノフィ・アベンティス株式会社 新宿区 損害保険料率算出機構 千代田区

サミー株式会社 豊島区 第一三共株式会社 中央区 ♯

株式会社産業経済新聞社 千代田区 第一生命保険相互会社 千代田区

ジェイアール東日本ビルテック株式会社 渋谷区 ☆ 株式会社ダイエー 江東区 ♯

JSR株式会社 中央区 株式会社大京 渋谷区 ♯

株式会社ＪＳＯＬ 中央区 株式会社大京アステージ 渋谷区 ♯
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東京 株式会社大京リアルド 渋谷区 ♯ 東京 東芝プロセスソフトウェア株式会社 府中市

大成建設株式会社 新宿区 東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会社 港区

㈲大千 江戸川区 ＊ ♯ 東武鉄道株式会社 墨田区

大同生命保険株式会社 港区 ☆ 東武トラベル株式会社 墨田区

大日本印刷株式会社 新宿区 東邦亜鉛株式会社 中央区

太陽生命保険株式会社 港区 ☆ 東邦テナックス株式会社 文京区

大和証券株式会社 千代田区 ♯ 東レ・メディカル株式会社 墨田区

大和証券エスエムビーシー株式会社 千代田区 ♯ ドコモエンジニアリング株式会社 港区 ♯

株式会社大和証券グループ本社 千代田区 凸版印刷株式会社 千代田区

株式会社大和証券ビジネスセンター 江東区 ♯ トッパン・フォームズ株式会社 港区

株式会社大和総研ホールディングス 江東区 富山化学工業株式会社 新宿区

髙島屋スペースクリエイツ株式会社 中央区 ♯ 株式会社ニコン 千代田区

株式会社タカラトミー 葛飾区 ☆ 株式会社ニチレイ 中央区 ＊

株式会社丹青社 台東区 株式会社ニチレイフーズ 中央区

中央労働金庫 千代田区 ♯ 株式会社ニチレイプロサーヴ 中央区

中外製薬株式会社 中央区 日産自動車株式会社 中央区 ☆

千代田インテグレ株式会社 中央区 ♯ 日清製粉株式会社 千代田区 ☆

株式会社ツムラ 港区 株式会社日清製粉グループ本社 千代田区 ＊ ☆

ツムラライフサイエンス株式会社 港区 ＊ 日清ファルマ株式会社 千代田区 ＊ ☆

T＆Dフィナンシャル生命保険株式会社 港区 ☆ 日清フーズ株式会社 千代田区 ☆

ＴＩＳ株式会社 港区 日清紡績株式会社 中央区

ＤＩＣ株式会社 中央区 ♯ ニフティ株式会社 品川区

株式会社ＤＮＰ情報システム 新宿区 日本アイ・ビー・エム株式会社 港区

ティージー・テレマーケティング株式会社 港区 ♯ 株式会社日本医療事務センター 千代田区

帝人化成株式会社 千代田区 日本化薬株式会社 千代田区 ♯

帝人ファーマ株式会社 千代田区 株式会社日本ケアサプライ 港区

帝人フィルム株式会社 千代田区 株式会社日本経済新聞社 千代田区

