
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 ｱｧﾙﾋﾟｨﾄｳﾌﾟﾗｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＲＰ東プラ株式会社 関東群馬工場
2 ｱｲｻﾝｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 愛三工業株式会社 本社工場
3 ｱｲｻﾝｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 愛三工業株式会社 総務人事部ものづくり技能育成センター
4 ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 本社　製造センター
5 ｱｲｼﾝｷｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ アイシン機工株式会社 本社
6 ｱｲｼﾝｷｭｳｼｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ アイシン九州株式会社
7 ｱｲｼﾝｹｲｷﾝｿﾞｸ アイシン軽金属 本社工場
8 ｱｲｼﾝｼﾝｴｲｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ アイシン辰栄株式会社 本社
9 ｱｲｼﾝﾀｶｵｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ アイシン高丘株式会社 本社工場

10 ｱｲｼﾝﾎｯｶｲﾄﾞｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ アイシン北海道株式会社
11 ｱｲﾁｷｶｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 愛知機械工業株式会社 永徳工場
12 ｱｲﾁｷｶｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 愛知機械工業株式会社 松阪工場
13 ｱｲﾁｾｲｺｳ 愛知製鋼 企画創生本部
14 ｱｲﾁｾｲｺｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 愛知製鋼株式会社 鍛造工場
15 ｱｲﾁｾｲｺｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 愛知製鋼株式会社 知多工場
16 ｱｵﾓﾘｵﾘﾝﾊﾟｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 青森オリンパス株式会社 青森事業場
17 ｱｶｼｷｶｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 明石機械工業株式会社 九州工場
18 ｱｻｺﾞｴｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ アサゴエ工業株式会社 御津工場
19 ｱｻﾋｳｯﾄﾞﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 朝日ウッドテック株式会社 生産本部
20 ｱｻﾋｶｾｲｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 旭化成株式会社 パフォーマンスプロダクツ事業本部　不織布工場　管理室
21 ｱｻﾋｶｾｲｹﾝｻﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 旭化成建材株式会社 ネオマフォーム工場
22 ｱｻﾋｶｾｲｹﾝｻﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 旭化成建材株式会社 建材生産センター境工場
23 ｱｻﾋｶｾｲﾊﾟｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 旭化成パックス株式会社 小野工場
24 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ アサヒビール株式会社 吹田工場
25 ｱｼﾞﾉﾓﾄｼｮｸﾋﾝ 味の素食品株式会社 静岡工場
26 ｱﾛｴｾｲﾔｸ アロエ製薬株式会社 本社
27 ｲｰｸﾞﾙｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ イーグル工業株式会社 岡山事業場
28 ｲｽｽﾞｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ いすゞ自動車株式会社 藤沢工場
29 ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社イノアックコーポレーション イノアックコーポレーション南濃事業所
30 ｲﾊﾞﾗｷｹﾝﾘﾂｶﾂﾀｺｳｷﾞｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ 茨城県立勝田工業高等学校 総合工学科
31 ｲﾋﾞﾃﾞﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ イビデン株式会社 青柳事業場
32 ｴｲｹﾝｶｶﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 栄研化学株式会社 野木事業所
33 ｴｲﾃｨｰｷｭｳｼｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ エイティー九州株式会社
34 ｴｰｴｽﾌﾞﾚｰｷｼｽﾃﾑｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＡＳブレーキシステムズ株式会社 伊丹製作所
35 ｴﾇｵｰｹｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＮＯＫ株式会社 東海事業場
36 ｴﾇｼﾞｰｹｲｾﾗﾐｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ＮＧＫセラミックデバイス株式会社 小牧工場
37 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 ＮＧＫエレクトロデバイス㈱
38 ｴﾇｼﾞｪｰﾃｨｰﾄﾞｳｶﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＮＪＴ銅管株式会社
39 ｴﾇﾃｨｰｾｲﾐﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ エヌティー精密株式会社 本社
40 ｴﾑｴﾑｼｰﾘｮｳﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ＭＭＣリョウテック株式会社 管理部
41 ｴﾘｰﾊﾟﾜｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ エリーパワー株式会社 川崎事業所
42 ｵｰﾄﾘﾌﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ オートリブ株式会社 筑波事業所
43 ｵｵﾓﾄﾃｯｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大本鉄工株式会社 大和ハウス三重工場内
44 ｵﾘｴﾝﾀﾙｺｳﾎﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ オリエンタル酵母工業株式会社 技術・研究・品質保証本部
45 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ オリエンタルモーター株式会社 高松国分寺事業所
46 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ オリエンタルモーター株式会社 鶴岡中央事業所
47 ｶ)ﾀﾞｲｾﾝﾊﾞｲｵﾏｽｴﾅｼﾞｰ 株式会社大仙バイオマスエナジー
48 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 株式会社アウトソーシング
49 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｱﾄﾞヴｨｯｸｽ 株式会社アドヴィックス 本社
50 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｲｼｲｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社イシイコーポレーション
51 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｳｴﾀﾞ 株式会社ウエダ 横浜東営業所
52 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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
