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No. 会社名（会社名50音順） 事業所名
1 ＲＰ東プラ株式会社 和歌山工場
2 株式会社ＩＨＩ 航空宇宙防衛事業領域　呉第２工場
3 株式会社ＩＨＩ 航空・宇宙・防衛事業領域　瑞穂工場
4 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 高浜トレーニングセンター
5 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 電子事業本部
6 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 本社
7 アイシン・エーアイ株式会社
8 アイシン機工株式会社 吉良工場
9 アイシン九州キャスティング株式会社
10 アイシン軽金属株式会社 本社
11 アイシン辰栄株式会社 本社
12 アイシン精機株式会社 事務本館
13 アイシン高丘株式会社 本社工場
14 アイシン北海道株式会社
15 愛知機械工業株式会社 熱田工場
16 愛知製鋼株式会社 鍛造工場
17 愛知製鋼株式会社 愛知製鋼人事部技術学園
18 株式会社アウトソーシング 綾部事業所
19 株式会社アウトソーシング 広島営業所
20 青森オリンパス株式会社 青森事業場
21 明石機械工業株式会社 九州工場
22 明石機械工業株式会社 滋賀工場
23 明石機械工業株式会社 本社工場明石地区
24 明石機械工業株式会社 本社工場土山地区工務課総安Ｇ
25 秋田石油備蓄株式会社 男鹿事業所
26 アサノ五色台工業株式会社 香西工場
27 旭化成株式会社 鈴鹿製造所
28 旭化成建材株式会社 ネオマフォーム工場
29 旭化成パックス株式会社 上尾工場
30 旭化成パックス株式会社 群馬工場
31 旭化成パックス株式会社 小野工場
32 旭精機工業株式会社 第一製造部　加工二課
33 アサヒビール株式会社 名古屋工場
34 味の素パッケージング株式会社 関東工場
35 味の素パッケージング株式会社 関西工場
36 株式会社アドウェル 本社
37 アルファ電子株式会社 仙台事業所
38 アロエ製薬株式会社 生産グループ
39 株式会社アンテックス
40 アンデン株式会社 本社工場
41 磯原ウレタン工業株式会社
42 株式会社イチタン 本社
43 株式会社イトーキ 寝屋川工場
44 株式会社イトーキ 滋賀第一製造部
45 株式会社イナテック
46 株式会社稲葉製作所犬山工場 犬山工場
47 イビデン株式会社 青柳事業場
48 株式会社伊吹ＬＩＸＩＬ製作所
49 株式会社ウエダ 神戸営業所
50 株式会社ウエダ 横浜東営業所
51 浮間合成株式会社 赤羽製造事業所
52 Ａ．Ｉ．Ｓ株式会社 本社
53 栄研化学株式会社 野木事業所
54 栄伸工業株式会社 本社工場
55 株式会社エーピーアイコーポレーション 吉富事業所

2017年度　自主保全士検定試験利用企業一覧
（社名50音順）



2

No. 会社名（会社名50音順） 事業所名

2017年度　自主保全士検定試験利用企業一覧
（社名50音順）

56 エコラボ合同会社 志賀工場
57 ＮＧＫセラミックデバイス株式会社 小牧工場
58 株式会社ＮＴＫセラテック 仙台西工場
59 エヌティー精密株式会社 本社
60 ＭＭＣリョウテック株式会社 管理部
61 エリーパワー株式会社 川崎事業所
62 株式会社大嶋電機製作所 本社工場
63 株式会社岡部新電元
64 株式会社落合製作所
65 オリエンタル酵母工業株式会社 本社
66 開明伸銅株式会社 本社・工場
67 株式会社カネカ 鹿島工場
68 株式会社カネカ 高砂工業所
69 株式会社メディックス昭和 大町事業所
70 株式会社福島ＬＩＸＩＬ製作所
71 株式会社ブリヂストン磐田工場
72 株式会社上組東海支店 生産部　整備課
73 上五島石油備蓄株式会社 上五島事業所
74 カルソニックカンセイ株式会社 群馬工場
75 カルソニックカンセイ宇都宮株式会社
76 カルビー株式会社 中日本事業本部湖南工場
77 カルビー株式会社 東日本事業本部新宇都宮工場
78 川本鋼材株式会社 特殊鋼センター
79 紀伊産業株式会社 鴨宮工場
80 株式会社キーレックス 本社・海田工場
81 北上製紙株式会社 一関工場
82 株式会社ギフ加藤製作所 本社
83 株式会社キャタラー 本社工場
84 九州化工株式会社 本社
85 クノール食品株式会社 東海事業所
86 株式会社クボタ 筑波工場
87 倉敷化工株式会社
88 倉敷紡績株式会社 鴨方工場
89 栗田アルミ工業株式会社 本社工場
