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農業・食品産業技術総合研究機構を 

女性活躍推進“三つ星”企業に認定 

  

茨城労働局(局長 西井
に し い

 裕樹
ひ ろ き

)は、平成 2９年１月２５日付で、 
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（本部：つくば市、 
理事長 井邊

い ん べ
 時

と き
雄
お

）を、女性活躍推進法に基づく認定(愛称:えるぼし)※に 
おいて、「第 3 段階」で認定しました。 

国立研究開発法人の認定は、全国で２件目となります。 
 

※ 女性活躍推進法に基づく認定(愛称：えるぼし認定） 
    女性の活躍推進のための行動計画 (一般事業主行動計画)を策定し、その旨を労働局長に届出た 
   事業主のうち、一定の基準を満たし、取組の実施状況が優良な事業主は、労働局長への申請により、 
   厚生労働大臣の認定を受けることができます。 

  

●認定通知書交付式 
  認定通知書交付式を、以下のとおり行います。 ぜひ取材をお願いします。 

  

【照会先】 

 茨城労働局雇用環境・均等室 

 雇用環境改善・均等推進監理官   小林   謙 

 指 導 係 長   渡邉 朋子 

（電話） 029-277-8295 (8294) 

茨城労働局 
Press Release 

茨 城 労 働 局 発 表  

平成 29 年１月 31 日（火） 

 

「えるぼし」認定マーク 
 (第３段階用) 

 日 時   平成 29 年 2 月 13 日（月）1０:00～（約 30 分の予定）   
 会 場   農業・食品産業技術総合研究機構 本部 理事長室 

（つくば市観音台 3-1-1） 
＜交付式の流れ＞ 

  （１）茨城労働局長から理事長に、「基準適合一般事業主認定通知書」を交付 
  （２）記念撮影 
  （３）懇 談（※懇談後に取材社様からの質疑応答の時間をお取りします)   

   ※ 取材ご希望の際は、雇用環境・均等室 指導係（TEL 029-277-8295）あて、ご連絡お願いします。 
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＜参考＞ 

「えるぼし認定」の概要 

● ①～⑤の評価項目について、満たした項目数により、取得できる認定段階(第１～３

段階）が変わります。 

  ①採用 
    男女別の採用における競争倍率が同程度か。【直近３か年度】 

  ②継続就業 
    男女別の平均勤続年数について、女性が著しく低くないか。【所定の式で算出】 

又は、10 事業年度前後に採用された男女別の継続就労率について、女性が著し

く低くないか。【所定の式で算出】 

  ③労働時間等 
    性別役割分担意識とも密接な関係がある、長時間労働がないか。【所定の式で算出】 

  ④管理職比率 
    産業ごとに定める管理職に占める女性の割合が、平均値以上か。【所定の式で算出】 

  ⑤多様なキャリアコース 
    女性の非正社員から正社員への転換、女性のキャリアアップに資する雇用管理区

分の転換…などの実績があるか。【直近３か年度】 

 

● 以上について、満たした項目数が、 

    １～２項目 … 「第 1 段階」として認定 

    ３～４項目 … 「第 2 段階」として認定 

    ５項目全て … 「第 3 段階」として認定 となります。 

 

 ※農業・食品産業技術総合研究機構は、 

上記５項目すべてを満たしたことから、 

第３段階での認定となります。 

 

 

「えるぼし認定」のマークについて 

●「Ｌ」…lady(女性)、labour(働く・取り組む)、lead(手本)など様々な意味があり、「円」

は企業・社会、「Ｌ」はエレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。また、

「えるぼし」の愛称は、一般公募により厚生労働省が決定したものです。 
（認定の段階に応じて、マークの★の数が変わります。） 

 

「えるぼし認定」を受ける“メリット”は…。 

● 認定マークを、自社の商品・名刺・広告・求人票などに付けて、女性が活躍する企業

であることをアピールすることができ、企業イメージの向上、優秀な人材の確保・定

着などが期待できます。 



（平成28年７月１日現在）

① ② ③ ④ ⑤

№ 企業名 本社所在地
301人以上
企業

(認定時)
採用 継続就業 労働時間 管理職比率 多様な

キャリアコース

1 株式会社常陽銀行 水戸市 ○

(2016.4) (2016.11)