53 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｴﾇﾃｨｰｹｲｾﾗﾃｯｸ 株式会社ＮＴＫセラテック 仙台西工場
54 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｴﾙﾋﾞｰ 株式会社エルビー 東海工場
55 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｵﾃｨｯｸｽ 株式会社オティックス 高岡工場
56 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶﾈｶ 株式会社カネカ 高砂工業所
57 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶﾈｶ 株式会社カネカ 鹿島工場
58 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｶﾜﾀｷﾝｿﾞｸ 株式会社カワタ金属 愛知製鋼事業所
59 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｷﾞﾌ加藤製作所 株式会社ギフ加藤製作所 本社
60 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｷｮｳｴｲﾃﾞﾝｼ 株式会社共栄電子 本社
61 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ 阪神工場
62 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｸﾎﾞﾀ 株式会社クボタ 筑波工場
63 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺｲｹ 株式会社コイケ
64 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾀﾆ 株式会社コタニ
65 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｺﾏﾂｾｲｻｸｼｮ 株式会社小松製作所 生産本部　郡山工場
66 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｻﾑｺ 株式会社ＳＵＭＣＯ ＳＵＭＣＯ久原工場
67 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼｰヴｲﾃｯｸ 株式会社シーヴイテック 本社
68 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｼﾞｪｲ･ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社ジェイ・パワーシステムズ 大阪ケーブル工場
69 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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
70 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 花園工場
71 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 関東工場
72 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 四国工場（徳島）
73 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 岡崎工場
74 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 刈谷
75 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 田戸岬工場
76 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 奈良工場
77 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾃｸﾄ 株式会社ジェイテクト 豊橋工場
78 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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亀山工場 亀山工場
79 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾞｪｲﾊﾟｯｸ 株式会社Ｊーパック 横浜事業所
80 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｼﾞｪｲﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ 株式会社ジェイパワーシステムズ 茨城製作所
81 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼﾝﾜﾃｯｸ 株式会社シンワテック 本社
82 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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
83 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽｽﾞｷﾌﾞﾋﾝﾄﾔﾏ 株式会社スズキ部品富山
84 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｽﾊﾞﾙ 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 群馬製作所
85 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｾｷｿｰ 株式会社セキソー 岡崎工場
86 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾞｲｼｮｳﾃﾞﾝｼ 株式会社大昌電子 栃木工場
87 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀｲｾｲﾌﾟﾗｽ 株式会社タイセイプラス 九州工場
88 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾞｲﾄﾞｳﾌﾞﾝｾｷﾘｻｰﾁ 株式会社大同分析リサーチ 工程試験事業部　星崎試験室
89 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀｶﾐﾔ 株式会社タカミヤ 群馬工場
90 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾀﾂﾐ 株式会社タツミ 本社工場
91 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾃﾞｲ･ｼｲ 株式会社デイ・シイ 川崎工場
92 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾃｨﾋﾞｰｹｲ 株式会社ＴＢＫ 福島第一工場
93 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｳｺｳﾀｶｵｶ 株式会社東光高岳 蓮田事業所
94 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｳﾁｭｳ 株式会社トウチュウ テクノセンター
95 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ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
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96 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ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
97 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ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
98 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾄｯﾊﾟﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 深谷工場
99 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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

