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都道府県名 企　　業　　名
所在地

（市区町村まで）
規模 認定回数

北海道 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道 札幌市

青森 株式会社サンデー 八戸市

社会福祉法人七戸福祉会 上北郡七戸町 ＊

社団法人信愛会 八戸市 ＊

宮城 株式会社七十七銀行 仙台市

東北リコー株式会社 柴田郡柴田町 ☆

みやぎ生活協同組合 仙台市

秋田 社会福祉法人　県南ふくし会 大仙市 ＊

福島 株式会社東邦銀行 福島市

株式会社ニラク 郡山市

藤田建設工業株式会社 東白川郡棚倉町 ＊

茨城 キヤノンセミコンダクターエクィップメント株式会社 坂東市

株式会社常陽銀行 水戸市

独立行政法人日本原子力研究開発機構 那珂郡東海村

栃木 株式会社アイ電子工業 大田原市 ＊

シーデーピージャパン株式会社 宇都宮市 ＊

ソニーケミカル＆インフォメーション
デバイス株式会社 鹿沼市

とちぎコープ生活協同組合 宇都宮市

群馬 有限会社　ＣＯＣＯ‐ＬＯ 桐生市 ＊

株式会社　高崎高島屋 高崎市

株式会社　東和銀行 前橋市

生活協同組合コープぐんま 桐生市 ☆

埼玉 サンケン電気株式会社 新座市

埼玉縣信用金庫 熊谷市

津田工業株式会社 滑川町 ＊

T＆D情報システム株式会社 さいたま市 ☆

社会福祉法人殿山福祉会 新座市 ＊

株式会社本田技術研究所 和光市 ☆

ボッシュ株式会社 東松山市

株式会社武蔵野銀行 さいたま市

リコーユニテクノ株式会社 八潮市

千葉 イオンリテール株式会社 千葉市

キッコーマン株式会社 野田市

キッコーマン飲料株式会社 野田市 ＊

キッコーマン食品株式会社 野田市

キッコーマンビジネスサービス株式会社 野田市 ＊

シャープシステムプロダクト株式会社 千葉市

日本アイ・ビー・エム　システムズ・エンジニアリング株式会社 千葉市 ＊

ヒゲタ醤油株式会社 銚子市 ☆

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 ＊ ☆

株式会社ミリアルリゾートホテルズ 浦安市

次世代法に基づく認定企業一覧（平成２１年７月～２２年６月末）

　注　下の表には、平成２１年７月１日から平成２２年６月３０日までに認定を受けた企業で、
　　　その旨を公表することに了解を得た企業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。
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東京 株式会社アイ・イーグループ 豊島区

あいおい損害保険株式会社 渋谷区 ☆

株式会社赤ちゃんとママ社 新宿区 ＊

アクセンチュア株式会社 港区 ☆

アクセンチュア・テクノロジー・ソリューションズ株式会社 港区

株式会社朝日新聞社 中央区 ☆

味の素株式会社 中央区 ☆

アスビオファーマ株式会社 港区 ☆

株式会社ＡＤＥＫＡ 荒川区

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 新宿区 ☆

伊藤忠紙パルプ株式会社 中央区 ＊ ☆

インタアクト株式会社 文京区 ＊

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 ☆

エイアイジー・スター生命保険株式会社 墨田区

株式会社エテュセ 港区 ＊

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 港区

株式会社Ｎ・パートナー 豊島区

エプソン販売株式会社 新宿区 ☆

社会保険労務士法人大野事務所 渋谷区 ＊

オリックス・レンテック株式会社 品川区

カーディフ･アシュアランス・リスク・ディヴェール 渋谷区 ＊

カーディフ・アシュアランス・ヴィ 渋谷区 ＊

カシオ計算機株式会社 渋谷区

株式会社学研ホールディングス 品川区 ＊ ☆

カルピス株式会社 渋谷区 ☆

キヤノン株式会社 大田区 ☆

一般社団法人共同通信社 港区

株式会社銀座コージーコーナー 新宿区

グラクソ・スミスクライン株式会社 渋谷区

クリナップ株式会社 荒川区

株式会社クレスコ 港区

株式会社京王百貨店 新宿区 ☆

ＫＤＤＩ株式会社 千代田区

株式会社廣済堂 港区

コニカミノルタオプト株式会社 八王子市

コニカミノルタテクノロジーセンター株式会社 日野市 ☆

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 ☆

コニカミノルタホールディングス株式会社 千代田区

コンビ株式会社 台東区 ☆

株式会社サトー 渋谷区 ☆

サミー株式会社 豊島区 ☆

株式会社ジャックス 渋谷区 ☆

株式会社ジャパンエナジー 港区 ☆

株式会社集英社 千代田区

昭和シェル石油株式会社 港区 ☆

住商情報システム株式会社 中央区 ☆

住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社 中央区 ＊

住友信託銀行株式会社 千代田区 ☆
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東京 住友生命保険相互会社 中央区 ☆