○ 〇
(2016.11)

○ 〇
(2016.11)

○

2 株式会社カスミ つくば市 ○

(2016.6)

○ ○ ○ ○ ○

3 関彰商事株式会社 筑西市 ○

(2016.6)

○ ○ ○ ○ ○

4
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合
研究機構

つくば市 ○

(2017.1)

○ ○ ○ ○ ○

評価項目　(○＝満たしている項目)

茨城労働局管内の「えるぼし」認定企業一覧
（平成29年１月25日現在）

認定段階

第１段階 第２段階 第３段階

【添付資料】

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく認定を取得しましょう(パンフレット)

【参考】
全国の「えるぼし認定」の状況（平成29年12月31日現在）

第１段階での認定… ０社
第２段階での認定… 70社（うち300人以下企業…0社）
第３段階での認定… 145社（うち300人以下企業…12社）

計 215社（うち300人以下企業…12社）

-　３　-



平成28年12月31日現在

都道府県 企業名 ふりがな 段階 所在地 認定年月
常時雇用
する

労働者数

1 北海道 株式会社北洋銀行 ほくようぎんこう ★★★ 札幌市 平成28年4月 5,676

2 北海道 イオン北海道株式会社 いおんほっかいどう ★★★ 札幌市 平成28年7月 11,964

3 北海道 マックスバリュ北海道株式会社 まっくすばりゅほっかいどう ★★ 札幌市 平成28年10月 6,332

4 青森 株式会社青森銀行 あおもりぎんこう ★★ 青森市 平成28年4月 2,213

5 青森 株式会社横浜ファーマシー よこはまふぁーましー ★★★ 北津軽郡板柳町 平成28年6月 748

6 青森 株式会社みちのく銀行 みちのくぎんこう ★★★ 青森市 平成28年7月 2,240

7 岩手 株式会社岩手銀行 いわてぎんこう ★★★ 盛岡市 平成28年5月 2,260

8 岩手 株式会社薬王堂 やくおうどう ★★★ 矢巾町 平成28年5月 2,932

9 岩手 株式会社東北銀行 とうほくぎんこう ★★★ 盛岡市 平成28年6月 905

10 宮城 ホシザキ東北株式会社 ほしざきとうほく ★★ 仙台市 平成28年5月 467

11 宮城 株式会社ＮＴＴ東日本－東北 えぬてぃてぃひがしにほん－とうほく ★★ 仙台市 平成28年6月 4,401

12 宮城 株式会社七十七銀行 しちじゅうしちぎんこう ★★★ 仙台市 平成28年6月 4,128

13 宮城 株式会社日立ソリューションズ東日本 ひたちそりゅーしょんずひがしにほん ★★ 仙台市 平成28年8月 992

14 山形 株式会社荘内銀行 しょうないぎんこう ★★★ 鶴岡市 平成28年4月 1,549

15 福島 社会福祉法人太田福祉記念会 おおたふくしきねんかい ★★★ 郡山市 平成28年6月 229 ※

16 福島 株式会社東邦銀行 とうほうぎんこう ★★ 福島市 平成28年9月 3,237

17 福島 株式会社福島銀行 ふくしまぎんこう ★★ 福島市 平成28年9月 750

18 茨城 株式会社カスミ かすみ ★★★ つくば市 平成28年6月 15,228

19 茨城 関彰商事株式会社 せきしょうしょうじ ★★★ 筑西市 平成28年6月 617

20 茨城 株式会社常陽銀行 じょうようぎんこう ★★★ 水戸市 平成28年11月 5,694

21 栃木 シーデーピージャパン株式会社 しーでーぴーじゃぱん ★★★ 宇都宮市 平成28年5月 1,231