100 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾅｶｼﾞﾏ 株式会社中島 本社工場
101 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾊﾀﾉｾｲｻｸｼｮ 株式会社ハタノ製作所
102 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾊﾟﾆｰﾃﾞﾘｶ 株式会社パニーデリカ
103 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾊﾏﾀﾞｺｳﾑﾃﾝ 株式会社浜田工務店
104 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾊﾗﾀﾞｼﾝﾄﾞｳｼｮ 株式会社原田伸銅所 轟事業所
105 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾋﾗｲﾜﾃｯｺｳｼｮ 株式会社平岩鉄工所 本社
106 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾌｪﾛｰﾃｯｸﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 石川工場
107 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｪﾛｰﾃｯｸﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ 関西工場
108 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｼﾞﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｱｸﾚｽﾄ 株式会社富士フイルムメディアクレスト 羽村工場
109 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌｼﾞﾜｰｸ 株式会社フジワーク 神戸事業場
110 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 株式会社ブリヂストン 熊本工場
111 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 株式会社ブリヂストン 関工場
112 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 株式会社ブリヂストン 久留米工場
113 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｲｰｴﾑｹｲ 株式会社ブリヂストンＥＭＫ 横浜事業所工機部磐田工機課
114 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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
115 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾌﾞﾙﾎﾞﾝ 株式会社ブルボン 新潟工場
116 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎｳｺｳ 株式会社豊幸
117 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾎﾂﾞﾐｶﾄｳｾｲﾐﾂ 株式会社Ｈｏｚｕｍｉ加藤精密
118 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾏﾙｴﾑｾｲｻｸｼｮ 株式会社丸ヱム製作所 大東工場
119 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾏﾙﾀﾞｲｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾖｳﾛｳｺｳｼﾞｮｳ 株式会社マルダイスプリング養老工場
120 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾐﾂﾄﾖ 株式会社ミツトヨ 広島事業所
121 ｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾐﾂﾄﾖｳﾂﾉﾐﾔｼﾞｷﾞｮｳｼｮ 株式会社ミツトヨ宇都宮事業所 ミツトヨ技能開発センター
122 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾐﾂﾄﾖ 株式会社ミツトヨ 中津川工場
123 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾒｲｼﾞ 株式会社明治 本別工場
124 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾒｲﾄﾞｰ 株式会社メイドー 本社
125 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
126 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ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
127 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾘｸｼﾙ 株式会社ＬＩＸＩＬ 岩井工場
128 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾛｯﾃ 株式会社ロッテ 浦和工場
129 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬﾜﾀﾅﾍﾞｾｲｻｸｼｮ 株式会社渡辺製作所 本社工場
130 ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ二ﾎﾝﾃﾞｷｼｰ 株式会社日本デキシー 真岡工場
131 ｶﾜﾓﾄｺｳｻﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 川本鋼材株式会社 特殊鋼センター
132 ｶﾝｻｲｵｶﾑﾗ 株式会社関西オカムラ
133 ｶﾝﾄｳｸﾎﾞﾀｾｲｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 関東クボタ精機株式会社 本社工場
134 ｷｲｻﾝｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 紀伊産業株式会社 鴨宮工場
135 ｷｬﾀﾗｰ 株式会社キャタラー 本社工場
136 ｷｭｳｼｭｳｶｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 九州化工株式会社 本社
137 ｷｮｸｼﾞﾂｾﾝｲ 旭日繊維株式会社 旭日繊維㈱
138 ｷﾝｼﾞｮｳｷｺｳ 金城機工株式会社 本社工場
139 ｸﾆﾐﾈｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ クニミネ工業株式会社 小名浜工場
140 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
141 ｹｲﾐｭｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ケイミュー株式会社 製造業
142 ｹｲﾐｭｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ケイミュー株式会社 北九州工場
143 ｹｲﾜｲﾋﾞｨｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ＫＹＢーＹＳ株式会社 本社
144 ｹｲﾜｲﾋﾞｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＫＹＢ株式会社
145 ｹｰﾌﾞﾙﾃｸﾆｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ケーブルテクニカ株式会社 管理本部
146 ｺｳﾖｳｷｶｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 光洋機械工業株式会社 五條工場
147 ｺｳﾖｳｻｰﾓｼｽﾃﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 光洋サーモシステム株式会社 本社
148 ｺﾞｰｼｭｰ 株式会社ゴーシュー 本社
149 ｺｰｾﾙｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ コーセル株式会社 ユニット生産部
150 ｺｸﾘﾂｲﾝｻﾂｷｮｸ 国立印刷局 彦根工場
151 ｺｼﾞﾏﾌﾟﾚｽｺｳｷﾞｮｳ 小島プレス工業株式会社 本社
