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大阪労働局管内 女性活躍推進法認定（えるぼし）企業名一覧 

 

女性活躍推進法第９条に基づき、同法に基づく 

一般事業主行動計画の策定・届出を行い、一定の 

基準を満たした場合には、申請を行うことにより 

大阪労働局長の認定を受けることができます。 

 認定を受けると、認定マーク「えるぼし」を 

求人広告、商品などにつけることができるよう 

になり、認定を受けた企業であることを対外的にアピールできます。 

 

認定企業３９社（平成３０年６月１２日現在）   

認定段階の表示 ★★★（３段階） ★★（２段階) ★(１段階)  （５０音順） 

 企 業 名 ふりがな 認定段階 本社所在地 認定年月 
常時雇用する 

労働者数 

１ イオンディライト(株) いおんでぃらいと ★★★ 大阪市中央区 平成29年7月 ８，３４２ 

２ (株)池田泉州銀行 
いけだせんしゅう

ぎんこう 
★★★ 大阪市北区 平成28年6月 ３，２５３ 

３ 伊藤喜ベストメイツ（株） 
いとうきべすとめ

いつ 
★★★ 大阪市中央区 平成30年1月 ６１５ 

４ 永大産業(株) 
えいだいさんぎょ

う 
★★★ 

大阪市住之江

区 
平成28年10月 １，０４１ 

５ エスペック(株) えすぺっく ★★★ 大阪市北区 平成28年9月 ９０４ 

６ 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 

★★★ 堺市堺区 平成28年9月 １，３０４ 

７ 大阪シティ信用金庫 
おおさかしてぃし

んようきんこ 
★★ 大阪市中央区 平成28年6月 ２，１４８ 

８ 大阪信用金庫 
おおさかしんよう

きんこ 
★★ 

大阪市天王寺

区 
平成29年3月 １，３４４ 

9 (株)オージス総研 おーじすそうけん ★★★ 大阪市西区 平成29年2月 １，４１７ 

10 (株)関西アーバン銀行 
かんさいあーばん

ぎんこう 
★★★ 大阪市中央区 平成30年1月 ３，３０１ 

11 関西電力(株) 
かんさいでんりょ

く 
★★★ 大阪市北区 平成28年9月 ２１，８１７ 

12 (株)近畿大阪銀行 
きんきおおさかぎ

んこう 
★★ 大阪市中央区 平成28年5月 ３，１５２ 

13 グリーンファーマシー(株) 
ぐりーんふぁーま

しー 
★★★ 吹田市 平成28年10月 ２９８ 
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14 (株)ＪＲ西日本コミュニケーションズ  
じぇいあーるにしにほん

こみゅにけーしょんず 

★★ 大阪市北区 平成30年6月 ３２４ 

15 シオノギテクノアドバンスリサーチ(株)  
しおのぎてくのあ

どばんすりさーち 
★★★ 豊中市 平成29年12月 １３７ 

16 (株)スタジオアリス すたじおありす ★★★ 大阪市北区 平成28年6月 ４，７１７ 

17 (株)スーパー・コート すーぱーこーと ★★ 大阪市西区 平成30年2月 １，４０５ 

18 (株)スーパーホテル すーぱーほてる ★★★ 大阪市西区 平成28年8月 ９５８ 

19 スミセイ情報システム(株) 
すみせいじょうほ

うしすてむ 
★★★ 大阪市淀川区 平成28年5月 １，１７３ 

20 住友電気工業(株) 
すみともでんきこ

うぎょう 
★★★ 大阪市中央区 平成28年8月 １１，４２９ 

21 積水ハウス(株) せきすいはうす ★★ 大阪市北区 平成30年1月 １５．７８４ 

22 千寿製薬(株) せんじゅせいやく ★★★ 大阪市中央区 平成29年10月 ９１１ 

23 ダイキン工業(株) 
だいきんこうぎょ

う 
★★★ 大阪市北区 平成28年8月 ８，０３３ 

24 ダイダン(株) だいだん ★★ 大阪市西区 平成30年6月 １，６８１ 

25 大日本住友製薬(株) 
だいにっぽんすみ

ともせいやく 
★★★ 大阪市中央区 平成29年11月 ３，６９３ 

26 (株)髙島屋 たかしまや ★★★ 大阪市中央区 平成28年6月 ９，２９０ 

27 田辺三菱製薬(株) 
たなべみつびしせ

いやく 
★★★ 大阪市中央区 平成28年5月 ５，３０５ 

28 帝人(株) ていじん ★★ 大阪市中央区 平成28年7月 ３，４３３ 

29 西日本電信電話(株) 
にしにほんでんし

んでんわ 
★★★ 大阪市中央区 平成29年1月 １７，０５０ 

30 日通・パナソニックロジスティクス(株) 
にっつうぱなそにっ

くろじすてぃくす 
★★★ 摂津市 平成29年2月 １，９３９ 

31 (株)日本マネジメント協会 
にほんまねじめん

ときょうかい 
★★ 大阪市西区 平成29年11月 ３ 

32 パナソニック ライティングシステムズ（株）  
ぱなそにっくらいて

ぃんぐしすてむず 
★★ 門真市 平成30年6月 １，２７６ 
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欄外の＊は労働者数300人以下の企業  

 

 

33 (株)ミライト・テクノロジーズ  
みらいとてくのろ

じーず 
★★★ 大阪市西区 平成29年1月 １，１６７ 

34 (株)読売新聞大阪本社 
よみうりしんぶん

おおさかほんしゃ 
★★ 大阪市北区 平成30年3月 １，２４４ 

35 (株)ライフコーポレーション 
らいふこーぽれー

しょん 
★★ 大阪市淀川区 平成28年5月 ３９，８８６ 

36 (株)りそな銀行 りそなぎんこう ★★★ 大阪市中央区 平成28年5月 １５，０２９ 

37 (株)リニカル りにかる ★★★ 大阪市淀川区 平成29年3月 ４２３ 

38 レンゴー(株) れんごー ★★ 大阪市北区 平成28年5月 ４，２６２ 

39 (株)ワークアカデミー わーくあかでみー ★★★ 大阪市北区 平成29年12月 ６８ 