90 群馬合金株式会社
91 株式会社京葉興業 廃水処理プラント
92 ＫＹＢ株式会社 岐阜南工場
93 ケーエム精工株式会社 本社
94 鴻池運輸株式会社 大阪みなと営業所
95 光洋研磨工業株式会社 知多事業所
96 コーセル株式会社 ユニット生産部
97 株式会社コタニ 株式会社　コタニ
98 コトブキ製紙株式会社 本社・佐賀工場
99 コニカミノルタ株式会社 神戸サイト
100 株式会社コニカミノルタサプライズ 本社
101 コニカミノルタテクノプロダクト株式会社 本社狭山
102 サカタインクス株式会社 東京工場
103 坂本工業株式会社 鈴鹿工場
104 佐久間産業株式会社 鏡石工場
105 サステン株式会社
106 サノフィ株式会社 川越工場
107 ＳＵＭＣＯＴＥＣＨＸＩＶ株式会社 長崎工場
108 ＳＵＭＣＯＴＥＣＨＸＩＶ株式会社宮崎工場 宮崎工場
109 沢井製薬株式会社 三田工場
110 株式会社サンエー 三雲事務所
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111 産業機器株式会社 製造部
112 産業振興株式会社 名古屋事業所
113 三協立山株式会社 三協アルミ社　射水工場
114 サングレイン株式会社 知多蒸溜所
115 サンコール株式会社 本社工場
116 サンデンホールディングス株式会社 製造統括室
117 サントネージュワイン株式会社
118 サントリースピリッツ株式会社 大阪工場
119 サントリープロダクツ株式会社 高砂工場
120 サントリープロダクツ株式会社 多摩川工場
121 サントリープロダクツ株式会社 天然水南アルプス白州工場
122 株式会社三之橋パーツ 埼玉工場
123 株式会社サンユー
124 山陽ドラム缶工業株式会社
125 株式会社シーヴイテック 本社
126 株式会社シーヴイテック北海道
127 株式会社ＧＳユアサ 長田野事業所
128 株式会社ＣＫＦ 二本松
129 株式会社Ｊーオイルミルズ 神戸工場
130 ＪＳＲオプテック筑波株式会社
131 ＪＸ金属株式会社 日立事業所
132 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 麻里布製油所
133 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 横浜製造所
134 ＪＦＥフェライト株式会社 倉敷工場
135 株式会社Ｊーサービス 本社
136 ジェイティエンジニアリング株式会社 九州支店
137 株式会社ジェイテクト 岡崎工場
138 株式会社ジェイテクト 香川工場
139 株式会社ジェイテクト 狭山工場
140 株式会社ジェイテクト 田戸岬工場
141 株式会社ジェイテクト 豊橋工場
142 株式会社ジェイテクト 奈良工場
143 株式会社ジェイテクト 花園工場
144 株式会社ジェイテクト 亀山工場
145 株式会社ジェイテクト 東京工場
146 ＪＦＥスチール株式会社 東日本製鉄所
147 株式会社資生堂久喜工場 久喜工場
148 シチズンファインデバイス株式会社 本社・河口湖事業所
149 島津プレシジョンテクノロジー株式会社 瀬田事業所
150 ＪＡＳＩ株式会社
151 昭和電工株式会社 大町事業所
152 昭和電工株式会社 川崎事業所
153 昭和電工株式会社 秩父事業所
154 昭和電工堺アルミ株式会社 堺事業所
155 昭和電工セラミックス株式会社 塩尻工場
156 昭和電工セラミックス株式会社 富山工場
157 白河オリンパス株式会社 白河事業場
158 シロウマサイエンス株式会社 生産二課第二工場
159 信越化学工業株式会社 武生工場
160 神鋼建材工業株式会社 本社工場
161 新日鐵住金株式会社 八幡製鐵所
162 株式会社すぎはら 広島工場
163 株式会社スズヤス 埼玉支店
164 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所
165 住友精化株式会社 別府工場
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166 住友精密工業株式会社 尼崎本社工場
167 住友電気工業株式会社 伊丹製作所
168 住友電工ウインテック株式会社 信楽事業所
169 住友電工焼結合金株式会社 本社・岡山工場
170 住友電装株式会社 津製作所
171 セイコーインスツル株式会社 仙台事業所
172 積水樹脂株式会社 石川工場
173 セキスイハイム工業株式会社 近畿事業所
174 セキスイハイム工業株式会社 東京事業所
175 株式会社セキソー 岡崎工場