152 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 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
153 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀﾃｸﾉﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ コニカミノルタテクノプロダクト株式会社 本社狭山
154 ｺﾏﾂｾｲｻｯｸｼｮ 小松製作所 粟津工場　コンポーネント部機械一課
155 ｻｶｲｶｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 境加工株式会社 境工場
156 ｻｶﾀｲﾝｸｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ サカタインクス株式会社 東京工場
157 ｻﾑｺﾃｸｼﾌﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＳＵＭＣＯＴＥＣＨＸＩＶ株式会社 長崎工場
158 ｻﾑｺﾃｸｼﾌﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬﾐﾔｻﾞｷｺｳｼﾞｮｳ ＳＵＭＣＯＴＥＣＨＸＩＶ株式会社宮崎工場
159 ｻﾝｴｲﾄｳｶ サンエイ糖化株式会社 本社工場
160 ｻﾝｴｲﾄｳｶｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ サンエイ糖化株式会社 本社
161 ｻﾝｷﾞｮｳｼﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 産業振興株式会社 名古屋事業所
162 ｻﾝｺﾞ 株式会社三五 福田工場
163 ｻﾝﾃﾞﾝ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｸﾗｲﾒｲﾄｼｽﾃﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲ サンデン・オートモーティブクライメイトシステム株式会社八斗島
164 ｻﾝﾃﾞﾝ･ﾘﾃｰﾙｼｽﾃﾑｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ サンデン・リテールシステム株式会社 赤城事業所
165 ｻﾝﾃﾞﾝｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 生産本部　八斗島工場
166 ｻﾝﾄﾈｰｼﾞｭﾜｲﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ サントネージュワイン株式会社
167 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞｰﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ サントリービール株式会社 九州熊本工場
168 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ サントリープロダクツ株式会社 宇治川工場
169 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ サントリープロダクツ株式会社 高砂工場
170 ｻﾝﾄﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 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
171 ｻﾝﾜｶﾝﾂﾞﾒｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 三和缶詰株式会社 本社
172 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ 株式会社ＧＳユアサ 長田野事業所
173 ｼﾞｪｲｴｯｸｽｷﾝｿﾞｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ＪＸ金属株式会社 日立事業所
174 ｼﾞｪｲﾃｨｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ジェイティエンジニアリング株式会社 九州支店
175 ｼﾞｪｰｴﾌｲｰｽﾁｰﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所千葉地区 東日本製鉄所　千葉地区
176 ｼｽﾞｵｶﾌﾞﾋﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 静岡部品株式会社 本社工場
177 ｼﾓﾑﾗﾄｸｼｭｾｲｺｳ 下村特殊精工 名古屋工場
178 ｼﾞｭｳｶﾝｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｶﾌﾞ 重環オペレーション株式会社 新城事業所
179 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 昭和電工株式会社 川崎事業所
180 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 昭和電工株式会社 カーボン事業部大町事業所
181 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳｻｶｲｱﾙﾐｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 昭和電工堺アルミ株式会社 堺事業所
182 ｼｮｳﾜﾃﾞﾝｺｳｾﾗﾐｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 昭和電工セラミックス株式会社 富山工場
183 ｼﾛｳﾏｻｲｴﾝｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ シロウマサイエンス株式会社 生産二課ＦＢ工場
184 ｼﾝｴﾂｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 信越化学工業株式会社 武生工場
185 ｼﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新晃工業株式会社 工場
186 ｼﾝｼｭｳｼｮｳﾜｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 信州昭和株式会社 大町事業所
187 ｼﾝｼｭｳｼｮﾜ 信州昭和株式会社 大町事業所
188 ｽｷﾞﾊﾗ 株式会社すぎはら 広島工場
189 ｽｽﾞｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ スズキ株式会社 操業管理部操業管理課
190 ｽｽﾞｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ スズキ株式会社 大須賀工場
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No. 会社名ﾌﾘｶﾞﾅ（ﾌﾘｶﾞﾅ50音順） 会社名 事業所名
191 ｽﾐﾄﾓｶｶﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友化学株式会社 三沢工場
192 ｽﾐﾄﾓｾｲｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友精化株式会社 別府工場
193 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 住友電気工業 横浜製作所
194 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 住友電気工業 住電機器システム
195 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 住友電気工業 電力事業部製造部みなとケーブル工場
196 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電気工業株式会社 茨城製作所架空線事業部製造部アルミ線工場
197 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電気工業株式会社 特殊線事業部
198 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電気工業株式会社 大阪製作所
199 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電工電気工業株式会社 生産技術部　設備技術部技術部　大阪設計グループ
200 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電気工業株式会社 横浜製作所