株式会社ディスコ 大田区 日本興亜生命保険株式会社 中央区

財団法人鉄道総合技術研究所 国分寺市 ♯ 日本興亜損害保険株式会社 千代田区

株式会社テプコシステムズ 江東区 日本工営株式会社 千代田区 ♯

株式会社電通 港区 株式会社日本航空インターナショナル 品川区

株式会社電通国際情報サービス 港区 日本コムシス株式会社 品川区 ♯

株式会社電通テック 中央区 日本雇用管理株式会社 新宿区 ＊

株式会社東急コミュニティー 世田谷区 ♯ 日本システムウエア株式会社 渋谷区

株式会社東急ストア 目黒区 株式会社日本システムディベロップメント 新宿区

株式会社東急ハンズ 渋谷区 ♯ 日本情報通信株式会社 中央区

株式会社東急百貨店 渋谷区 日本ストライカー株式会社 渋谷区

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 中央区 日本製粉株式会社 渋谷区 ♯

東京海上日動火災保険株式会社 千代田区 株式会社日本総合研究所 千代田区

東京海上日動システムズ株式会社 多摩市 ♯ 日本綜合地所株式会社 港区

東京急行電鉄株式会社 渋谷区 日本たばこ産業株式会社 港区

株式会社東京スター銀行 港区 ♯ 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 新宿区

株式会社東京センチュリーリース 港区 日本電気株式会社 港区

国立大学法人東京大学 文京区 ♯ 日本電気通信システム株式会社 港区

東京地下鉄株式会社 台東区 日本電子計算株式会社 中央区 ♯

東京電力株式会社 千代田区 ♯ 日本電信電話株式会社 千代田区

株式会社東京リーガルマインド 中野区 ♯ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 中央区 ♯

東京リース株式会社 新宿区 株式会社日本能率協会マネジメントセンター 港区 ♯

東光株式会社 大田区 ♯ 日本ハム株式会社 品川区 ☆

株式会社東芝 港区 日本ビジネスコンピューター株式会社 大田区　

東芝インフォメーションシステムズ株式会社 港区 日本ヒューレット・パッカード株式会社 杉並区 ☆

東芝ソシオシステムサポート株式会社 品川区 日本放送協会 渋谷区

東芝ソリューション株式会社 港区 日本無線株式会社 三鷹市

東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社 青梅市 日本郵船株式会社 千代田区

東芝プラントシステム株式会社 大田区　 日本ユニシス株式会社 江東区
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東京 株式会社日本旅行 港区 ♯ 東京 三井住友海上火災保険株式会社 中央区 ☆