22 群馬 株式会社群馬銀行 ぐんまぎんこう ★★ 前橋市 平成28年5月 4,737

23 群馬 朝倉染布株式会社 あさくらせんぷ ★★★ 桐生市 平成28年12月 98 ※

24 埼玉 曙ブレーキ工業株式会社 あけぼのぶれーきこうぎょう ★★★ 羽生市 平成28年4月 1,186

25 埼玉 川口信用金庫 かわぐちしんようきんこ ★★★ 川口市 平成28年4月 853

26 埼玉 埼玉縣信用金庫 さいたまけんしんようきんこ ★★★ 熊谷市 平成28年4月 2,252

27 埼玉 株式会社埼玉りそな銀行 さいたまりそなぎんこう ★★★ さいたま市 平成28年4月 6,288

28 埼玉 三州製菓株式会社 さんしゅうせいか ★★★ 春日部市 平成28年4月 237 ※

29 埼玉 株式会社武蔵野銀行 むさしのぎんこう ★★★ さいたま市 平成28年4月 3,183

30 埼玉 株式会社遊楽 ゆうらく ★★ さいたま市 平成28年5月 380

31 埼玉 株式会社エスプリライン えすぷりらいん ★★★ 川越市 平成28年6月 266 ※

32 埼玉 シーケーエンジニアリング株式会社 しーけーえんじにありんぐ ★★★ さいたま市 平成28年6月 739

33 埼玉 株式会社カインズ かいんず ★★ 本庄市 平成28年6月 7,871

34 埼玉 クラリオン株式会社 くらりおん ★★★ さいたま市 平成28年7月 1,448

35 埼玉 株式会社ＮＴＴ東日本－関信越 えぬてぃてぃひがしにほん－かんしんえつ ★★★ さいたま市 平成28年9月 5,500

36 埼玉 テイ・エステック株式会社 てい・えすてっく ★★★ 朝霞市 平成28年10月 1,970

37 埼玉 カルソニックカンセイ株式会社 かるそにっくかんせい ★★★ さいたま市 平成28年11月 3,912

38 千葉 株式会社イオンファンタジー いおんふぁんたじー ★★ 千葉市 平成28年4月 5,582

39 千葉 イオンモール株式会社 いおんもーる ★★★ 千葉市 平成28年4月 2,814

40 千葉 株式会社京葉銀行 けいようぎんこう ★★ 千葉市 平成28年4月 3,131

41 千葉 株式会社千葉銀行 ちばぎんこう ★★★ 千葉市 平成28年4月 6,635

42 千葉 株式会社千葉興業銀行 ちばこうぎょうぎんこう ★★★ 千葉市 平成28年4月 2,227

43 千葉 イオン株式会社 いおん ★★★ 千葉市 平成28年6月 421

44 千葉 イオンアイビス株式会社 いおんあいびす ★★★ 千葉市 平成28年6月 1,046

45 千葉 イオンマーケティング株式会社 いおんまーけてぃんぐ ★★★ 千葉市 平成28年6月 48 ※

46 千葉 イオンリテール株式会社 いおんりてーる ★★★ 千葉市 平成28年6月 111,907

47 千葉 ちばぎん証券株式会社 ちばぎんしょうけん ★★★ 千葉市 平成28年6月 273 ※

48 千葉 ミニストップ株式会社 みにすとっぷ ★★★ 千葉市 平成28年6月 921

49 千葉 ちばぎんコンピューターサービス株式会社 ちばぎんこんぴゅーたーさーびす ★★★ 千葉市 平成28年8月 244 ※

50 東京 株式会社イオン銀行 いおんぎんこう ★★★ 江東区 平成28年4月 1,390

51 東京 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 えぬてぃてぃこみゅにけーしょんず ★★★ 千代田区 平成28年4月 9,370

