
No. 会社名ﾌﾘｶﾞﾅ(ﾌﾘｶﾞﾅ50音順) 会社名 事業所名
1 ｱｰｸﾚｲﾌｧｸﾄﾘｰ 株式会社アークレイファクトリー
2 ｱｧﾙﾋﾟｨﾄｳﾌﾟﾗ ＲＰ東プラ株式会社 関東群馬工場
3 ｱｲｻﾝｺｳｷﾞｮｳ 愛三工業株式会社 本社工場
4 ｱｲｼﾞｪｲﾃｨﾃｨ 株式会社ＩＪＴＴ ＩＪＴＴ北上工場
5 ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 本社製造センター
6 ｱｲｼﾝｷｺｳ アイシン機工株式会社 吉良工場
7 ｱｲｼﾝｷｭｳｼｭｳ アイシン九州株式会社 アイシン九州
8 ｱｲｼﾝｷｭｳｼｭｳｷｬｽﾃｨﾝｸﾞ アイシン九州キャスティング株式会社
9 ｱｲｼﾝｹｲｷﾝｿﾞｸ アイシン軽⾦属株式会社 本社

10 ｱｲｼﾝｼﾝｴｲ アイシン⾠栄株式会社 本社
11 ｱｲｼﾝｾｲｷ アイシン精機株式会社 事務本館
12 ｱｲｼﾝﾀｶｵｶ アイシン高丘株式会社 本社工場
13 ｱｲｼﾝﾀｶｵｶﾄｳﾎｸ アイシン高丘東北株式会社
14 ｱｲｼﾝﾎｯｶｲﾄﾞｳ アイシン北海道株式会社
15 ｱｲﾁｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ 愛知機械工業株式会社 松阪工場
16 ｱｲﾁｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ 愛知機械工業株式会社 熱田工場
17 ｱｲﾁｾｲｺｳ 愛知製鋼 企画創生本部
18 ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 株式会社アウトソーシング
19 ｱｵﾓﾘｵﾘﾝﾊﾟｽ ⻘森オリンパス株式会社 ⻘森事業場
20 ｱｶｼｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ 明石機械工業株式会社 滋賀工場
21 ｱｶｼｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ 明石機械工業株式会社 本社工場土山地区工務課総安Ｇ
22 ｱｷﾀｾｷﾕﾋﾞﾁｸ 秋田石油備蓄株式会社 男⿅事業所
23 ｱｷﾚｽ アキレス株式会社 滋賀第二工場
24 ｱｻｺﾞｴｺｳｷﾞｮｳ アサゴエ工業株式会社 御津工場
25 ｱｻﾋｳｯﾄﾞﾃｯｸ 朝日ウッドテック株式会社 生産本部
26 ｱｻﾋｶｾｲ 旭化成株式会社 パフォーマンスプロダクツ事業本部ベンベルグ工場管理室
27 ｱｻﾋｶｾｲ 旭化成株式会社 製造統括本部鈴⿅製造所
28 ｱｻﾋｶｾｲｹﾝｻﾞｲ 旭化成建材株式会社 ネオマフォーム工場
29 ｱｻﾋｶｾｲｹﾝｻﾞｲ 旭化成建材株式会社 建材生産センター境工場
30 ｱｻﾋｶｾｲｼﾞｭｳｺｳ 旭化成住工株式会社 滋賀工場
31 ｱｻﾋｶｾｲﾊﾟｯｸｽ 旭化成パックス株式会社 小野工場
32 ｱｻﾋｶｾｲﾊﾟｯｸｽ 旭化成パックス株式会社 上尾工場
33 ｱｼﾞﾉﾓﾄｼｮｸﾋﾝｶﾌﾞ 味の素食品株式会社 関⻄工場
34 ｱﾄﾞヴｨｯｸｽ 株式会社アドヴィックス 本社
35 ｱﾄﾞｳｪﾙ 株式会社アドウェル 本社
36 ｱﾙｹﾏﾖｼﾄﾐ アルケマ吉富株式会社 吉富工場
37 ｱﾝﾃｯｸｽ 株式会社アンテックス
38 ｲｰｸﾞﾙｺｳｷﾞｮｳ イーグル工業株式会社 岡山事業場
39 ｲｼｽﾞｶｶﾞﾗｽ 石塚硝子株式会社 ペーパーパッケージカンパニー福崎工場
40 ｲｿﾊﾗｳﾚﾀﾝｺｳｷﾞｮｳ 磯原ウレタン工業株式会社
41 ｲﾁﾀﾝ 株式会社イチタン 本社
42 ｲﾄｰｷ 株式会社イトーキ 株式会社イトーキ寝屋川工場
43 ｲﾅﾃｯｸ 株式会社イナテック
44 ｲﾋﾞﾃﾞﾝ イビデン株式会社 ⻘柳事業場
45 ｳｲﾙｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社ウイル・コーポレーション 北国工場
46 ｳｴﾀﾞ 株式会社ウエダ 神⼾営業所
47 ｳｷﾏｺﾞｳｾｲ 浮間合成株式会社 赤羽製造事業所
48 ｳｯﾄﾞﾜﾝ 株式会社ウッドワン （株）ウッドワン東海製造部集成材工場
49 ｴｲｱｲｴｽ Ａ．Ｉ．Ｓ株式会社 本社
50 ｴｲｹﾝｶｶﾞｸ 栄研化学株式会社 野木事業所
51 ｴｰｼﾞｰｼｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ＡＧＣエレクトロニクス株式会社 片平工場
52 ｴﾇｵｰｹｰ ＮＯＫ株式会社 樹脂・ウレタン事業部
53 ｴﾇｼﾞｰｹｲｱﾄﾞﾚｯｸ ＮＧＫアドレック株式会社
54 ｴﾇｼﾞｰｹｲｵﾎｰﾂｸ エヌジーケイオホーツク株式会社
55 ｴﾇｼﾞｰｹｲｾﾗﾐｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ ＮＧＫセラミックデバイス株式会社 小牧工場
56 ｴﾇｼﾞｰｹｰｴﾚｸﾄﾛﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾌﾞ ＮＧＫエレクトロデバイス株式会社
57 ｴﾇﾃｨｰｹｲｾﾗﾃｯｸ 株式会社ＮＴＫセラテック 仙台⻄工場
58 ｴﾇﾃｨｰｾｲﾐﾂ エヌティー精密株式会社 本社
59 ｴﾑｴﾑｼｰﾘｮｳﾃｯｸ ＭＭＣリョウテック株式会社 管理部
60 ｴﾑｼﾞｰｼｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｹﾐｶﾙ ＭＧＣアドバンスケミカル株式会社 本社工場
61 ｴﾘｰﾊﾟﾜｰ エリーパワー株式会社 川崎事業所
62 ｵｵｼﾏﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼﾞｮ 株式会社大嶋電機製作所 本社工場
63 ｵｰﾄﾘﾌﾞ オートリブ株式会社 筑波事業所
64 ｵｶﾍﾞｼﾝﾃﾞﾝｹﾞﾝ 株式会社岡部新電元
65 ｵﾁｱｲｾｲｻｸｼｮ 株式会社落合製作所
66 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺｳﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ オリエンタル酵⺟工業株式会社 技術・研究・品質保証本部
67 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ オリエンタルモーター株式会社 鶴岡中央事業所