野村アセットマネジメント株式会社 中央区 株式会社三井住友銀行 千代田区 ♯

野村證券株式会社 中央区 ☆ 三井物産株式会社 千代田区

株式会社野村総合研究所 千代田区 三井ホーム株式会社 新宿区

野村ビジネスサービス株式会社 中央区 株式会社三越 中央区

ハーゲンダッツジャパン株式会社 目黒区 ＊ ♯ 三菱化学株式会社 港区

パイオニア株式会社 目黒区 三菱自動車工業株式会社 港区

白十字株式会社 豊島区 三菱重工業株式会社 港区

株式会社博報堂 港区 ♯ 三菱商事株式会社 千代田区

パシフィックコンサルタンツ株式会社 多摩市 ♯ 三菱総研DCS株式会社 品川区

株式会社パスコ 目黒区 株式会社三菱総合研究所 千代田区 ☆

株式会社パソナ 千代田区 三菱電機株式会社 千代田区

株式会社パルコ 豊島区 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 港区 ♯

株式会社バンダイ 台東区 ♯ 株式会社三菱東京UFJ銀行 千代田区 ☆

萬有製薬株式会社 千代田区 三菱ＵＦＪ証券株式会社 千代田区

株式会社ピーエスシー 港区 三菱UFJ信託銀行株式会社 千代田区 ☆

東日本電信電話株式会社 新宿区 ♯ 三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社 港区

東日本旅客鉄道株式会社 渋谷区 ♯ 三菱ＵＦＪニコス株式会社 千代田区 ♯

ピジョン株式会社 中央区 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 港区 ♯

日立建機株式会社 文京区 三菱レイヨン株式会社 港区

日立公共システムエンジニアリング株式会社 江東区 明治製菓株式会社 中央区

株式会社日立システムアンドサービス 港区 ♯ 明治乳業株式会社 江東区

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 品川区 明治安田生命保険相互会社 千代田区 ☆

日野自動車株式会社 日野市 持田製薬株式会社 新宿区 ♯

ファイザー株式会社 渋谷区 モトローラ株式会社 品川区

富国生命保険相互会社 千代田区 ♯ 森永製菓株式会社 港区 ☆

富士重工業株式会社 新宿区 森永乳業株式会社 港区

富士ゼロックス株式会社 港区 株式会社UFJ日立システムズ 中央区

藤田観光株式会社 文京区 ♯ ユービーエス・エイ・ジー（銀行） 千代田区 ＊ ☆

富士通株式会社 港区
ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会
社 千代田区 ＊ ☆

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 江東区 UBS証券会社 千代田区 ☆

株式会社富士通エフサス 港区 雪印乳業株式会社 新宿区 ♯

富士通コワーコ株式会社 港区 ＊ ♯ 株式会社ユナイテッドアローズ 港区 ♯

株式会社富士通パーソナルズ 港区 ユニアデックス株式会社 江東区

株式会社富士通ビジネスシステム 文京区 ユニ・チャーム株式会社 港区 ☆

株式会社富士通ラーニングメディア 大田区　 横河電機株式会社 武蔵野市

富士フイルム株式会社 港区 株式会社読売新聞東京本社 千代田区

芙蓉総合リース株式会社 千代田区 ☆ ライオン株式会社 墨田区 ☆

株式会社フランドル 港区 ♯ らでぃっしゅぼーや株式会社 港区 ♯

古河電気工業株式会社 千代田区 株式会社リクルート 中央区

株式会社ベネッセコーポレーション 多摩市 ☆ 株式会社リコー 中央区 ☆

ポケットカード株式会社 港区 リコーテクノシステムズ株式会社 台東区 ♯

本田技研工業株式会社 港区 リコーリース株式会社 江東区

株式会社毎日新聞社 千代田区 株式会社ルミネ 渋谷区

株式会社松屋 中央区 ♯ 株式会社ロッテ 新宿区

マルハニチロ水産株式会社 千代田区 ＹＫＫ株式会社 千代田区

丸紅株式会社 千代田区 ♯ ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 千代田区

みずほインベスターズ証券株式会社 中央区 ☆ 和光堂株式会社 千代田区

株式会社みずほ銀行 千代田区 神奈川 株式会社エクサ 川崎市 ♯

株式会社みずほコーポレート銀行 千代田区 NECエレクトロニクス株式会社 川崎市

みずほ証券株式会社 千代田区 NECマイクロシステム株式会社 川崎市

みずほ情報総研株式会社 千代田区 NECモバイリング株式会社 横浜市

みずほ信託銀行株式会社 中央区 株式会社KELK 平塚市 ＊ ♯

株式会社みずほトラストシステムズ 調布市 湘南信用金庫 横須賀市

株式会社みずほフィナンシャルグループ 千代田区 新キャタピラー三菱株式会社 相模原市
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神奈川 東京濾器株式会社 横浜市 ♯ 岐阜 生活協同組合コープぎふ 各務原市