176 全国酪農飼料株式会社 釧路工場
177 セントラル化成株式会社 宇部工場
178 セントラルパック株式会社 本社工場
179 大喜工業株式会社 第五工場
180 大信精機株式会社 本社工場
181 大同特殊鋼株式会社 星崎工場　施設室
182 大日カラー・コンポジット株式会社 交野製造事業所
183 大日精化工業株式会社 大阪製造事業所
184 大日精化工業株式会社 東海製造事業所
185 大日精化工業株式会社 東京製造事業所
186 ダイハツ九州株式会社 大分（中津）工場
187 ダイハツ九州株式会社 久留米工場
188 ダイハツ工業株式会社 滋賀（竜王）工場　第一製造部
189 太平洋工業株式会社 プレス樹脂事業部
190 太平洋セメント株式会社 埼玉工場
191 太平洋セメント株式会社 熊谷工場
192 大豊工業株式会社 本社工場
193 大和製罐株式会社 大阪工場
194 大和ハウス工業株式会社 東北工場
195 田岡化学工業株式会社 淀川工場
196 株式会社タカキタ 軸受部
197 株式会社タケエイ 川崎リサイクルセンター
198 武田薬品工業株式会社 光工場
199 武田薬品工業株式会社 大阪工場
200 田中紙管株式会社 本社工場
201 株式会社朝陽 田辺工場
202 築野食品工業株式会社 大阪工場
203 築野食品工業株式会社 本社工場
204 株式会社椿本チエイン 京田辺工場
205 鶴崎海陸運輸株式会社 昭電事業部
206 株式会社ＤＮＰテクノパック 紙器製造本部　
207 株式会社ＤＮＰテクノパック 狭山工場
208 株式会社ＤＮＰテクノパック 田辺工場
209 ティービーアール株式会社 ティービーアール
210 ＴＢカワシマ株式会社 本社
211 テイカ株式会社 大阪工場
212 帝人株式会社 コーネックス工場
213 株式会社ＴＢＫ 福島第一工場
214 株式会社テツゲン名古屋支店 水処理工場
215 デンカ株式会社 伊勢崎工場
216 デンカ株式会社 大牟田工場
217 株式会社デンソー 豊橋製作所
218 株式会社デンソー 豊橋製作所
219 株式会社デンソー 西尾製作所
220 株式会社デンソー 西尾製作所
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221 東亜工業株式会社 自動車事業部
222 東海プラントエンジニアリング株式会社 知多事業所
223 東久株式会社 本社
224 東京精工株式会社
225 東京製紙株式会社
226 株式会社東光高岳 蓮田事業所
227 株式会社東伸
228 株式会社トウチュウ テクノセンター
229 ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 大分工場
230 道東飼料株式会社 道東飼料
231 ＴＯＴＯバスクリエイト株式会社 佐倉工場
232 株式会社東邦アーステック 黒埼事業所
233 株式会社東北村田製作所 郡山事業所
234 東洋ゴム工業株式会社 生産本部桑名工場
235 東洋ゴム工業株式会社 仙台工場
236 東洋ゴム工業株式会社 仙台工場
237 株式会社東葉電機製作所
238 東洋理工株式会社
239 東レ・オペロンテックス株式会社 滋賀事業場
240 東レ・ファインケミカル株式会社 東海事業場
241 東レ・ファインケミカル株式会社 守山事業場
242 東レＡＣＥ株式会社 愛媛工場
243 東レ・デュポン株式会社 東海工場
244 トーカイ株式会社 本社
245 ＴＯＴＯサニテクノ株式会社 滋賀工場
246 ＴＯＴＯハイリビング株式会社 茂原工場
247 株式会社トーマ 本社工場
248 独立行政法人造幣局 本局
249 鳥栖シール工業株式会社 本社
250 株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 朝霞証券工場
251 凸版情報加工株式会社 川口
252 トピーファスナー工業株式会社 本社・松本工場
253 富山化学工業株式会社 富山事業所
254 富山小林製薬株式会社
255 トヨタ自動車北海道株式会社 生産保全支援室
256 株式会社豊田自動織機 生技・生産本部
257 トヨタ紡織株式会社 刈谷工場
258 トヨタ紡織株式会社 岐阜工場
259 トヨタ紡織株式会社 猿投工場
260 トヨタ紡織株式会社 高岡事業場
261 トヨタ紡織株式会社 大口岐阜工場
262 トヨタ紡織株式会社 豊橋北工場
263 中川産業株式会社 本社工場
264 長津工業株式会社 小松工場
265 株式会社長野サンコー 本社
266 長野精工株式会社
267 株式会社中村屋 東京事業所
268 ナブテスコ株式会社 垂井工場
269 ナミックス株式会社 本社