68 ｵﾜﾘｾｲｷ 尾張精機株式会社 本社工場
69 ｶ)ｴｰﾋﾟｰｱｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社エーピーアイコーポレーション 吉富事業所
70 ｶ)ｶﾈｶ 株式会社カネカ 滋賀工場
71 ｶ)ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｻﾌﾟﾗｲｽﾞ 株式会社コニカミノルタサプライズ 本社
72 ｶ)ｼｰヴｲﾃｯｸ 株式会社シーヴイテック 本社
73 ｶ)ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト香川工場 香川工場
74 ｶ)ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 株式会社ブリヂストン 関工場
75 ｶ)ﾎｳｺｳ 株式会社豊幸
76 ｶ)ﾜｲﾃｯｸ 株式会社ワイテック
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77 ｶｲﾒｲｼﾝﾄﾞｳ 開明伸銅株式会社 本社・工場
78 ｶﾈｶ 株式会社カネカ ⿅島工場
79 ｶﾌﾞ)ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 株式会社ブルボン ⻑岡工場
80 ｶﾌﾞｼﾞｷｶﾞｲｼｬﾒﾃﾞｨｯｸｽｼｮｳﾜ 株式会社メディックス昭和 大町事業所
81 ｶﾐｸﾞﾐﾄｳｶｲｼﾃﾝ 株式会社上組東海支店 生産部整備課
82 ｶﾙｿﾆｯｸｶﾝｾｲﾌｸｼﾏ カルソニックカンセイ福島株式会社 本社
83 ｶﾙﾋﾞｰ カルビー株式会社 生産カンパニー⻄日本生産部湖南工場
84 ｶﾜｻｷｶｾｲｺｳｷﾞｮｳ 川崎化成工業株式会社 川崎工場
85 ｶﾜﾀｷﾝｿﾞｸ 株式会社カワタ⾦属 株式会社カワタ⾦属愛知製鋼事業所
86 ｶﾜﾓﾄｺｳｻﾞｲ 川本鋼材 川本鋼材特殊鋼センター
87 ｶﾝｻｲｵｶﾑﾗ 株式会社関⻄オカムラ
88 ｷｲｻﾝｷﾞｮｳ 紀伊産業株式会社 鴨宮工場
89 ｷﾄｰ 株式会社キトー チェーン製造部
90 ｷﾞﾌ加藤製作所 株式会社ギフ加藤製作所 本社
91 ｷｬﾀﾗｰ 株式会社キャタラー 本社工場
92 ｷｭｳｼｭｳｶｺｳ 九州化工株式会社 本社
93 ｷｮｳｴｲﾃﾞﾝｼ 株式会社共栄電子 本社
94 ｷｮｳｼｬ 株式会社京写 九州工場
95 ｷｮｸｼﾞﾂｾﾝｲ 旭日繊維株式会社
96 ｷﾝｼﾞｮｳｷｺｳ ⾦城機工株式会社 本社工場
97 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ 阪神工場
98 ｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ 筑波工場
99 ｸﾏﾔﾏﾘｸｼﾙｾｲｻｸｼﾖ 株式会社熊山ＬＩＸＩＬ製作所

100 ｸﾗｼｷｶｺｳ 倉敷化工株式会社
101 ｸﾞﾘｺﾋｮｳｺﾞｱｲｽｸﾘｰﾑ グリコ兵庫アイスクリーム株式会社
102 ｸﾘﾀｱﾙﾐｺｳｷﾞｮｳ 栗田アルミ工業株式会社 本社工場
103 ｹｲﾐｭｰ ケイミュー株式会社 伊賀事業所
104 ｹｲﾐｭｰ ケイミュー株式会社 北九州工場
105 ｹｰｴﾑｾｲｺｳ ケーエム精工株式会社 本社
106 ｹｰﾌﾞﾙﾃｸﾆｶ ケーブルテクニカ株式会社 管理本部
107 ｺｲｹ 株式会社コイケ
108 ｺｳﾉｲｹｳﾝﾕ 鴻池運輸株式会社 大阪みなと営業所
109 ｺｳﾉｼﾏｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 神島化学工業株式会社 詫間工場
110 ｺｸﾘﾂｲﾝｻﾂｷｮｸ 国⽴印刷局 彦根工場
111 ｺﾀﾆ 株式会社コタニ
112 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ コニカミノルタ株式会社 材料・コンポーネント事業本部機能材料事業部
113 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ コニカミノルタテクノプロダクト株式会社 本社狭山
114 ｺﾊﾞﾔｼｾｲﾔｸﾌﾟﾗｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼﾔ 小林製薬プラックス株式会社 本社
115 ｺﾍﾞﾙｺｹﾝｷ コベルコ建機株式会社 生産本部広島事業所
116 ｺﾍﾞﾙｺｺｳｶﾝ コベルコ鋼管株式会社 下関事業所
117 ｺﾏﾆｰ コマニー株式会社
118 ｻｶﾀｲﾝｸｽ サカタインクス株式会社 東京工場
119 ｻﾑｺ 株式会社ＳＵＭＣＯ ＳＵＭＣＯ久原工場
120 ｻﾑｺﾃｸｼﾌﾞ ＳＵＭＣＯＴＥＣＨＸＩＶ株式会社 ⻑崎工場
121 ｻﾑｺﾃｸｼﾌﾞﾐﾔｻﾞｷｺｳｼﾞｮｳ ＳＵＭＣＯＴＥＣＨＸＩＶ株式会社宮崎工場
122 ｻﾝｴｲﾄｳｶ サンエイ糖化株式会社 本社工場
123 ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳ 産業振興株式会社 横浜物流センター
124 ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳ 産業振興株式会社 名古屋事業所
125 ｻﾝｺﾞ 株式会社三五 福田工場
126 ｻﾝｺｰﾙ サンコール株式会社 本社工場
127 ｻﾝﾃﾞﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ サンデンホールディングス株式会社 グローバルセンター
128 ｻﾝﾄﾈｰｼﾞｭﾜｲﾝ サントネージュワイン株式会社
129 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞｰﾙ サントリービール株式会社 サントリー九州熊本工場
130 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ サントリープロダクツ株式会社 奥大山ブナの森工場
131 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ サントリープロダクツ株式会社 宇治川工場