東芝情報システム株式会社 川崎市 社会医療法人蘇西厚生会　松波総合病院 羽島郡笠松町

日揮株式会社 横浜市 太平洋工業株式会社 大垣市

株式会社ファンケル 横浜市 ♯ たんぽぽ薬局株式会社 岐阜市 ☆ ♯

株式会社富士通ゼネラル 川崎市 東濃信用金庫 多治見市 ♯

株式会社富士通ワイエフシー 横浜市 ＊ ♯ 株式会社東洋 飛騨市 ＊ ♯

富士ソフト株式会社 横浜市 ♯ 株式会社トーカイ 岐阜市 ☆ ♯

株式会社富士テクノソリューションズ 横浜市 ♯ 株式会社バロー 多治見市（本部）

株式会社みつば 　 横浜市 ＊ 静岡 遠鉄システムサービス株式会社 浜松市 ＊

三菱化工機株式会社 川崎市 ♯ 株式会社静岡銀行 静岡市

株式会社横浜銀行 横浜市 静岡県労働金庫 静岡市 ♯

横浜信用金庫 横浜市 ♯ ジヤトコ株式会社 富士市 ♯

新潟 一正蒲鉾株式会社 新潟市 ヤマハ株式会社 浜松市 ♯

株式会社第一印刷所 新潟市 ＊ ヤマハ発動機株式会社 磐田市

株式会社第四銀行 新潟市 ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社 掛川市

株式会社博進堂 新潟市 ＊ ♯ 愛知 アイシン化工株式会社 豊田市

富山 ＡＷＳ株式会社 滑川市 ＊ ♯ アイシン精機株式会社 刈谷市

株式会社富山銀行 高岡市 アイシン高丘株式会社 豊田市

株式会社富山富士通 富山市 国立大学法人愛知教育大学 刈谷市

株式会社富山村田製作所 富山市 医療法人秋田病院 知立市 ＊ ♯

株式会社氷見村田製作所 氷見市 ♯ 株式会社アドバ 名古屋市 ＊

株式会社北陸銀行 富山市 いちい信用金庫 一宮市

石川 金沢信用金庫 金沢市 株式会社ＩＮＡＸ 常滑市 ☆ ♯

株式会社国土開発センター 金沢市 ＊ 株式会社NTT西日本ー東海 名古屋市 ♯

医療法人社団中央会　 金沢市 ＊ 医療法人尾張健友会 一宮市 ♯

のと共栄信用金庫 七尾市 ♯ 河村電器産業株式会社 瀬戸市

株式会社ＰＦＵ 金沢市 株式会社スズケン 名古屋市

株式会社富士通北陸システムズ かほく市 瀬戸信用金庫 瀬戸市

福井 福井県民生活協同組合 福井市 株式会社セントラルファイナンス 名古屋市

福井信用金庫 福井市 ♯ 株式会社タマディック 名古屋市 ♯

国立大学法人福井大学 福井市 株式会社デンソー 刈谷市 ♯

株式会社福井村田製作所 越前市 ♯ 株式会社東海理化電機製作所 丹羽郡大口町 ♯

山梨 ニスカ株式会社 南巨摩郡増穂町 東海旅客鉄道株式会社 名古屋市

株式会社YSK　ｅ－ｃｏｍ 甲府市 ＊ ♯ 東春信用金庫 小牧市 ＊

長野 エムケー精工株式会社 千曲市 豊田合成株式会社 西春日井郡春日町

キッセイ薬品工業株式会社 松本市 ♯ 株式会社トヨタコミュニケーションシステム 名古屋市 ☆ ♯

医療法人社団　敬仁会（桔梗ヶ原病院） 塩尻市 ♯ 豊田信用金庫 豊田市

ＫＯＡ株式会社 上伊那郡箕輪町 ♯ 株式会社豊田中央研究所 愛知郡長久手町

特定・特別医療法人　慈泉会　（相澤病院） 松本市 豊田通商株式会社 名古屋市

シナノケンシ株式会社 上田市 トヨタファイナンス株式会社 名古屋市

新光電気工業株式会社 長野市 名古屋勤労市民生活協同組合 名古屋市 ♯

セイコーエプソン株式会社 諏訪市 碧海信用金庫 安城市

株式会社長野銀行 松本市 株式会社ポッカコーポレーション 名古屋市

長野県信用組合 長野市 株式会社松坂屋 名古屋市

鍋林株式会社 松本市 松下エコシステムズ株式会社 春日井市

株式会社八十二銀行 長野市 株式会社ミツカングループ本社 半田市

株式会社富士通長野システムエンジニアリング 長野市 株式会社森精機製作所 名古屋市

医療法人みゆき会 飯山市 ＊ ♯ 社会福祉法人ゆたか福祉会 名古屋市 ♯

ルビコン株式会社 伊那市 ♯ ユニー株式会社 稲沢市

岐阜 イビデンエンジニアリング株式会社 大垣市 ＊ ♯ 三重 株式会社第三銀行 松阪市

株式会社大垣共立銀行 大垣市 ☆ ♯ 株式会社百五銀行 津市

株式会社岐阜銀行 岐阜市 ♯ マックスバリュ中部株式会社 松阪市

岐阜信用金庫 岐阜市 株式会社三重銀行 四日市市

株式会社岐阜髙島屋 岐阜市 ♯ 滋賀 株式会社滋賀銀行 大津市

株式会社十六銀行 岐阜市 日本電気硝子株式会社 大津市
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滋賀 株式会社平和堂 彦根市 大阪 大光電機株式会社 大阪市 ♯