201 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｵｵｻｶｾｲｻｸ 住友電気工業株式会社大阪製作所 大阪業務グループ
202 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳｳｲﾝﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電工ウインテック株式会社 信楽事業所
203 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳｵﾌﾟﾃｨﾌﾛﾝﾃｨｱ 住友電工オプティフロンティア株式会社 本社・横浜事業所
204 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳｼｮｳｹﾂｺﾞｳｷﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電工焼結合金株式会社 伊丹製作所
205 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳｼｮｳｹﾂｺﾞｳｷﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電工焼結合金株式会社 本社・岡山工場

206 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電工テクニカルソリューションズ株式会社
計測事業部　西部統括部　伊丹分析計測センター
伊丹分析グループ

207 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 大阪製作所
208 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 プラント事業部　横浜プラント部
209 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾃｸﾆｶﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電工テクニカルソリューションズ株式会社 伊丹プラント部
210 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾃﾞﾊﾞｲｽ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電工デバイス・イノベーション株式会社 横浜製作所
211 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾃﾞﾝｼﾜｲﾔｰｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電工電子ワイヤー株式会社
212 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙ 住友電工ハードメタル ダイヤ工場　完粉開発掛
213 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 住友電工ハードメタル株式会社 ダイヤ工場
214 ｽﾐﾄﾓﾃﾞﾝｺｳﾊｰﾄﾞﾒﾀﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 住友電工ハードメタル株式会社 伊丹
215 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
216 ｾｲｺｰｲﾝｽﾂﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ セイコーインスツル株式会社 仙台事業所
217 ｾｷｽｲｼﾞｭｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 積水樹脂株式会社 滋賀工場
218 ｾｷｽｲﾊｲﾑｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ セキスイハイム工業株式会社 東京事業所
219 ｾｷｽｲﾊｲﾑｺｳｷﾞｮｳｷﾝｷｼﾞｷﾞｮｳｼｮ セキスイハイム工業近畿事業所 近畿事業所
220 ｾﾞﾝｺｸﾗｸﾉｳｼﾘｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 全国酪農飼料株式会社 釧路工場
221 ｾﾝｼﾞｭｾｲﾔｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 千寿製薬株式会社 福崎工場
222 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾃｸﾆｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大同テクニカ株式会社 星崎事業所
223 ﾀﾞｲﾄﾞｳﾄｸｼｭｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大同特殊鋼株式会社 星崎工場　施設室
224 ﾀﾞｲﾆﾁｶﾗｰ･ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 大日カラー・コンポジット株式会社 交野製造事業所
225 ﾀﾞｲﾆﾁｶﾗｰ･ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大日カラー・コンポジット株式会社 東郷製造事業所
226 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大日精化工業株式会社 大阪製造事業所
227 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大日精化工業株式会社 東海製造事業所
228 ﾀﾞｲﾆﾁｾｲｶｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大日精化工業株式会社 東京製造事業所
229 ﾀﾞｲﾊﾂｷｭｳｼｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ダイハツ九州株式会社 久留米工場
230 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ダイハツ工業株式会社 滋賀（竜王）工場　第一製造部
231 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ダイハツ工業株式会社 本社池田第２工場
232 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｼｶﾞ(ﾘｭｳｵｳ)ｺｳ ダイハツ工業株式会社滋賀（竜王）工場 滋賀１　製造
233 ﾀﾞｲﾊﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬｼｶﾞﾘｭｳｵｳｺｳｼﾞｮ ダイハツ工業株式会社滋賀（竜王）工場 滋賀１製造　２係
234 ﾀﾞｲﾍﾞｱｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ダイベア株式会社 和泉工場
235 ﾀﾞｲﾍﾞｱｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ダイベア株式会社 名張工場
236 ﾀｲﾍｲﾖｳｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 太平洋工業株式会社 プレス樹脂事業部
237 ﾀｲﾍｲﾖｳｾﾒﾝﾄｶﾌﾞ 太平洋セメント株式会社 熊谷工場
238 ﾀｲﾍｲﾖｳｾﾒﾝﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 太平洋セメント株式会社 大分工場
239 ﾀｲﾎｳｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 大豊工業株式会社 本社工場
240 ﾀｲﾖｳﾌｧﾙﾏﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 太陽ファルマテック株式会社 高槻工場
241 ﾀｷﾛﾝﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ タキロンテック株式会社 網干工場
242 ﾀﾂﾀﾃﾞﾝｾﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ タツタ電線株式会社 大阪
243 ﾀﾅｶｼｶﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 田中紙管株式会社 本社工場
244 ﾀﾅｶｾｯｶｲｺｳｷﾞｮｳ 田中石灰工業株式会社 高知プラスチック再生センター
245 ﾀﾅｶｾｯｶｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 田中石灰工業株式会社 高知中間処理センター
246 ﾂﾀｷｶｲｷﾝｿﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 蔦機械金属株式会社 本社工場