270 西野機械工業株式会社 本社工場
271 日研トータルソーシング株式会社 本社
272 日産自動車株式会社 いわき工場
273 日産自動車株式会社 横浜工場
274 日曹金属化学株式会社 会津工場
275 日鉄住金精圧品株式会社 本社工場
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276 日鉄住金テックスエンジ株式会社 名古屋支店
277 日鉄住金ドラム株式会社 大阪工場
278 日鉄住金ドラム株式会社 相模原工場
279 日鉄住金ドラム株式会社 名古屋工場
280 日本製紙株式会社 北海道工場　旭川事業所
281 日本製紙株式会社 岩国工場
282 日本製紙株式会社北海道工場 勇払事業所
283 日本ゼオン株式会社 徳山工場
284 日本ガイシ株式会社 名古屋事業所
285 株式会社日本管財環境サービス ＴＡＮ岸貝事業所
286 日本合成樹脂株式会社
287 日本臓器製薬株式会社 小野緑園工場
288 株式会社日本デキシー 滋賀工場
289 株式会社日本デキシー 真岡工場
290 日本肥糧株式会社 新町工場
291 日本ファインセラミックス株式会社 本社工場
292 日本複合材料株式会社 六ヶ所事業所
293 日本ポリテック株式会社
294 日本無機株式会社 結城工場
295 ハイテックケミ株式会社
296 パシフィックグレーンセンター株式会社 南日本支店
297 パナソニック株式会社 ＡＩＳ社　メカトロニクス事業部　伊勢工場
298 パナソニック株式会社 四日市事業所
299 パナソニックエクセルプロダクツ株式会社 新潟事業所
300 パナソニックエクセルプロダクツ株式会社 伊勢事業所
301 パナソニックエコソリューションズ朝日株式会社
302 パナソニックエコソリューションズ住宅設備株式会社 足利工場
303 パナソニックエコソリューションズ住宅設備株式会社 幸田工場
304 パナソニックエコソリューションズ住宅設備株式会社 真岡工場
305 パナソニックエコソリューションズ電路株式会社 瀬戸
306 パナソニックエコソリューションズ内装建材株式会社 群馬工場
307 パナソニックスイッチングテクノロジーズ株式会社 帯広本社
308 パナソニックライティングシステムズ株式会社 福井工場
309 パナホーム株式会社 筑波工場
310 パナホーム株式会社 本社工場
311 株式会社パニーデリカ
312 東日本ダイカスト工業株式会社 本部
313 株式会社久居ＬＩＸＩＬ製作所
314 日立金属ＭＭＣスーパーアロイ株式会社 本社工場
315 日立造船株式会社 有明工場
316 日立ビークルエナジー株式会社 本社
317 日野自動車株式会社 羽村工場
318 日野自動車株式会社 新田工場
319 日野自動車株式会社 日野工場
320 株式会社平岩鉄工所 本社
321 株式会社ヒロタニ 志和
322 株式会社フェローテックセラミックス 石川工場
323 福島ゴム株式会社
324 福玉米粒麦株式会社 本社
325 株式会社フクヨー愛媛
326 フジアルテ株式会社 大阪本社
327 富士機械株式会社 本社工場
328 富士工業株式会社 白河事業所
329 株式会社不二越 富山事業所
330 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 鈴鹿事業所
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331 富士電機株式会社三重工場 三重工場
332 富士フイルムエンジニアリング株式会社 企画技術・開発事業部
333 富士フイルムエンジニアリング株式会社 技術企画・開発事業部
334 富士フイルム九州株式会社 熊本
335 株式会社富士フイルムメディアクレスト 羽村事業所
336 藤森工業株式会社 横浜事業所
337 株式会社フジワーク 神戸事業場
338 株式会社二川工業製作所 二見工場
339 ブラザー工業株式会社 星崎工場
340 株式会社ブリヂストン 熊本工場
341 株式会社ブリヂストン 久留米工場
342 株式会社ブリヂストン 関工場
343 株式会社ブリヂストンＥＭＫ ＥＭＫ横浜事業所
344 ブリヂストンエラステック株式会社 本社
345 ブリヂストンケミテック株式会社 名張製造所
346 ブリヂストンケミテック株式会社 富士宮製造所
347 ブリヂストンプラントエンジニアリング ＴＣ支援部
348 ブリヂストンフローテック株式会社 埼玉工場
349 株式会社ブルーエナジー 長田野事業所
350 古林紙工株式会社 藤井寺工場
351 株式会社ブルボン 上越工場
352 株式会社ブルボン 長岡工場