132 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 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
133 ｻﾝﾉﾊｼﾊﾟｰﾂ 株式会社三之橋パーツ 埼玉工場
134 ｻﾝﾕｰ 株式会社サンユー
135 ｻﾝﾖｳﾀｲﾍｲﾖｳﾗｲﾑ 山陽太平洋ライム株式会社
136 ｻﾝﾜｶﾝﾂﾞﾒ 三和缶詰株式会社 本社
137 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ 株式会社ＧＳユアサ ⻑田野事業所
138 ｼﾞｪｲｴｯｸｽｷﾝｿﾞｸ ＪＸ⾦属株式会社 日⽴事業所
139 ｼﾞｪｲｴｯｸｽﾃｨｰｼﾞｰｴﾈﾙｷﾞｰｶ) ＪＸＴＧエネルギー株式会社 ⿇⾥布製油所
140 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰｺﾝﾃｲﾅｰ ＪＦＥコンテイナー株式会社 ＪＦＥコンテイナー㈱水島工場
141 ｼﾞｪｲｵｲﾙﾐﾙｽﾞ 株式会社Ｊーオイルミルズ 静岡事業所
142 ｼﾞｪｲﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ジェイティエンジニアリング株式会社 九州支店
143 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 花園工場
144 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト徳島工場 徳島工場
145 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 岡崎工場
146 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 刈谷
147 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 狭山工場
148 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 国分工場
149 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 田⼾岬工場
150 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 豊橋工場
151 ｼﾞｪｲﾃｸﾄｶﾒﾔﾏｺｳｼﾞｮｳ 株式会社ジェイテクト⻲山工場 ⻲山工場
152 ｼﾞｪｲﾃｸﾄﾄｳｷｮｳｺｳｼﾞｮｳ 株式会社ジェイテクト 東京工場
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153 ｼﾞｪｲﾊﾟｯｸ 株式会社Ｊーパック 横浜事業所
154 ｼｹﾞﾙｺｳｷﾞｮｳ しげる工業株式会社 市野倉工場
155 ｼｹﾞﾙｺｳｷﾞｮｳ しげる工業株式会社 本社工場
156 ｼｺｰ シコー株式会社 本社
157 ｼｺｸﾄｰｾﾛ 四国トーセロ株式会社 本社
158 ｼｽﾒｯｸｽｺｸｻｲｼﾔｸ シスメックス国際試薬株式会社 小野工場
159 ｼｾｲﾄﾞｳｸｷｺｳｼﾞｮｳ 株式会社資生堂久喜工場 久喜工場
160 ｼﾓﾑﾗﾄｸｼｭｾｲｺｳ 下村特殊精工 名古屋工場
161 ｼﾞｭｳｶﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｶﾞﾐﾊﾗﾎｸﾌﾞｼﾞｷﾞｮｳｼｮ 重環オペレーション株式会社 相模原北部事業所
162 ｼｮｳﾜｵｵｲﾀ 株式会社祥和大分
163 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳ 昭和電工株式会社 秩父事業所
164 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳ 昭和電工株式会社 川崎事業所
165 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳｻｶｲｱﾙﾐ 昭和電工堺アルミ株式会社 昭和電工（株）堺事業所
166 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳｾﾗﾐｯｸｽ 昭和電工セラミックス 塩尻工場
167 ｼﾗｶﾜｵﾘﾝﾊﾟｽ 白河オリンパス 白河事業場
168 ｼﾗｶﾜﾆｯﾄｳｺｳｷ 白河日東工器株式会社
169 ｼﾛｳﾏｻｲｴﾝｽ シロウマサイエンス株式会社 生産二課ＦＢ工場
170 ｼﾝｴﾂｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 信越化学工業株式会社 武生工場
171 ｼﾝｼｭｳｼｮﾜ 信州昭和株式会社 大町事業所
172 ｼﾝﾆｯｹｲﾎｸﾘｸ 株式会社新日軽北陸 小矢部工場
173 ｽｷﾞﾊﾗ 株式会社すぎはら 広島工場
174 ｽｽﾞｷﾌﾞﾋﾝｾｲｿﾞｳ 株式会社スズキ部品製造 スズキ部品浜松工場
175 ｽｽﾞｷﾌﾞﾋﾝﾄﾔﾏ 株式会社スズキ部品富山
176 ｽﾊﾞﾙ 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所
177 ｽﾐﾄﾓｾｲﾐﾂｺｳｷﾞｮｳ 住友精密工業株式会社 尼崎本社工場
178 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 住友電気工業株式会社 伊丹製作所
179 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳｳｲﾝﾃｯｸ 住友電工ウインテック株式会社 信楽事業所
180 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳｼｮｳｹﾂｺﾞｳｷﾝ 住友電工焼結合⾦株式会社 本社・岡山工場
181 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾌﾟﾘﾝﾄｻｰｷｯﾄ 住友電工プリントサーキット株式会社 水口事業所
182 ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ スリーエムジャパンプロダクツ株式会社 山形事業所
183 ｽﾘｰｴﾑｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ スリーエムジャパンプロダクツ株式会社 岩手事業所
184 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙ セイコーインスツル株式会社 仙台事業所
185 ｾｷｽｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 積水化学工業株式会社 Ｒ＆Ｄセンター開発推進センター
186 ｾｷｽｲｼﾞｭｼ 積水樹脂株式会社 石川工場
187 ｾｷｽｲﾊｲﾑｺｳｷﾞｮｳ セキスイハイム工業株式会社 近畿事業所
188 ｾｷｿｰ 株式会社セキソー 岡崎工場
189 ｾﾗﾐｯｸｾﾝｻ セラミックセンサ株式会社 小牧市
190 ｾﾝｼﾞｭｾｲﾔｸ 千寿製薬株式会社 福崎工場
191 ｾﾝﾀﾞｲｺﾊﾞﾔｼｾｲﾔｸ 仙台小林製薬株式会社 仙台小林製薬
192 ｾﾝﾄﾗﾙｶｾｲ セントラル化成株式会社 宇部工場
193 ｿﾀﾞｺｳﾘｮｳ 曽田香料株式会社 郡山工場
194 ﾀﾞｲｲﾁｻﾝｷｮｳﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ 第一三共プロファーマ株式会社 平塚工場
195 ﾀﾞｲｷｺｳｷﾞｮｳ 大喜工業株式会社 第五工場
196 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾃｸﾆｶ 大同テクニカ株式会社 星崎事業所
197 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾄｸｼｭｺｳ 大同特殊鋼株式会社 星崎工場施設室
198 ﾀﾞｲﾆﾁｶﾗｰ･ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ 大日カラー・コンポジット株式会社 交野製造事業所
199 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳ 大日精化工業株式会社 川口製造事業所
200 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳ 大日精化工業株式会社 大阪製造事業所
201 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳ 大日精化工業株式会社 東海製造事業所
202 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳ 大日精化工業株式会社 東京製造事業所
203 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝｽﾐﾄﾓｾｲﾔｸ 大日本住友製薬株式会社 鈴⿅工場
204 ﾀﾞｲﾊﾂｷｭｳｼｭｳ ダイハツ九州株式会社 大分（中津）工場
205 ﾀﾞｲﾊﾂｷｭｳｼｭｳ ダイハツ九州株式会社 久留⽶工場
206 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ ダイハツ工業株式会社 滋賀（⻯王）工場第一製造部製造支援グループ
207 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ ダイハツ工業株式会社 滋賀（⻯王）工場第一製造部
208 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳ ダイハツ工業株式会社 池田工場
209 ﾀｲﾍｲﾖｳｺｳｷﾞｮｳ 太平洋工業株式会社 プレス樹脂事業部
210 ﾀｲﾍｲﾖｳｾﾒﾝﾄ 太平洋セメント株式会社 熊谷工場
211 ﾀｲﾍｲﾖｳｾﾒﾝﾄ 太平洋セメント株式会社 埼玉工場
212 ﾀｲﾎｳｺｳｷﾞｮｳ 大豊工業株式会社 本社工場
213 ﾀﾞｲﾜｾｲｶﾝ 大和製罐株式会社 大阪工場
214 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽｺｳｷﾞｮｳ 大和ハウス工業株式会社 東北工場
215 ﾀｵｶｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 田岡化学工業株式会社 播磨工場
216 ﾀｵｶｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 田岡化学工業株式会社 淀川工場
217 ﾀｹｴｲ 株式会社タケエイ 川崎リサイクルセンター
218 ﾀｹﾀﾞﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ 武田薬品工業株式会社 光工場
219 ﾀｹﾀﾞﾔｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ 武田薬品工業株式会社 大阪工場
220 ﾀﾅｶｼｶﾝ 田中紙管株式会社 本社工場
221 ﾂﾉｼｮｸﾋﾝｺｳｷﾞｮｳ 築野食品工業株式会社 本社工場
222 ﾂﾙｻｷｶｲﾘｸｳﾝﾕ 鶴崎海陸運輸株式会社 昭電事業部
223 ﾃﾞｲ･ｼｲ 株式会社デイ・シイ 川崎工場
224 ﾃﾞｨｰｴﾇﾋﾟｰｾｲｶﾂｸｳｶﾝ 株式会社ＤＮＰ生活空間 岡山工場
225 ﾃｨｰﾋﾞｰｱｰﾙ ティービーアール株式会社 ティービーアール
226 ﾃﾞｲｴﾇﾋﾟｲﾃｸﾉﾊﾟｯｸ ＤＮＰテクノパック 紙器製造本部
227 ﾃｲｶ テイカ株式会社 大阪工場
228 ﾃｲｶｾｲﾔｸ テイカ製薬株式会社 新庄工場
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229 ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟﾛｰﾃｴﾙﾃﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ ｔｈｙｓｓｅｎｋｒｕｐｐｒｏｔｈｅｅｒｄｅＪａｐａｎ株式会社 九州工場
230 ﾃｨﾋﾞｰｹｲ 株式会社ＴＢＫ 福島第一工場
231 ﾃﾂｹﾞﾝﾅｺﾞﾔｼﾃﾝ 株式会社テツゲン名古屋支店 水処理工場
232 ﾃﾙﾓ テルモ株式会社 富士宮工場
233 ﾃﾙﾓ テルモ株式会社 甲府医薬品工場