247 ﾃｨｰﾋﾞｰｱｰﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ティービーアール株式会社
248 ﾃｲｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ テイカ株式会社 大阪工場
249 ﾃｲｶｾｲﾔｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ テイカ製薬株式会社 新庄工場
250 ﾃｲｼﾞﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 帝人株式会社 岩国事業所
251 ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟﾛｰﾃｴﾙﾃﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｔｈｙｓｓｅｎｋｒｕｐｐｒｏｔｈｅｅｒｄｅＪａｐａｎ株式会社 九州工場
252 ﾃｨｯｾﾝｸﾙｯﾌﾟﾛｰﾃｴﾙﾃﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ｔｈｙｓｓｅｎｋｒｕｐｐｒｏｔｈｅｅｒｄｅＪａｐａｎ株式会社 羽咋工場
253 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
254 ﾃﾙﾓｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ テルモ株式会社 甲府医薬品工場
255 ﾃﾙﾓﾌｼﾞﾉﾐﾔ テルモ富士宮
256 ﾄｳｱｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東亜工業株式会社 自動車事業部
257 ﾄｳｶｲﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東海プラントエンジニアリング株式会社 知多事業所
258 ﾄｳｷｭｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東久株式会社 本社
259 ﾄｳｷｮｳｾｲｺｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 東京精工株式会社
260 ﾄｳﾎｸｾｷｽｲﾊｲﾑｺｳｷﾞｮｳ 東北セキスイハイム工業株式会社
261 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾋﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東北部品株式会社 秋田工場
262 ﾄｳﾖｳｴｱｿﾞｰﾙｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東洋エアゾール工業株式株式会社 三重工場
263 ﾄｳﾖｳﾘｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東洋理工株式会社
264 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
265 ﾄｳﾚ･ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙｶﾌﾞｼｲｶﾞｲｼｬ 東レ・ファインケミカル株式会社 守山事業場
266 ﾄｰﾄｰｱｸｱﾃｸﾉｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ＴＯＴＯアクアテクノ株式会社 大分工場
267 ﾄｷﾜｾｲｿﾞｳﾌﾞ 株式会社トキワ製造部
268 ﾄｽｴﾇｵｰｹｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 鳥栖ＮＯＫ株式会社 本社
269 ﾄﾋﾟｰﾌｧｽﾅｰｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ トピーファスナー工業株式会社 本社・松本工場
270 ﾄﾔﾏｺﾊﾞﾔｼｾｲﾔｸ 富山小林製薬株式会社
271 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ トヨタ自動車株式会社 元町工場
272 ﾄﾖﾀｼﾞﾄﾞｳｼｬｷｭｳｼｭｳ トヨタ自動車九州株式会社 苅田工場
273 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸ トヨタ紡織株式会社 猿投工場
274 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ トヨタ紡織株式会社 大口工場
275 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ トヨタ紡織株式会社 豊橋北工場
276 ﾄﾖﾀﾎﾞｳｼｮｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ トヨタ紡織株式会社 刈谷工場
277 ﾄﾗﾝｺﾑｴｽｼｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ トランコムＳＣ株式会社 芳賀事業所
278 ﾅｶﾞﾂｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 長津工業株式会社 小松工場
279 ﾅﾌﾞﾃｽｺｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ナブテスコ株式会社 垂井工場
280 ﾅﾌﾞﾃｽｺｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ナブテスコ株式会社 西神工場
281 ﾆｲｶﾞﾀﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾃﾞﾝｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 新潟ダイヤモンド電子株式会社 本社
282 ﾆｼﾉｷｶｲｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 西野機械工業株式会社 本社工場
283 ﾆﾁﾊﾞﾝﾃｸﾉｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ニチバンテクノ株式会社
284 ﾆｯｹﾝﾄｰﾀﾙｿｰｼﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日研トータルソーシング株式会社 本社
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No. 会社名ﾌﾘｶﾞﾅ（ﾌﾘｶﾞﾅ50音順） 会社名 事業所名
285 ﾆｯｻﾝｺｳｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日産工機株式会社 本社工場
286 ﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬ 日産自動車株式会社 追浜工場
287 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
288 ﾆｯｻﾝｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日産自動車株式会社 横浜工場
289 ﾆｯｿｳｺｳｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日総工産株式会社 人財育成部
290 ﾆｯｿｳｺｳｻﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日総工産株式会社 関西支店大阪エリア
291 ﾆｯﾃﾂｺｳﾛｾﾒﾝﾄｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日鉄高炉セメント株式会社 本社　セメント工場
292 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
293 ﾆｯﾃﾂﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 日鉄テクノロジー 和歌山事業所
294 ﾆｯﾃﾂﾃｯｸｽｴﾝｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日鉄テックスエンジ株式会社 小倉機械整備部
295 ﾆｯﾃﾂﾃｯｸｽｴﾝｼﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日鉄テックスエンジ株式会社 名古屋支店
296 ﾆｯﾄｳﾃﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日東電工株式会社 豊橋事業所
297 ﾆｯﾎﾟｳｿｳｺﾞｳｾｲﾎﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日宝綜合製本株式会社 本社総務部
298 ﾆｯﾎﾟｾｲｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日本製紙株式会社 旭川工場
299 ﾆｯﾎﾟﾝｾｲｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日本製紙株式会社 岩国工場
300 ﾆﾎﾝｶﾞｲｼｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日本ガイシ株式会社 名古屋事業所
301 ﾆﾎﾝｺﾞｳｾｲｼﾞｭｼｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日本合成樹脂株式会社
302 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

303
ﾆﾎﾝｺｰｸｽｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬｷﾀｷｭｳｼｭｳ
ｼﾞｷﾞｮｳｼｮ

日本コークス工業株式会社北九州事業所

304 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
305 ﾆﾎﾝﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日本ファインセラミックス株式会社 本社事業所
306 ﾆﾎﾝﾌﾞﾁﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日本ブチル株式会社 鹿島工場
307 ﾆﾎﾝﾎﾟﾘﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日本ポリテック株式会社
308 ﾆﾎﾝﾏﾂｼｰﾙｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 二本松シール工業株式会社 二本松事業場
309 ﾆﾎﾝﾑｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日本無機株式会社 結城工場
310 ﾈｸﾞﾛｽﾃﾞﾝｺｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ネグロス電工株式会社 浦安工場
311 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ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲ 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金津事業所
312 ﾊｲﾃｯｸｹﾐｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ハイテックケミ株式会社
313 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
314 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ パナソニック住宅設備株式会社 北九州工場
315 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ パナソニック住宅設備株式会社 幸田工場
316 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｽｲｯﾁｷﾞｱｼｽﾃﾑｽﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ パナソニックスイッチギアシステムズ株式会社 瀬戸
317 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ パナソニックホームズ株式会社 湖東工場
318 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｱｻﾋｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ パナソニックライフソリューションズ朝日株式会社
319 ﾊﾋﾞｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ハビックス株式会社 本社
320 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾀﾞｲｶｽﾄｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 東日本ダイカスト工業株式会社 本部
321 ﾋﾀﾁｷﾝｿﾞｸｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日立金属株式会社 桑名工場
322 ﾋﾀﾁｷﾝｿﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日立金属株式会社 桶川工場
323 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日立造船株式会社 有明工場
324 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日野自動車株式会社 羽村工場
325 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 日野自動車株式会社 日野工場
326 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日野自動車株式会社 古河工場
327 ﾋﾉｼﾞﾄﾞｳｼｬｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 日野自動車株式会社 新田工場
328 ﾌｧｲﾝｼﾝﾀｰ ファインシンター 春日井工場
329 ﾌｸﾀﾞｼｭｹｲｼﾞｮｳ 福田種鶏場 福田種鶏場
330 ﾌｸﾀﾏﾍﾞｲﾘｭｳﾊﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 福玉米粒麦株式会社 本社
331 ﾌｼﾞｱﾙﾃｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ フジアルテ株式会社 梅田オフィス
332 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 富士工業株式会社 相模原事業所
333 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 鈴鹿事業所
334 ﾌｼﾞｾﾞﾛｯｸｽﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 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
335 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 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
336 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 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
337 ﾌｼﾞﾌｲﾙﾑｵﾌﾟﾄﾏﾃﾘｱﾙｽﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 富士フイルムオプトマテリアルズ株式会社 吉田工場
338 ﾌｼﾞﾜｰｸ 株式会社フジワーク フジワーク小野事業場
339 ﾌﾀﾊﾞｻﾝｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 双葉産業株式会社 本社工場
340 ﾌﾞﾗｻﾞｰｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ブラザー工業株式会社 星崎工場
341 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｴﾗｽﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ブリヂストンエラステック株式会社 本社
342 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾌﾛｰﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ブリヂストンフローテック株式会社 埼玉工場
343 ﾎｯｶｲﾄﾞｳｾｷﾕｷﾖｳﾄﾞｳﾋﾞﾁｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 北海道石油共同備蓄株式会社 北海道事業所
344 ﾎﾂﾞﾐｶｺｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 穂積加工株式会社 旭化成建材穂積工場内
