
【プラチナえるぼし認定】

企　業　名 認定年 所在地 業　　種 規模 段階

1 　ちばぎん証券株式会社 2021年 千葉市 金融業、保険業 A

2 　株式会社千葉銀行 2022年 千葉市 金融業、保険業 A

3 　イオンモール株式会社 2023年 千葉市 不動産業、物品賃貸業 A

【えるぼし認定】

企　業　名 認定年 所在地 業　　種 規模 段階

1 　イオンモール株式会社 2016年 千葉市 不動産業、物品賃貸業 A ★★★

2 　株式会社千葉銀行 2016年 千葉市 金融業、保険業 A ★★★

3 　株式会社千葉興業銀行 2016年 千葉市 金融業、保険業 A ★★★

4 　イオン株式会社 2016年 千葉市 分類不能の産業 B ★★★

5 　イオンアイビス株式会社 2016年 千葉市 その他サービス業 A ★★★

6 　イオンマーケティング株式会社 2016年 千葉市 情報通信業 C ★★★

7 　ちばぎん証券株式会社 2016年 千葉市 金融業、保険業 A ★★★

8 　ミニストップ株式会社 2016年 千葉市 小売業 A ★★★

9 　ちばぎんコンピューターサービス株式会社 2016年 千葉市 情報通信業 B ★★★

10 　コストコホールセールジャパン株式会社 2016年 木更津市 卸売業、小売業 A ★★★

11 　イオン保険サービス株式会社 2017年 千葉市 金融業、保険業 A ★★★

12 　株式会社マツモトキヨシ 2018年 松戸市 小売業 A ★★★

13 　リフォームスタジオ株式会社 2018年 千葉市
生活関連サービス業、

娯楽業
B ★★★

14 　イオンコンパス株式会社 2018年 千葉市 旅行業 B ★★★

15 　株式会社ＱＶＣジャパン 2018年 千葉市 小売業 A ★★★

16 　大樹生命アイテクノロジー株式会社 2019年 柏市 情報通信業 A ★★★

17 　株式会社アクティブブレインズ 2020年 千葉市 情報通信業 C ★★★

18 　マブチモーター株式会社 2020年 松戸市
電子部品・デバイス・
電子回路製造業

A ★★★

19 　株式会社新松戸造園 2020年 松戸市 建設業 C ★★★

20 　株式会社三井化学分析センター 2020年 袖ケ浦市
学術研究、専門・技術

サービス業
A ★★★

21 　学校法人植草学園 2021年 千葉市 教育、学習支援業 A ★★★

22 　総武物流株式会社 2021年 野田市 運輸業、郵便業 B ★★★

23 　株式会社美光商会 2022年 千葉市 卸売業、小売業 B ★★★

24 　株式会社川和 2022年 流山市 卸売業、小売業 B ★★★

25 　社会保険労務士法人ハーモニー 2023年 千葉市
学術研究、

専門・技術サービス業
C ★★★

26 　土佐工業株式会社 2023年 船橋市 建設業 C ★★★

27 　株式会社千葉ステーションビル 2023年 千葉市 不動産業、物品賃貸業 B ★★★

28 　總武建設株式会社 2023年 成田市 建設業 C ★★★

29 　株式会社ナチュラルガーデン 2023年 浦安市 小売業 B ★★★

30 　社会福祉法人青葉会 2023年 柏市 医療、福祉 B ★★★

令和5年3月15日現在（認定順）

※えるぼし認定は、行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の
要件を満たした場合に認定されます。認定の段階は、評価項目を満たした数に応じて３段階あります。
※プラチナえるぼし認定は、えるぼし認定を受けた企業のうち、一般事業主行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関する取組の実
施状況が特に優良である等の一定の条件を満たした場合に認定されます。
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31 　株式会社イオンファンタジー 2016年 千葉市
生活関連サービス業、

娯楽業
A ★★

32 　株式会社京葉銀行 2016年 千葉市 金融業、保険業 A ★★

33 　東洋エンジニアリング株式会社 2019年 習志野市
学術研究、

専門・技術サービス業
A ★★

34 　千葉信用金庫 2021年 千葉市 金融業、保険業 A ★★

35 　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 2022年 千葉市
公務（他に分類される

ものを除く）
A ★★

36 　社会保険労務士法人アスミル 2022年 松戸市
学術研究、

専門・技術サービス業
C ★★

37 　株式会社道路建設コンサルタント 2022年 千葉市
学術研究、

専門・技術サービス業
C ★★

38 　株式会社ケイ・ワイ・コーポレーション 2022年 君津市 卸売業、小売業 C ★★

規模　：　Ａ　３０１人以上　　Ｂ　１０１人～３００人　　Ｃ　１００人以下　
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