52 東京 カルビー株式会社 かるびー ★★★ 千代田区 平成28年4月 1,724

53 東京 株式会社協和エクシオ きょうわえくしお ★★★ 渋谷区 平成28年4月 4,153

54 東京 清水建設株式会社 しみずけんせつ ★★★ 中央区 平成28年4月 10,548

55 東京 スリープロ株式会社 すりーぷろ ★★★ 新宿区 平成28年4月 1,784

56 東京 ソニー株式会社 そにー ★★★ 港区 平成28年4月 12,286

57 東京 株式会社中央エンジニアリング ちゅうおうえんじにありんぐ ★★★ 千代田区 平成28年4月 535

58 東京 株式会社東京海上日動キャリアサービス とうきょうかいじょうにちどうきゃりあさーびす ★★★ 新宿区 平成28年4月 457

59 東京 日本電気株式会社 にっぽんでんき ★★★ 港区 平成28年4月 24,275

60 東京 株式会社日立ソリューションズ ひたちそりゅーしょんず ★★★ 品川区 平成28年4月 5,054

61 東京 ヒューリック株式会社 ひゅーりっく ★★★ 中央区 平成28年4月 130 ※

62 東京 株式会社フォーカスシステムズ ふぉーかすしすてむず ★★★ 品川区 平成28年4月 954

63 東京 富士通株式会社 ふじつう ★★★ 港区 平成28年4月 24,187

64 東京 古河電気工業株式会社 ふるかわでんきこうぎょう ★★★ 千代田区 平成28年4月 3,251

65 東京 株式会社ベネッセコーポレーション べねっせこーぽれーしょん ★★★ 多摩市 平成28年4月 2,778

66 東京 前田建設工業株式会社 まえだけんせつこうぎょう ★★ 千代田区 平成28年4月 3,232

67 東京 三菱マテリアル株式会社 みつびしまてりある ★★ 千代田区 平成28年4月 5,512

68 東京 株式会社リコー りこー ★★★ 中央区 平成28年4月 11,045

69 東京 NECネッツエスアイ株式会社 えぬいーしーねっつえすあい ★★★ 文京区 平成28年5月 5,256

70 東京 株式会社NTTドコモ えぬてぃてぃどこも ★★ 千代田区 平成28年5月 14,511

71 東京 住友商事株式会社 すみともしょうじ ★★ 中央区 平成28年5月 5,363

72 東京 東亞合成株式会社 とうあごうせい ★★ 港区 平成28年5月 1,433

73 東京 株式会社ニコン にこん ★★ 港区 平成28年5月 6,698

74 東京 株式会社パスコ ぱすこ ★★ 目黒区 平成28年5月 2,398

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業
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平成28年12月31日現在

都道府県 企業名 ふりがな 段階 所在地 認定年月
常時雇用
する

労働者数

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業

75 東京 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 みついすみともとらすとびじねすさーびす ★★ 港区 平成28年5月 1,797

76 東京 伊藤忠商事株式会社 いとうちゅうしょうじ ★★ 港区 平成28年6月 4,279

77 東京 株式会社インテリジェンス いんてりじぇんす ★★★ 千代田区 平成28年6月 4,775

78 東京 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア えぬてぃてぃでーたふろんてぃあ ★★★ 港区 平成28年6月 640

79 東京 株式会社コナミデジタルエンタテインメント こなみでじたるえんたていんめんと ★★★ 港区 平成28年6月 2,018

80 東京 野村信託銀行株式会社 のむらしんたくぎんこう ★★★ 千代田区 平成28年6月 370

81 東京 東日本電信電話株式会社 ひがしにほんでんしんでんわ ★★★ 新宿区 平成28年6月 5,000

82 東京 東日本旅客鉄道株式会社 ひがしにほんりょかくてつどう ★★★ 渋谷区 平成28年6月 60,454

83 東京 株式会社三井住友銀行 みついすみともぎんこう ★★ 千代田区 平成28年6月 36,148

84 東京 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） あふらっくあめりかんふぁみりーせいめいほけんがいしゃ ★★★ 新宿区 平成28年7月 4,691