234 ﾃﾞﾝｶ デンカ株式会社 ⻘海工場
235 ﾃﾞﾝｶ デンカ株式会社 大牟田工場
236 ﾃﾞﾝｿｰ 株式会社デンソー ⻄尾製作所
237 ﾃﾞﾝｿｰ 株式会社デンソー 豊橋製作所
238 ﾃﾞﾝｿｰﾀﾞｲｼﾝ 株式会社デンソーダイシン 本社工場
239 ﾄｳｱｺｳｷﾞｮｳ 東亜工業株式会社 ⾃動⾞事業部
240 ﾄｳｶｲﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 東海プラントエンジニアリング株式会社 知多事業所
241 ﾄｳｷｭｳ 東久株式会社 本社
242 ﾄｳｷｮｳｾｲｺｳ 東京精工株式会社
243 ﾄｳｺｳﾀｶｵｶ 株式会社東光高岳 蓮田事業所
244 ﾄｳﾁｭｳ 株式会社トウチュウ テクノセンター
245 ﾄｳﾎｳｱｰｽﾃｯｸ 株式会社東邦アーステック ⿊埼事業所
246 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾋﾝ 東北部品株式会社 秋田工場
247 ﾄｳﾎｸﾑﾗﾀｾｲｻｸｼﾞｮ 株式会社東北村田製作所
248 ﾄｳﾖｳﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ 株式会社東葉電機製作所
249 ﾄｳﾖｳﾘｶｶﾞｸｹﾝｷｭｳｼｮ 株式会社東陽理化学研究所 弥彦工場
250 ﾄｳﾖｳﾘｺｳ 東洋理工株式会社
251 ﾄｳﾚ･ﾃｷｽﾀｲﾙ 東レ・テキスタイル株式会社 東海工場
252 ﾄｳﾚ･ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ 東レ・ファインケミカル株式会社 守山事業場
253 ﾄｳﾚ･ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ 東レ・ファインケミカル株式会社 東海事業場
254 ﾄｰﾄｰｱｸｱﾃｸﾉ ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 大分工場
255 ﾄｷﾜ 株式会社トキワ 本社
256 ﾄｽｴﾇｵｰｹｰ 鳥栖ＮＯＫ株式会社 本社
257 ﾄｯﾊﾟﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 商印・出版担当工程改善チーム
258 ﾄｯﾊﾟﾝｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 滝野証券工場
259 ﾄﾋﾟｰﾌｧｽﾅｰｺｳｷﾞｮｳ トピーファスナー工業株式会社 本社・松本工場
260 ﾄﾓｴﾆｭｳｷﾞｮｳ トモヱ乳業株式会社 本社工場
261 ﾄﾔﾏｺﾊﾞﾔｼｾｲﾔｸ 富山小林製薬株式会社
262 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬ トヨタ⾃動⾞株式会社 元町工場
263 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｮｯｷ 株式会社豊田⾃動織機 生技・生産本部
264 ﾄﾖﾀﾞﾊﾞﾝﾓｯﾌﾟｽ 豊田バンモップス株式会社 本社工場
265 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ トヨタ紡織 豊橋工場
266 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ トヨタ紡織株式会社 猿投工場
267 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ トヨタ紡織株式会社 大口工場
268 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ トヨタ紡織株式会社 トヨタ紡織株式会社高岡工場
269 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ トヨタ紡織株式会社 刈谷工場
270 ﾄﾙｸｾｲﾐﾂｺｳｷﾞｮｳ トルク精密工業株式会社
271 ﾅｶﾞﾉｾｲｺｳ ⻑野精工株式会社
272 ﾅﾌﾞﾃｽｺ ナブテスコ株式会社 ナブテスコ（株）垂井工場
273 ﾅﾌﾞﾃｽｺ ナブテスコ株式会社 ⻄神工場
274 ﾆｼﾆﾎﾝJKOｺｸﾗｼﾞｷﾞｮｳｼｮ ⻄日本ＪＫＯ株式会社小倉事業所 日明環境センター日明工場
275 ﾆｼﾉｷｶｲｺｳｷﾞｮｳ ⻄野機械工業株式会社 本社工場
276 ﾆﾁｱｽ ニチアス株式会 結城工場
277 ﾆｯｹﾝﾄｰﾀﾙｿｰｼﾝｸﾞ 日研トータルソーシング株式会社 本社
278 ﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ 日産⾃動⾞株式会社 横浜工場
279 ﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞ 日産⾃動⾞株式会社 いわき工場
280 ﾆｯｼｮｳ 株式会社日鐘 大阪工場
281 ﾆｯｿｳｺｳｻﾝ 日総工産株式会社 人財育成部
282 ﾆｯｿｳｺｳｻﾝ 日総工産株式会社 日総工産株式会社関⻄支店大阪エリア
283 ﾆｯﾃﾂｽﾐｷﾝｺｳﾛｾﾒﾝﾄ 日鉄住⾦高炉セメント株式会社 本社セメント工場
284 ﾆｯﾃﾂｾｲｱﾂﾋﾝ 日鉄精圧品株式会社 本社工場
285 ﾆｯﾃﾂﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 日鉄テクノロジー株式会社 名古屋事業所
286 ﾆｯﾃﾂﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ 日鉄テックスエンジ株式会社 小倉機械整備部
287 ﾆｯﾃﾂﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ 日鉄テックスエンジ株式会社 生産事業部堺生産部
288 ﾆｯﾃﾂﾄﾞﾗﾑ 日鉄ドラム株式会社 名古屋工場
289 ﾆｯﾎﾟｳｿｳｺﾞｳｾｲﾎﾝ 日宝綜合製本株式会社 本社総務部
290 ﾆｯﾎﾟｾｲｼ 日本製紙株式会社 北海道工場旭川事業所
291 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲｼ 日本製紙株式会社 岩国工場