353 株式会社ブルボン 新潟工場
354 株式会社ブルボン 新潟南工場
355 豊国工業株式会社 花田工場
356 株式会社芳三工業 本社
357 豊生ブレーキ工業株式会社
358 株式会社ポス 竹松事業所
359 北海道サンプラス
360 北海道石油共同備蓄株式会社 北海道事業所
361 ボルトワン株式会社 本社
362 本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所
363 株式会社前田技研
364 株式会社前田シェルサービス
365 株式会社前橋ＬＩＸＩＬ製作所
366 マクセル株式会社 小野事業所
367 マツダ株式会社 第２パワートレイン製造部
368 マツダ株式会社 第１車両製造部
369 マツダ株式会社 第３パワートレイン製造部
370 マツダ株式会社 防府工場
371 マツダ株式会社 本社工場　車体製造部
372 マツダロジスティクス株式会社 生産技術部
373 株式会社丸ヱム製作所 大東工場
374 丸善石油化学株式会社 千葉工場
375 丸善石油化学株式会社 四日市工場
376 味覚糖株式会社 本社
377 三井金属鉱業株式会社セラミックス事業部 セラミックス事業部　
378 株式会社三石ハイセラム 三石工場
379 三井農林株式会社 藤枝工場
380 株式会社ミツバ 赤城工場
381 株式会社ミツバ 利根工場
382 株式会社ミツバ 新里工場
383 株式会社ミツバ 福島工場
384 三菱ガス化学株式会社 新潟工場
385 三菱ケミカル株式会社 大竹事業所
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386 三菱ケミカル株式会社 長浜事業所
387 三菱自動車工業株式会社 岡崎製作所
388 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社
389 三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進システム製作所
390 三菱重工業株式会社 防衛・宇宙セグメント特殊車両事業部工作部
391 三菱重工業株式会社 三原製作所
392 三菱伸銅株式会社 三宝製作所
393 三菱マテリアル株式会社 岐阜製作所
394 三菱マテリアル株式会社 九州工場
395 宮越工芸株式会社 技術課
396 株式会社明治 本社
397 株式会社メイドー 本社
398 株式会社明和工業 本社工場
399 株式会社メタルテックス 本社工場
400 株式会社モミモ
401 矢崎エナジーシステム株式会社 ガス機器事業部　天竜工場
402 矢崎部品株式会社 裾野製作所
403 矢崎部品株式会社 大東工場
404 矢崎部品株式会社 ものづくりセンター事務棟
405 株式会社矢野特殊自動車 本社
406 矢橋大理石株式会社電子生産部 穴明事業場
407 ヤマウチ株式会社 京都長田野工場
408 ヤマザキビスケット株式会社 古河事業所
409 ヤマサ醤油株式会社 成田工場
410 ヤマサ醤油株式会社
411 山下印刷株式会社 大阪工場
412 山下印刷株式会社 鈴鹿事業所
413 株式会社ヤマトインテック 素形材部
414 ヤマハ発動機株式会社 生産本部ＥＧ製造統括部磐田第２製造部
415 ヤマハ発動機株式会社 生産本部ＥＧ製造部磐田第３製造部生産３課
416 山村倉庫株式会社 宇都宮事業部
417 ヤマモリ株式会社 松阪工場
418 ヤンマー株式会社 エンジンジ事業本部人事総務部特機総務部テクニカルスクール室
419 ヤンマー株式会社 エンジン事業本部小形エンジン統括部
420 友新精機株式会社
421 ＵＤトラックス株式会社 上尾工場
422 ユニマテック株式会社
423 由利工業株式会社
424 横浜パック株式会社 Ｊーオイルミルズ横浜工場
425 株式会社吉田鉄工所 本社工場　機械部
426 株式会社吉野工業所 市川工場
427 株式会社吉野工業所 藤岡工場
428 株式会社ＬＩＸＩＬ 岩井工場
429 株式会社ＬＩＸＩＬ
430 菱琵テクノ株式会社 菱琵テクノ
431 リョービ株式会社 静岡工場
432 リョービ株式会社 ダイカスト本部広島
433 リョービミツギ株式会社
434 リョービミラサカ株式会社 リョービミラサカ
435 ロンシール工業株式会社 土浦事業所
436 株式会社ロンビック 名古屋工場
437 ＹＫＫ株式会社 黒部事業所
438 ＹＫＫＡＰ株式会社 滑川製造所
439 ＹＫＫＡＰ株式会社 四国製造所
440 ＹＫＫＡＰ株式会社 九州製造所
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