85 東京 株式会社アートネイチャー あーとねいちゃー ★★ 渋谷区 平成28年7月 2,698

86 東京 日本コープ共済生活協同組合連合会 にほんこーぷきょうさいせいかつきょうどうくみあいれんごうかい ★★★ 渋谷区 平成28年7月 753

87 東京 株式会社日本総合研究所 にほんそうごうけんきゅうしょ ★★★ 品川区 平成28年7月 2,443

88 東京 株式会社日本旅行 にほんりょこう ★★ 中央区 平成28年7月 2,920

89 東京 株式会社日立システムズ ひたちしすてむず ★★★ 品川区 平成28年7月 10,463

90 東京 横河電機株式会社 よこがわでんき ★★★ 武蔵野市 平成28年7月 2,796

91 東京 りそなビジネスサービス株式会社 りそなびじねすさーびす ★★ 台東区 平成28年7月 3,202

92 東京 アクセンチュア株式会社 あくせんちゅあ ★★★ 港区 平成28年8月 7,045

93 東京 株式会社インフォメーション・ディベロプメント いんふぉめーしょんでぃべろぷめんと ★★★ 千代田区 平成28年8月 1,673

94 東京 ＳＣＳＫ株式会社 えすしーえすけー ★★★ 江東区 平成28年8月 7,261

95 東京 協和発酵キリン株式会社 きょうわはっこうきりん ★★★ 千代田区 平成28年8月 4,519

96 東京 クレアーズ日本株式会社 くれあーずにっぽん ★★★ 中央区 平成28年8月 597

97 東京 コスモ石油株式会社 こすもせきゆ ★★ 港区 平成28年8月 2,667

98 東京 昭和シェル石油株式会社 しょうわしぇるせきゆ ★★★ 港区 平成28年8月 1,167

99 東京 田辺薬局株式会社 たなべやっきょく ★★★ 中央区 平成28年8月 482

100 東京 トランスコスモス株式会社 とらんすこすもす ★★★ 渋谷区 平成28年8月 24,659

101 東京 株式会社三菱総合研究所 みつびしそうごうけんきゅうしょ ★★★ 千代田区 平成28年8月 910

102 東京 アフラック収納サービス株式会社 あふらっくしゅうのうさーびす ★★★ 調布市 平成28年9月 779

103 東京 株式会社イトーヨーカ堂 いとーよーかどう ★★★ 千代田区 平成28年9月 38,283

104 東京 エスビー食品株式会社 えすびーしょくひん ★★ 中央区 平成28年9月 1,393

105 東京 株式会社NHKエンタープライズ えぬえいちけいえんたーぷらいず ★★★ 渋谷区 平成28年9月 471

106 東京 応用地質株式会社 おうようちしつ ★★ 千代田区 平成28年9月 1,080

107 東京 株式会社KDDIエボルバ けいでぃでぃあいえぼるば ★★★ 新宿区 平成28年9月 16,327

108 東京 国立研究開発法人産業技術総合研究所 さんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうしょ ★★★ 千代田区 平成28年9月 5,768

109 東京 株式会社JR東日本パーソネルサービス じぇいあーるひがしにほんぱーそねるさーびす ★★★ 新宿区 平成28年9月 2,023

110 東京 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 そんがいほけんじゃぱんにっぽんこうあ ★★ 新宿区 平成28年9月 32,063

111 東京 株式会社ティンパンアレイ てぃんぱんあれい ★★★ 中央区 平成28年9月 441

112 東京 株式会社電通国際情報サービス でんつうこくさいじょうほうさーびす ★★ 港区 平成28年9月 1,320

113 東京 ニッセイ保険エージェンシー株式会社 にっせいほけんえーじぇんしー ★★★ 文京区 平成28年9月 743

114 東京 日本生活協同組合連合会 にほんせいかつきょうどうくみあいれんごうかい ★★★ 渋谷区 平成28年9月 1,366

115 東京 野村不動産株式会社 のむらふどうさん ★★★ 新宿区 平成28年9月 1,731

116 東京 株式会社パートナーエージェント ぱーとなーえーじぇんと ★★★ 品川区 平成28年9月 328

117 東京 三井物産株式会社 みついぶっさん ★★ 千代田区 平成28年9月 6,302

118 東京 三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー株式会社 みつびしゆーえふじぇいいんふぉめーしょんてくのろじー ★★ 中央区 平成28年9月 1,845