292 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲｼ 日本製紙株式会社 石巻工場
293 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲﾃﾂ 日本製鉄株式会社 八幡製鉄所
294 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲﾃﾂ 日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所
295 ﾆｯﾎﾟﾝｾﾞｵﾝ 日本ゼオン株式会社 徳山工場
296 ﾆﾎﾝｶﾞｲｼ 日本ガイシ株式会社 名古屋事業所
297 ﾆﾎﾝｺﾞｳｾｲｼﾞｭｼ 日本合成樹脂株式会社
298 ﾆﾎﾝｺｰｸｽｺｳｷﾞｮｳ 日本コークス工業 北九州事業所
299 ﾆﾎﾝｿﾞｳｷｾｲﾔｸ 日本臓器製薬株式会社 小野緑園工場
300 ﾆﾎﾝﾃﾞｷｼｰ 株式会社日本デキシー 滋賀工場
301 ﾆﾎﾝﾄｸｼｭｺｰﾃｨﾝｸﾞ 日本特殊コーティング株式会社
302 ﾆﾎﾝﾋﾘｮｳ 日本肥糧株式会社 新町工場
303 ﾆﾎﾝﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽ 日本ファインセラミックス株式会社 本社事業所
304 ﾆﾎﾝﾌｸｺﾞｳｻﾞｲﾘｮｳ 日本複合材料株式会社 六ヶ所事業所
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305 ﾆﾎﾝﾌﾞﾁﾙ 日本ブチル株式会社 ⿅島工場
306 ﾆﾎﾝﾑｷ 日本無機株式会社 結城工場
307 ﾊﾟｰｿﾙﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｸﾄﾘｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ 伊賀事業所
308 ﾊﾟｰｿﾙﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｸﾄﾘｰﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ パーソルパナソニックファクトリーパートナーズ株式会社 伊勢事業所
309 ﾊｲﾃｯｸｹﾐ ハイテックケミ株式会社
310 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｸﾞﾚｰﾝｾﾝﾀｰ パシフィックグレーンセンター株式会社 南日本支店
311 ﾊｾｶﾞﾜｺｳﾘｮｳﾌｶﾔｺｳｼﾞｮｳ ⻑谷川香料株式会社 深谷事業所
312 ﾊｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社ＨＡＸコーポレーション
313 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ パナソニックエコソリューションズ住宅設備株式会社 門真工場
314 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｶﾌﾞｱｲｴｽｼｬﾒｶﾄﾛﾆｸｽｼﾞｷﾞｮｳﾌﾞ パナソニック株式会社ＩＳ社メカトロニクス事業部 伊勢工場
315 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ パナソニック住宅設備株式会社 真岡工場
316 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ パナソニック住宅設備株式会社 幸田工場
317 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｲｯﾁｷﾞｱｼｽﾃﾑｽﾞ パナソニックスイッチギアシステムズ株式会社 瀬⼾
318 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｲｯﾁﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 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
319 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾁｭｳｺﾞｸ･ﾎｸﾄｳｱｼﾞｱｼｬ パナソニック株式会社中国・北東アジア社 冷熱空調デバイス事業部
320 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾅｲｿｳｹﾝｻﾞｲ パナソニック内装建材株式会社 香川工場
321 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ パナソニックホームズ株式会社 パナソニックホームズ株式会社つくば工場
322 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ パナソニックホームズ株式会社 湖東工場
323 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱｻﾋ パナソニックライフソリューションズ朝日株式会社
324 ﾊﾏﾀﾞｺｳﾑﾃﾝ 株式会社浜田工務店
325 ﾊﾏﾀﾞｼﾞｭｳｺｳ 濱田重工株式会社 君津支店
326 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾀﾞｲｶｽﾄｺｳｷﾞｮｳ 東日本ダイカスト工業株式会社 本部
327 ﾋｻｲﾘｸｼﾙｾｲｻｸｼｮ 株式会社久居ＬＩＸＩＬ製作所
328 ﾋﾀﾁｷﾝｿﾞｸ 日⽴⾦属株式会社 桑名工場
329 ﾋﾀﾁｷﾝｿﾞｸ 日⽴⾦属株式会社 桶川工場
330 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 日⽴造船株式会社 有明工場
331 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 日野⾃動⾞株式会社 羽村工場
332 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 日野⾃動⾞株式会社 新田工場