全日本空輸株式会社 港区

綜合警備保障株式会社 港区

ソニー株式会社 港区 ☆

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 港区

株式会社ソフィア 港区 ＊

ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社 千代田区

第一三共RDアソシエ株式会社 品川区 ＊

第一三共ビジネスアソシエ株式会社 中央区 ＊

第一三共プロファーマ株式会社 中央区

第一生命情報システム株式会社 府中市

第一生命保険相互会社 千代田区 ☆

株式会社ダイエー 江東区 ☆

大成建設株式会社 新宿区 ☆

大鵬薬品工業株式会社 千代田区

タテヤマアドバンス株式会社 中央区

中央三井アセット信託銀行株式会社 港区

中央三井信託銀行株式会社 港区

株式会社ＴＪＭデザイン 板橋区

株式会社ディシラ 港区 ＊

テレコムサービス株式会社 豊島区

株式会社テレコメディア 豊島区

株式会社東急百貨店 渋谷区 ☆

東急不動産株式会社 渋谷区

東京海上日動火災保険株式会社 千代田区 ☆

東京地下鉄株式会社 台東区 ☆

東京トヨペット株式会社 港区

東芝ＩＴサービス株式会社 港区

東芝エレベータ株式会社 品川区

東芝プラントシステム株式会社 大田区 ☆

東神開発株式会社 世田谷区 ＊

株式会社東武百貨店 豊島区

日油株式会社 渋谷区

株式会社ニチレイ 中央区 ＊ ☆

株式会社ニチレイフーズ 中央区 ☆

株式会社ニチレイプロサーヴ 中央区 ＊ ☆

ニッセイアセットマネジメント株式会社 千代田区

日本水産株式会社 千代田区

日本アイ・ビー・エム株式会社 中央区 ☆

日本アムウェイ合同会社 渋谷区

日本銀行 中央区

株式会社日本ケアサプライ 港区 ☆

日本興亜生命保険株式会社 中央区 ☆

日本システムウエア株式会社 渋谷区 ☆

日本赤十字社 港区

日本メドトロニック株式会社 港区

株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 豊島区

株式会社野村総合研究所 千代田区 ☆
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東京 株式会社光通信 豊島区

株式会社日立情報システムズ 品川区

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 品川区 ☆

日立電子サービス株式会社 港区

富士重工業株式会社 新宿区 ☆

富士通株式会社 港区 ☆

株式会社富士通エフサス 港区 ☆

株式会社ブリヂストン 中央区

プリマハム株式会社 品川区

古河電気工業株式会社 千代田区 ☆

プロミス株式会社 千代田区

株式会社ベネッセスタイルケア 渋谷区

株式会社ベネフィット・ワン 渋谷区

株式会社ベルシステム２４ 渋谷区

株式会社ポーラ 品川区

ポケットカード株式会社 港区 ☆

株式会社ホテルオークラ東京 港区

株式会社丸山製作所 千代田区

株式会社みずほ銀行 千代田区 ☆

株式会社みずほコーポレート銀行 千代田区 ☆

みずほ証券株式会社 千代田区 ☆

みずほ情報総研株式会社 千代田区 ☆

みずほ信託銀行株式会社 中央区 ☆

株式会社みずほフィナンシャルグループ 千代田区 ☆

三井住友カード株式会社 港区

三井生命保険株式会社 千代田区

三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社 港区 ☆

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 千代田区 ☆

三菱レイヨン株式会社 港区 ☆

明治製菓株式会社 中央区 ☆

株式会社明電舎 品川区

株式会社メトロ 品川区

森永乳業株式会社 港区 ☆

リコーリース株式会社 江東区 ☆

株式会社ローソン 品川区

ＹＫＫ株式会社 千代田区 ☆

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 千代田区 ☆

神奈川 学校法人　岩崎学園 横浜市 ＊

株式会社エフサスネットワークソリューションズ 横浜市 ＊

株式会社ＮＴＴデータＭＳＥ 横浜市

コストコ ホールセール ジャパン株式会社 川崎市

芝浦メカトロニクス株式会社 横浜市

相鉄ビジネスサービス株式会社 横浜市 ＊

ソニー・エルエスアイ・デザイン株式会社 横浜市

株式会社ニフコ 横浜市

日本モレックス株式会社 大和市

株式会社ぱど 横浜市

富士ソフト株式会社 横浜市 ☆
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神奈川 株式会社富士通ゼネラル 川崎市 ☆