119 東京 株式会社メフォス めふぉす ★★★ 港区 平成28年9月 8,925

120 東京 アジア航測株式会社 あじあこうそく ★★ 新宿区 平成28年10月 958

121 東京 イーソル株式会社 いーそる ★★ 中野区 平成28年10月 382

122 東京 コニカミノルタ株式会社 こにかみのるた ★★★ 千代田区 平成28年10月 7,367

123 東京 コネクシオ株式会社 こねくしお ★★★ 新宿区 平成28年10月 5,496

124 東京 株式会社サイバード さいばーど ★★★ 渋谷区 平成28年10月 283 ※

125 東京 株式会社ジーフット じーふっと ★★ 中央区 平成28年10月 7,871

126 東京 株式会社セブン＆アイホールディングス せぶん＆あいほーるでぃんぐす ★★★ 千代田区 平成28年10月 545

127 東京 損害保険料率算出機構 そんがいほけんりょうりつさんしゅつきこう ★★ 新宿区 平成28年10月 2,620

128 東京 パシフィックコンサルタンツ株式会社 ぱしふぃっくこんさるたんつ ★★ 千代田区 平成28年10月 2,199

129 東京 株式会社ピーディーシステム ぴーでぃーしすてむ ★★★ 中央区 平成28年10月 355

130 東京 株式会社日立ハイテクノロジーズ ひたちはいてくのろじーず ★★ 港区 平成28年10月 3,920

131 東京 株式会社三越伊勢丹 みつこしいせたん ★★ 新宿区 平成28年10月 12,363

132 東京 株式会社ＮＴＴデータ えぬ・てぃ・てぃ・でーた ★★ 江東区 平成28年11月 11,213

133 東京 株式会社キュービタス きゅーびたす ★★★ 新宿区 平成28年11月 1,803

134 東京 さくら情報システム株式会社 さくらじょうほうしすてむ ★★★ 港区 平成28年11月 1,101

135 東京 株式会社セブン＆アイフードシステム せぶん＆あいふーどしすてむ ★★ 千代田区 平成28年11月 13,008

136 東京 株式会社東急コミュニティー とうきゅうこみゅにてぃー ★★★ 世田谷区 平成28年11月 9,015

137 東京 ユニアデックス株式会社 ゆにあでっくす ★★ 江東区 平成28年11月 2,632

138 神奈川 株式会社横浜銀行 よこはまぎんこう ★★★ 横浜市 平成28年5月 4,725

139 神奈川 株式会社ファンケル ふぁんける ★★ 横浜市 平成28年8月 2,013

140 神奈川 株式会社ココカラファイン ここからふぁいん ★★★ 横浜市 平成28年9月 290 ※

141 神奈川 コストコホールセールジャパン株式会社 こすとこほーるせーるじゃぱん ★★★ 川崎市 平成28年9月 8,358

142 神奈川 さがみ信用金庫 さがみしんようきんこ ★★ 小田原市 平成28年9月 667

143 神奈川 株式会社CIJ しーあいじぇい ★★★ 横浜市 平成28年9月 661

144 神奈川 株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズ ふじつうみっしょんくりてぃかるしすてむず ★★★ 横浜市 平成28年9月 2,158

145 神奈川 株式会社トーエル とーえる ★★★ 横浜市 平成28年10月 473

146 富山 アルビス株式会社 あるびす ★★★ 射水市 平成28年9月 3,322

147 福井 小林化工株式会社 こばやしかこう ★★★ あわら市 平成28年4月 423

148 福井 福井県民生活協同組合 ふくいけんみんせいかつきょうどうくみあい ★★★ 福井市 平成28年4月 937
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149 長野 ルートインジャパン株式会社 るーといんじゃぱん ★★★ 上田市 平成28年5月 9,825