333 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬ 日野⾃動⾞株式会社 日野工場
334 ﾌｧｲﾝｼﾝﾀｰ 株式会社ファインシンター 山科工場
335 ﾌｧｲﾝｼﾝﾀｰ ファインシンター 春日井工場
336 ﾌｪﾛｰﾃｯｸｾﾗﾐｯｸｽ 株式会社フェローテックセラミックス 石川工場
337 ﾌｪﾛｰﾃｯｸｾﾗﾐｯｸｽ 株式会社フェローテックセラミックス 関⻄工場
338 ﾌｸｼﾏｺﾞﾑｶﾋﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 福島ゴム株式会社
339 ﾌｸﾀﾞｼｭｹｲｼﾞｮｳ 福田種鶏場
340 ﾌｸﾀﾏﾍﾞｲﾘｭｳﾊﾞｸ 福玉⽶粒⻨株式会社 本社
341 ﾌｼﾞｱﾙﾃ フジアルテ株式会社 梅田オフィス
342 ﾌｼﾞｷｶｲ 富士機械株式会社 本社工場
343 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 富士工業株式会社 白河事業所
344 ﾌｼﾞｺｼ 株式会社不二越 富山事業所
345 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ 富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社 富山事業所
346 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機株式会社三重工場 三重工場
347 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 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
348 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｵﾌﾟﾄﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ 富士フイルムオプトマテリアルズ株式会社 吉田工場
349 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｷｭｳｼｭｳ 富士フイルム九州株式会社
350 ﾌｼﾞﾜｰｸ 株式会社フジワーク 熊本事業所
351 ﾌｼﾞﾜｰｸ 株式会社フジワーク 山形事業所
352 ﾌｼﾞﾜｰｸ 株式会社フジワーク 神⼾事業場
353 ﾌｼﾞﾜｰｸ 株式会社フジワーク 茂原事業場
354 ﾌﾀｶﾞﾜｺｳｷﾞｮｳｾｲｻｸｼｮ 株式会社二川工業製作所 二⾒工場
355 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 株式会社ブリヂストン 久留⽶工場
356 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 株式会社ブリヂストン 北九州工場
357 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｲｰｴﾑｹｰ 株式会社ブリヂストンＥＭＫ ＥＭＫ横浜事業所
358 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｴﾗｽﾃｯｸ ブリヂストンエラステック株式会社 本社
359 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽﾎﾟｰﾂ ブリヂストンスポーツ株式会社 関工場
360 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ブリヂストンプラントエンジニアリング ＴＣ支援部
361 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾛｰﾃｯｸ ブリヂストンフローテック株式会社 埼玉工場
362 ﾌﾙﾊﾞﾔｼｼｺｳ 古林紙工株式会社 藤井寺工場
363 ﾌﾙﾊﾞﾔｼｼｺｳ 古林紙工株式会社 ⼾塚工場
364 ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 株式会社ブルボン 新潟工場
365 ﾍﾞﾙｿﾆｶ ベルソニカ 本社工場
366 ﾎｳｺｸｺｳｷﾞｮｳ 豊国工業株式会社 豊国工業株式会社花田工場
367 ﾎｳｻﾝｺｳｷﾞｮｳ 株式会社芳三工業 本社
368 ﾎﾂﾞﾐｶﾄｳｾｲﾐﾂ 株式会社Ｈｏｚｕｍｉ加藤精密
369 ﾎﾝﾀﾞｷﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 本田技研工業株式会社 鈴⿅製作所
370 ﾏﾂﾀﾞ Ｍａｚｄａ 防府工場
371 ﾏﾂﾀﾞ マツダ株式会社 第２パワートレイン製造部
372 ﾏﾂﾀﾞ マツダ株式会社 本社工場
373 ﾏﾂﾀﾞ マツダ株式会社 第３パワートレイン製造部
374 ﾏﾂﾀﾞ マツダ株式会社 本社工場⾞体製造部
375 ﾏﾂﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ マツダロジスティクス株式会社 物流技術部
376 ﾏﾙｴﾑｾｲｻｸｼｮ 株式会社丸ヱム製作所 大東工場
377 ﾏﾙｾﾞﾝｾｷﾕｶｶﾞｸ 丸善石油化学株式会社 四日市工場
378 ﾐｶｸﾄｳ 味覚糖株式会社 奈良工場
379 ﾐｶｸﾄｳ 味覚糖株式会社 福島工場
380 ﾐｽｽﾞ 株式会社三鈴 本社
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381 ﾐﾂｲﾉｳﾘﾝ 三井農林株式会社 藤枝工場
382 ﾐﾂｶﾝﾀﾃﾊﾞﾔｼｺｳｼﾞｮｳﾁﾙﾄﾞ 株式会社Ｍｉｚｋａｎ館林工場チルド
383 ﾐﾂﾊﾞ 株式会社ミツバ 利根工場
384 ﾐﾂﾊﾞ 株式会社ミツバ 新⾥工場
385 ﾐﾂﾊﾞ 株式会社ミツバ 赤城工場
386 ﾐﾂﾊﾞ 株式会社ミツバ 福島工場
387 ﾐﾂﾋﾞｼｶﾞｽｶｶﾞｸ 三菱ガス化学株式会社 新潟工場
388 ﾐﾂﾋﾞｼｹﾐｶﾙ 三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所
389 ﾐﾂﾋﾞｼｹﾐｶﾙﾄﾔﾏｼﾞｷﾞｮｳｼｮ 三菱ケミカル株式会社 富山事業所