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 川崎市

新潟 一正蒲鉾　株式会社 新潟市 ☆

株式会社　ジェイマックソフト 長岡市 ＊

株式会社　大光銀行 長岡市

株式会社　北越銀行 長岡市

富山 三協立山アルミ株式会社 高岡市

三協マテリアル株式会社 高岡市

石川 生活協同組合コープいしかわ 白山市

株式会社大和 金沢市

株式会社中央設計技術研究所 金沢市 ＊

福井 小浜信用金庫 小浜市 ＊

長野 株式会社アズミ村田製作所 安曇野市

セイコーエプソン株式会社 諏訪市 ☆

株式会社長野銀行 松本市 ☆

岐阜 株式会社アクトス 多治見市

岐阜信用金庫 岐阜市 ☆

株式会社サムソン 岐阜市 ＊

美濃工業株式会社 中津川市

ヤングビーナス薬品工業株式会社 加茂郡坂祝町 ＊

医療法人和光会 岐阜市

静岡 株式会社清水銀行 静岡市

静清信用金庫 静岡市

愛知 岡崎信用金庫 岡崎市

兼工業株式会社 小牧市 ＊

株式会社三和化学研究所 名古屋市

敷島製パン株式会社 名古屋市

株式会社スギ薬局 安城市

株式会社セディナ 名古屋市

中央精機株式会社 安城市

中部電力株式会社 名古屋市

デンソーテクノ株式会社 刈谷市

西尾信用金庫 西尾市

株式会社ミツカングループ本社 半田市

株式会社ＵＣＳ 稲沢市

三重 太陽化学株式会社 四日市市

医療法人社団　寺田病院 名張市 ＊

パナソニック電工インテリア照明株式会社 伊賀市

滋賀 びわこテック株式会社 近江八幡市 ＊

京都 株式会社イセトー 京都市

鐘通株式会社 京都市 ＊

株式会社ゴビ 京都市 ＊

ニューリー株式会社 久世郡久御山町 ＊

株式会社日進製作所 京丹後市

任天堂株式会社 京都市

株式会社ミラノ工務店 京都市 ＊

医療法人社団洛和会 京都市 ☆

大阪 エス・バイ・エル株式会社 大阪市
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大阪 国立大学法人大阪大学 吹田市

株式会社カネカ 大阪市

参天製薬株式会社 大阪市 ☆

田辺三菱製薬株式会社 大阪市 ☆

株式会社ダイヤアクセス 大阪市 ＊

東洋紡績株式会社 大阪市

東レ株式会社 大阪市 ☆

長瀬産業株式会社 大阪市

株式会社日本公文教育研究会 大阪市 ☆

阪急電鉄株式会社 大阪市 ☆

ハウス食品株式会社 東大阪市 ☆

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 ☆

不二製油株式会社 泉佐野市

株式会社ユー・エス・ジェイ 大阪市 ☆

兵庫 株式会社アシックス 神戸市 ☆

阿比野建設株式会社 姫路市 ＊

尼崎信用金庫 尼崎市

池田電機株式会社 姫路市

川崎重工業株式会社 神戸市

コベルコシステム株式会社 神戸市

住友ゴム工業株式会社 神戸市

日本イーライリリー株式会社 神戸市 ☆

兵庫信用金庫 姫路市 ☆

富士通周辺機株式会社 加東市 ☆

富士通テン株式会社 神戸市 ☆

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ープ 奈良市

医療法人平和会 奈良市

社会福祉法人万葉福祉会 奈良市 ＊

島根 医療法人仁寿会 邑智郡川本町 ＊

岡山 社会福祉法人　愛誠会 新見市 *

株式会社イデアス 玉野市 ＊

共和機械株式会社 津山市 ＊

セロリー株式会社 倉敷市 ＊

広島 総合運送　有限会社 福山市 ＊

デリカウイング　株式会社 廿日市市

広島ガス　株式会社 広島市

国立大学法人　広島大学 東広島市

株式会社　マツダＥ＆Ｔ 広島市

山口 医療法人愛の会 下関市 ＊

株式会社西京銀行 周南市 ☆

シルトロニック・ジャパン株式会社 光市

徳島 株式会社阿波銀行 徳島市

西精工株式会社 徳島市 ＊

香川 国立大学法人　香川大学 高松市

医療法人社団　五色会 坂出市 ＊

株式会社　トーカイ 高松市

株式会社　百十四銀行 高松市
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香川 ユニ・チャームプロダクツ株式会社 観音寺市 ☆

愛媛 生活協同組合コープえひめ 松山市

医療法人青峰会 八幡浜市

福岡 エフコープ生活協同組合 粕屋郡

九州旅客鉄道　株式会社 福岡市 ☆

福岡印刷　株式会社 福岡市 ＊

佐賀 株式会社佐賀銀行 佐賀市

鳥栖キユーピー株式会社 鳥栖市 ＊

熊本 株式会社イノス 熊本市 ＊

大分 社会福祉法人安岐の郷 国東市 ＊

鹿児島 鹿児島相互信用金庫 鹿児島市 ☆

国立大学法人 鹿児島大学 鹿児島市

医療法人 寛容会 鹿児島市 ＊

財団法人 慈愛会 鹿児島市 ☆

株式会社 富士通鹿児島インフォネット 鹿児島市 ＊

沖縄 社会福祉法人まつみ福祉会 豊見城市 ＊

医療法人友愛会 豊見城市


	特別区・市