150 長野 セイコーエプソン株式会社 せいこーえぷそん ★★★ 諏訪市 平成28年7月 11,850

151 岐阜 株式会社十六銀行 じゅうろくぎんこう ★★★ 岐阜市 平成28年4月 4,723

152 岐阜 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽやっきょく ★★★ 岐阜市 平成28年4月 958

153 岐阜 株式会社中広 ちゅうこう ★★ 岐阜市 平成28年10月 444

154 静岡 株式会社静岡銀行 しずおかぎんこう ★★★ 静岡市 平成28年4月 4,736

155 静岡 社会福祉法人聖隷福祉事業団 せいれいふくしじぎょうだん ★★★ 浜松市 平成28年4月 8,737

156 静岡 マックスバリュ東海株式会社 まっくすばりゅとうかい ★★ 駿東郡長泉町 平成28年8月 13,958

157 愛知 中部電力株式会社 ちゅうぶでんりょく ★★★ 名古屋市 平成28年5月 19,500

158 愛知 イオンビッグ株式会社 いおんびっぐ ★★★ 名古屋市 平成28年6月 4,290

159 愛知 ホシザキ株式会社 ほしざき ★★★ 豊明市 平成28年6月 1,244

160 愛知 株式会社セディナ せでぃな ★★ 名古屋市 平成28年7月 7,367

161 愛知 豊田通商株式会社 とよたつうしょう ★★ 名古屋市 平成28年7月 4,055

162 愛知 碧海信用金庫 へきかいしんようきんこ ★★ 安城市 平成28年8月 1,309

163 愛知 株式会社名古屋銀行 なごやぎんこう ★★ 名古屋市 平成28年9月 2,844

164 愛知 株式会社豊田自動織機 とよたじどうしょっき ★★ 刈谷市 平成28年10月 15,812

165 愛知 マイコミュニケーション株式会社 まいこみゅにけーしょん ★★★ 名古屋市 平成28年11月 226 ※

166 愛知 社会福祉法人愛知県厚生事業団 あいちけんこうせいじぎょうだん ★★ 名古屋市 平成28年12月 1,056

167 愛知 日本特殊陶業株式会社 にっぽんとくしゅとうぎょう ★★ 名古屋市 平成28年12月 6,848

168 滋賀 株式会社平和堂 へいわどう ★★ 彦根市 平成28年7月 21,918

169 京都 株式会社京都銀行 きょうとぎんこう ★★★ 京都市 平成28年4月 3,161

170 京都 株式会社ニッセン にっせん ★★★ 京都市 平成28年4月 2,640

171 京都 日新電機株式会社 にっしんでんき ★★ 京都市 平成28年11月 2,132

172 大阪 株式会社近畿大阪銀行 きんきおおさかぎんこう ★★ 大阪市 平成28年5月 3,152

173 大阪 スミセイ情報システム株式会社 すみせいじょうほうしすてむ ★★★ 大阪市 平成28年5月 1,173

174 大阪 田辺三菱製薬株式会社 たなべみつびしせいやく ★★★ 大阪市 平成28年5月 5,305

175 大阪 パナソニック株式会社 ぱなそにっく ★★★ 門真市 平成28年5月 51,308

176 大阪 株式会社ライフコーポレーション らいふこーぽれーしょん ★★ 大阪市 平成28年5月 39,886

177 大阪 株式会社りそな銀行 りそなぎんこう ★★★ 大阪市 平成28年5月 15,029

178 大阪 レンゴー株式会社 れんごー ★★ 大阪市 平成28年5月 4,262

179 大阪 株式会社池田泉州銀行 いけだせんしゅうぎんこう ★★★ 大阪市 平成28年6月 3,253

180 大阪 大阪シティ信用金庫 おおさかしてぃしんようきんこ ★★ 大阪市 平成28年6月 2,148

181 大阪 株式会社スタジオアリス すたじおありす ★★★ 大阪市 平成28年6月 4,717

182 大阪 株式会社髙島屋 たかしまや ★★★ 大阪市 平成28年6月 9,290

183 大阪 帝人株式会社 ていじん ★★ 大阪市 平成28年7月 3,433

184 大阪 株式会社スーパーホテル すーぱーほてる ★★★ 大阪市 平成28年8月 958