345 ﾏﾂﾀﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ マツダ株式会社 第２パワートレイン製造部
346 ﾏﾂﾀﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ マツダ株式会社 本社工場
347 ﾏﾂﾀﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ マツダ株式会社 広島本社
348 ﾏﾂﾀﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ マツダ株式会社 第３パワートレイン製造部
349 ﾏﾂﾀﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ マツダ株式会社 防府工場西浦地区
350 ﾏﾂﾀﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ マツダ株式会社 本社工場　車体製造部
351 ﾏﾂﾀﾞﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ マツダロジスティクス株式会社 広島生産部品物流本部広島部品物流統括部
352 ﾏﾙｲﾁｽﾃﾝﾚｽｺｳｶﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼﾔ 丸一ステンレス鋼管株式会社 下関事業所
353 ﾏﾚﾘ マレリ株式会社 群馬工場
354 ﾏﾚﾘﾌｸｼﾏｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ マレリ福島株式会社 本社
355 ﾏﾝﾉｳｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 万能工業株式会社 本社工場
356 ﾐｶｸﾄｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 味覚糖株式会社 神戸工場
357 ﾐｶｸﾄｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 味覚糖株式会社 奈良工場
358 ﾐｶｸﾄｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 味覚糖株式会社 福島工場
359 ﾐﾂﾋﾞｼｶﾞｽｶｶﾞｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 三菱ガス化学株式会社 新潟工場
360 ﾐﾂﾋﾞｼｹﾐｶﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 三菱ケミカル株式会社 滋賀事業所
361 ﾐﾂﾋﾞｼｹﾐｶﾙｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ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

362
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ｶﾌﾞｼｷ
ｶﾞｲｼｬ

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

363 ﾐﾂﾋﾞｼｼﾞｭｳｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 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
364 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 三菱マテリアル株式会社 岐阜製作所
365 ﾐﾂﾋﾞｼﾏﾃﾘｱﾙﾃﾞﾝｼｶｾｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 三菱マテリアル電子化成株式会社 本社事業所
366 ﾐﾔｺｼｺｳｹﾞｲｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 宮越工芸株式会社 技術課
367 ﾐﾗｲｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ミライク株式会社 横浜営業所
368 ﾒｲｼﾞﾔﾏﾄｿｳｺ 明治大和倉庫株式会社 茨城営業所
369 ﾔｻﾞｷｴﾅｼﾞｰｽｼﾃﾑｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 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
370 ﾔｻﾞｷﾌﾞﾋﾝｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 矢崎部品株式会社 ものづくりセンター事務棟
371 ﾔﾏｳﾁｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ヤマウチ株式会社 長田野工場
372 ﾔﾏｻｼｮｳﾕｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ヤマサ醤油株式会社
373 ﾔﾏｼﾀｲﾝｻﾂｼｷｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 山下印刷紙器株式会社 鈴鹿工場
374 ﾔﾏﾊﾊﾂﾄﾞｳｷｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 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
375 ﾔﾏﾓﾘｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ヤマモリ株式会社 桑名工場
376 ﾔﾝﾏｰﾊﾟﾜｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ヤンマーパワーテクノロジー株式会社 小形事業部
377 ﾕｷｼﾞﾙｼｼｭﾋﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 雪印種苗株式会社 鹿島工場
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No. 会社名ﾌﾘｶﾞﾅ（ﾌﾘｶﾞﾅ50音順） 会社名 事業所名
378 ﾕｷｼﾞﾙｼｼｭﾋﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 雪印種苗株式会社 苫小牧工場
379 ﾕｷﾀﾃﾞﾝｾﾝｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ 行田電線株式会社 草津工場
380 ﾕﾃﾞｨﾄﾗｯｸｽｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＵＤトラックス株式会社 上尾工場
381 ﾕﾆﾏﾃｯｸｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ユニマテック株式会社
382 ﾖｼﾜｺｳｷﾞｮｳｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ ヨシワ工業株式会社 本社海田工場
383 ﾘｹﾝﾃｸﾉｽｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ リケンテクノス株式会社 群馬工場
384 ﾘｮｰﾋﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ リョービ株式会社 静岡工場
385 ﾘｮｰﾋﾞｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ リョービ株式会社 ダイカスト事業広島
386 ﾘｮｰﾋﾞﾐﾂｷﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼｬ リョービミツギ株式会社
387 ﾘｮｰﾋﾞﾐﾗｻｶｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ リョービミラサカ株式会社 リョービミラサカ
388 ﾜｲｹｲｹｲｴｲﾋﾟｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＹＫＫＡＰ株式会社 四国製造所
389 ﾜｲｹｲｹｲｴｲﾋﾟｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＹＫＫＡＰ株式会社 九州製造所

390 ﾜｲｹｰｹｰｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ ＹＫＫ株式会社
ファスニング事業本部　ファスナー事業部
製造・技術統括部　生産技術部
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