菱琵テクノ株式会社 東浅井郡虎姫町 ＊ ♯ ダイハツ工業株式会社 池田市 ☆ ♯

京都 アイフル株式会社 京都市 ♯ 株式会社大丸 大阪市

オムロン株式会社 京都市 ♯ 大和ハウス工業株式会社 大阪市 ♯

株式会社京都銀行 京都市 大和リース株式会社 大阪市 ♯

国立大学法人京都大学 京都市 ♯ 株式会社髙島屋 大阪市 ☆ ♯

京都中央信用金庫 京都市 ♯ 武田薬品工業株式会社 大阪市 ☆ ♯

クロイ電機株式会社 京都市 田辺三菱製薬株式会社 大阪市

三洋化成工業株式会社 京都市 ☆ ♯ 帝人株式会社 大阪市

資生堂医理化テクノロジー株式会社 京都市 ＊ 帝人エンテック株式会社 大阪市

株式会社島津製作所 京都市 ♯ 帝人クリエイティブスタッフ株式会社 大阪市

株式会社新学社 京都市 ＊ 帝人テクノプロダクツ株式会社 大阪市

宝酒造株式会社 京都市 帝人ファイバー株式会社 大阪市

日本写真印刷株式会社 京都市 ♯ 株式会社天彦産業　　 大阪市 ＊

日本新薬株式会社 京都市 東レ株式会社 大阪市

株式会社堀場エステック 京都市 トラスコ中山株式会社 大阪市

株式会社堀場製作所 京都市 ♯ 西日本電信電話株式会社 大阪市 ♯

株式会社村田製作所 長岡京市 西日本旅客鉄道株式会社 大阪市

医療法人社団洛和会 京都市 株式会社日本公文教育研究会 大阪市

大阪 株式会社青山ケアサポート 大阪市 ＊ ♯ 日本生命保険相互会社 大阪市

旭化成せんい株式会社 大阪市 日本臓器製薬株式会社 大阪市

アップリカ葛西株式会社 大阪市 ハウス食品株式会社 東大阪市

イズミヤ株式会社 大阪市 ♯ 株式会社パトライト 大阪市

江崎グリコ株式会社 大阪市 パナソニック株式会社 門真市 ☆ ♯

エヌアイ帝人商事株式会社 大阪市 パナソニックエレクトロニックデバイス株式会社 門真市

ＮＥＣシステムテクノロジー株式会社 大阪市 パナソニック健康保険組合 守口市

大阪いずみ市民生活協同組合 堺市 パナソニック情報システム株式会社 大阪市 ＊ ☆ ♯

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 富田林市 パナソニック電工株式会社 門真市

大阪ガス株式会社 大阪市 パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社 門真市

小野薬品工業株式会社 大阪市 ♯ パナホーム株式会社 豊中市

関西ペイント株式会社 大阪市 ☆ ♯ 阪急電鉄株式会社 大阪市

近畿コカ・コーラボトリング株式会社 摂津市 日立マクセル株式会社 茨木市 ☆ ♯

株式会社クボタ 大阪市 ♯ 富士火災海上保険株式会社 大阪市 ♯

京阪電気鉄道株式会社 大阪市 ♯ 富士通エフエスオー株式会社　　 大阪市 ＊

コクヨ株式会社 大阪市 株式会社富士通関西システムズ 大阪市

コクヨＳ＆Ｔ株式会社 大阪市 株式会社マイカル 大阪市

コクヨビジネスサービス株式会社 大阪市 ♯ 丸大食品株式会社 高槻市 ☆ ♯

コクヨファニチャー株式会社 大阪市 ♯ マルホ株式会社 大阪市

サラヤ株式会社 大阪市 ♯ 美津濃株式会社 大阪市

参天製薬株式会社 大阪市 株式会社ユー・エス・ジェイ 大阪市

サントリー株式会社 大阪市 株式会社読売新聞大阪本社 大阪市

三洋電機株式会社 守口市 ☆ ♯ レンゴー株式会社 大阪市

株式会社JR西日本ITソリューションズ　 吹田市 ＊ ロート製薬株式会社 大阪市

シェリング・プラウ株式会社 大阪市 ♯ 兵庫 株式会社アシックス 神戸市

株式会社システムダイナミックス　　 大阪市 ＊ 伊藤ハム株式会社 西宮市

株式会社資生堂ビューテック　 大阪市 ＊ 片山キッズクリニック 神戸市 ＊

シャープ株式会社 大阪市 ☆ ♯ 神戸信用金庫 神戸市

摂津水都信用金庫 茨木市 株式会社神鋼環境ソリューション 神戸市 ♯