390 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｴﾝｼﾞﾝｱﾝﾄﾞﾀｰﾎﾞﾁｬｰｼﾞｬ 三菱重工エンジン＆ターボチャージャ株式会社 相模原製作所
391 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｷﾞｮｳ 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
392 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｷﾞｮｳ 三菱重工業株式会社 三原製作所
393 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｷﾞｮｳ 三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進システム製作所
394 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾝﾄﾞｳ 三菱伸銅株式会社 三宝製作所
395 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾝﾄﾞｳ 三菱伸銅株式会社 若松製作所
396 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃﾞﾝｼｶｾｲ 三菱マテリアル電子化成株式会社 本社事業所
397 ﾐﾏｽﾊﾝﾄﾞｳﾀｲｺｳｷﾞｮｳ 三益半導体工業株式会社 半導体事業部上郊工場
398 ﾐﾔｺｼｺｳｹﾞｲ 宮越工芸株式会社 技術課
399 ﾒｲｼﾞ 株式会社明治 生産本部エンジニアリング部設備保全グループ
400 ﾒｲｼﾞｾｲｶﾌｧﾙﾏ ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社 小田原工場
401 ﾒｲﾄﾞｰ 株式会社メイドー 本社
402 ﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 株式会社明和工業 本社工場
403 ﾒﾀﾙｱｰﾄ 株式会社メタルアート ㈱メタルアート馬場工場
404 ﾓﾐﾓ 株式会社モミモ
405 ﾔｻﾞｷｴﾅｼﾞｰｽｼﾃﾑ 矢崎エナジーシステム株式会社 ガス機器事業部天⻯工場
406 ﾔｻﾞｷﾌﾞﾋﾝ 矢崎部品株式会社 裾野製作所
407 ﾔｻﾞｷﾌﾞﾋﾝ 矢崎部品株式会社 大東工場
408 ﾔﾊﾞｼﾀﾞｲﾘｾｷﾃﾞﾝｼｾｲｻﾝﾌﾞ 矢橋大理石株式会社電子生産部 穴明事業場
409 ﾔﾏｳﾁ ヤマウチ株式会社 ⻑田野工場
410 ﾔﾏｻﾞｷﾋﾞｽｹｯﾄ ヤマザキビスケット株式会社 古河事業所
411 ﾔﾏｻｼｮｳﾕ ヤマサ醤油株式会社
412 ﾔﾏｻﾅﾘﾀｺｳｼﾞｮｳ 株式会社ヤマサ成田工場 ヤマサ成田工場
413 ﾔﾏｼﾀｲﾝｻﾂｼｷ 山下印刷紙器株式会社 鈴⿅工場
414 ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷ ヤマハ発動機株式会社 ヤマハ発動機（株）磐田第３製造部生産３課
415 ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷ ヤマハ発動機株式会社 生産本部製造統括部磐田第２製造部
416 ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷ ヤマハ発動機株式会社 袋井南事業所
417 ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷ ヤマハ発動機株式会社 磐田第１製造部生産２課
418 ﾔﾏﾑﾗｿｳｺ 山村倉庫株式会社 プラスチック事業本部宇都宮事業部
419 ﾔﾏﾓﾘ ヤマモリ株式会社 桑名工場
420 ﾔﾝﾏｰ 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
421 ﾔﾝﾏｰ 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
422 ﾕｰｴｰｼｰｼﾞｪｲｾｲﾊ ＵＡＣＪ製箔 滋賀製造所
423 ﾕｳｼﾝｾｲｷ 友新精機株式会社
424 ﾕｷｼﾞﾙｼｼｭﾋﾞｮｳ 雪印種苗株式会社 ⿅島工場
425 ﾕﾀｶｹﾐｶﾙ 株式会社ユタカケミカル 平塚工場
426 ﾕﾆﾏﾃｯｸ ユニマテック株式会社
427 ﾕﾘｺｳｷﾞｮｳ 由利工業株式会社 本社工場
428 ﾖｼﾀﾞﾃｯｺｳｼｮ 株式会社吉田鉄工所 本社工場機械部
429 ﾖｼﾉｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社吉野工業所 宇都宮工場
430 ﾖｼﾉｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社吉野工業所 群馬工場
431 ﾖｼﾉｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社吉野工業所 市川工場
432 ﾖｼﾉｺｳｷﾞｮｳｼｮ 株式会社吉野工業所 藤岡工場
433 ﾖﾂｷﾞﾃｸﾉ ヨツギテクノ株式会社
434 ﾘｸｼﾙ 株式会社ＬＩＸＩＬ 下妻工場
435 ﾘｸｼﾙ 株式会社ＬＩＸＩＬ 株式会社一関ＬＩＸＩＬ製作所
436 ﾘｸｼﾙ 株式会社ＬＩＸＩＬ 岩井工場
437 ﾘｮｳﾋﾞﾃｸﾉ 菱琵テクノ株式会社 菱琵テクノ
438 ﾘｮｰﾋﾞ リョービ株式会社 静岡工場
439 ﾘｮｰﾋﾞ リョービ株式会社 ダイカスト広島
440 ﾘｮｰﾋﾞﾐﾂｷﾞ リョービミツギ株式会社
441 ﾘｮｰﾋﾞﾐﾗｻｶ リョービミラサカ株式会社 リョービミラサカ
442 ﾚﾆｱｽ 株式会社レニアス
443 ﾛﾝｼｰﾙｺｳｷﾞｮｳ ロンシール工業株式会社 土浦事業所
444 ﾜｲｹｲｹｲ ＹＫＫ株式会社 ⿊部事業所
445 ﾜｲｹｲｹｲｴｲﾋﾟｰ ＹＫＫＡＰ株式会社 四国製造所
446 ﾜｲｹｲｹｲｴｰﾋﾟｰ ＹＫＫＡＰ株式会社 九州製造所
447 ﾜｲｹｲｹｲｴｰﾋﾟｰ ＹＫＫＡＰ株式会社 東北製造所
448 二ﾎﾝﾃﾞｷｼｰ 株式会社日本デキシー 真岡工場
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