185 大阪 住友電気工業株式会社 すみともでんきこうぎょう ★★★ 大阪市 平成28年8月 11,429

186 大阪 ダイキン工業株式会社 だいきんこうぎょう ★★★ 大阪市 平成28年8月 8,033

187 大阪 エスペック株式会社 えすぺっく ★★★ 大阪市 平成28年9月 904

188 大阪 大阪いずみ市民生活協同組合 おおさかいずみしみんせいかつきょうどうくみあい ★★★ 堺市 平成28年9月 1,304

189 大阪 株式会社関西アーバン銀行 かんさいあーばんぎんこう ★★ 大阪市 平成28年9月 3,533

190 大阪 関西電力株式会社 かんさいでんりょく ★★★ 大阪市 平成28年9月 21,817

191 大阪 永大産業株式会社 えいだいさんぎょう ★★★ 大阪市 平成28年10月 1,041

192 大阪 グリーンファーマシー株式会社 ぐりーんふぁーましー ★★★ 吹田市 平成28年10月 298 ※

193 兵庫 川崎重工業株式会社 かわさきじゅうこうぎょう ★★ 神戸市 平成28年5月 15,071

194 兵庫 生活協同組合コープこうべ こーぷこうべ ★★★ 神戸市 平成28年5月 9,514

195 兵庫 株式会社みなと銀行 みなとぎんこう ★★★ 神戸市 平成28年5月 2,219

196 兵庫 富士通テン株式会社 ふじつうてん ★★★ 神戸市 平成28年7月 2,959

197 兵庫 株式会社エコリング えこりんぐ ★★★ 姫路市 平成28年9月 388

198 兵庫 シスメックス株式会社 しすめっくす ★★★ 神戸市 平成28年9月 2,526

199 兵庫 株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター にほんびじねすでーたーぷろせしんぐせんたー ★★★ 神戸市 平成28年9月 1,808

200 奈良 社会福祉法人正和会 せいわかい ★★★ 五條市 平成28年4月 393

201 島根 公益社団法人益田市医師会 ますだしいしかい ★★★ 益田市 平成28年11月 484

202 島根 株式会社山陰合同銀行 さんいんごうどうぎんこう ★★ 松江市 平成28年12月 3,047

203 岡山 株式会社キャン きゃん ★★ 岡山市 平成28年4月 2,198

204 岡山 株式会社ストライプインターナショナル すとらいぷいんたーなしょなる ★★★ 岡山市 平成28年4月 4,741

205 広島 マックスバリュ西日本株式会社 まっくすばりゅにしにほん ★★ 広島市 平成28年6月 17,343

206 広島 オタフクソース株式会社 おたふくそーす ★★ 広島市 平成28年7月 561

207 香川 株式会社百十四銀行 ひゃくじゅうしぎんこう ★★★ 高松市 平成28年7月 3,189

208 福岡 イオン九州株式会社 いおんきゅうしゅう ★★★ 福岡市 平成28年5月 16,747

209 福岡 九州電力株式会社 きゅうしゅうでんりょく ★★ 福岡市 平成28年7月 13,137

210 福岡 マックスバリュ九州株式会社 まっくすばりゅきゅうしゅう ★★★ 福岡市 平成28年8月 9,780

211 福岡 株式会社ゼンリン ぜんりん ★★ 北九州市 平成28年9月 2,473

212 佐賀 株式会社佐賀銀行 さがぎんこう ★★ 佐賀市 平成28年7月 2,143

213 大分 医療法人新生会 しんせいかい ★★ 豊後高田市 平成28年12月 338

214 鹿児島 株式会社新日本科学 しんにほんかがく ★★★ 鹿児島市 平成28年9月 681

215 沖縄 オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 おりっくすびじねすせんたーおきなわ ★★★ 那覇市 平成28年5月 676

（※）300人以下の企業
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