スミセイ情報システム株式会社 大阪市 ♯ 神姫バス株式会社 姫路市

住友金属工業株式会社 大阪市 生活協同組合コープこうべ 神戸市

住友電気工業株式会社 大阪市 ☆ ♯ 株式会社トーホー 神戸市 ＊

積水化学工業株式会社 大阪市 ♯ 株式会社トーホーストア 神戸市 ♯

積水ハウス株式会社 大阪市 ☆ ♯ 株式会社トーホービジネスサービス 神戸市 ＊ ♯

株式会社千趣会 大阪市 株式会社トーホーフードサービス 神戸市 ♯

ダイキン工業株式会社 大阪市 日本イーライリリー株式会社 神戸市
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別添　２

都道府県名 企　　業　　名
所在地

（市区町村まで） 規模 認定回数 備考 都道府県名 企　　業　　名
所在地

（市区町村まで） 規模 認定回数 備考

兵庫 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 川西市 宮崎 株式会社ホンダロック 宮崎市

株式会社ノーリツ 神戸市 医療法人和敬会 西臼杵郡高千穂町 ＊

ピー・アンド・ジー株式会社 神戸市 鹿児島 株式会社鹿児島銀行 鹿児島市 ☆ ♯

姫路信用金庫 姫路市 鹿児島信用金庫 鹿児島市

兵庫信用金庫 姫路市 鹿児島相互信用金庫 鹿児島市

富士通周辺機株式会社 加東市 財団法人慈愛会 鹿児島市

富士通テン株式会社 神戸市 株式会社新日本科学 鹿児島市 ♯

マックスバリュ西日本株式会社 姫路市 沖縄 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 那覇市 ＊

三ツ星ベルト株式会社 神戸市 ♯ 琉球ジャスコ株式会社 島尻郡南風原町

モロゾフ株式会社 神戸市 ♯ 株式会社琉球新報社 那覇市 ♯

奈良 社会福祉法人愛和会 天理市 ＊

市民生活協同組合ならコ－プ 奈良市

和歌山 有限会社シーエスピー 岩出市 ＊

株式会社住金鋼鉄和歌山 和歌山市

医療法人了生会　古梅記念病院 和歌山市 ＊

鳥取 大山ハム株式会社 米子市

島根 株式会社長岡塗装店 松江市 ＊ ☆ ♯

岡山 生活協同組合　おかやまコープ 岡山市

株式会社岡山髙島屋 岡山市 ♯

カバヤ食品株式会社 岡山市 ♯

株式会社山陽新聞社 岡山市 ♯

株式会社ＤＮＰアイ・エム・エス 岡山市

株式会社メッセージ 岡山市 ♯

広島 アヲハタ株式会社 竹原市 ♯

株式会社エフピコ 福山市 ♯

オタフクソース株式会社 広島市

株式会社広島銀行 広島市 ☆ ♯

株式会社福屋 広島市

マツダ株式会社 安芸郡府中町

リョービ株式会社 府中市

山口 医療法人茜会 下関市 ♯

株式会社西京銀行 周南市

徳島 株式会社大塚製薬工場 鳴門市

香川 香川医療生活協同組合 高松市

医療法人圭良会　 仲多度郡まんのう町 ＊ ♯

四国電力株式会社 高松市 ♯

株式会社富士通四国システムズ 高松市

ユニ・チャームプロダクツ株式会社 観音寺市

愛媛 株式会社伊予銀行 松山市

株式会社伊予鉄髙島屋 松山市

株式会社フジ 松山市

高知 株式会社高知銀行 高知市

福岡 九州旅客鉄道株式会社 福岡市 ☆

医療法人寿芳会 北九州市 ＊

株式会社しんわ 福岡市 ＊ ☆

総合メディカル株式会社 福岡市

西日本鉄道株式会社 福岡市

パナソニックコミュニケーションズ株式会社 福岡市 ☆

株式会社ミスターマックス 福岡市

株式会社安川電機 北九州市 ♯

株式会社読売新聞西部本社 福岡市

熊本 菊池地域農業協同組合 菊池市

医療法人社団坂梨会 阿蘇市 ♯

トレジャーオブテクノロジー株式会社 上益城郡益城町

大分 株式会社トキハ 大分市
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