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「カエル！ジャパン」キャンペーン　賛同企業・団体一覧（50音順）

（下の表には、各項目の公表について了解を得た企業・団体のみを掲載しています。）

ふりがな 企業名、団体名 業種 規模

あ ああういん 株式会社アーウィン 情報通信業 0人～99人
ああこにっく・じゃぱん アーコニック・ジャパン株式会社 製造業 100人～299人

ああてぃーず artee's株式会社 不動産業 0人～99人
ああまあほーるでぃんぐす AMORHOLDINGS 教育、学習支援業 0人～99人
ああるいいえふそりゅうしょんず 株式会社アールイーエフソリューションズ サービス業 0人～99人

ああるぷらす 有限会社アールプラス サービス業 0人～99人
あいあっとおおいいしい 株式会社 アイアットＯＥＣ 情報通信業 0人～99人

あいうぇえぶ 株式会社アイウェーブ サービス業 0人～99人

あいえすえふねっと 株式会社アイエスエフネット 情報通信業 1,000人～4,999人
あいえすえふねっとけあ 株式会社アイエスエフネットケア 情報通信業 0人～99人
あいおいにっせいどうわそんがいほけん あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融・保険業 5,000人～

あいかわちょう 愛川町 行政機関（国・地方公共団体等）

あいこんせぷと 株式会社アイコンセプト サービス業 0人～99人

あいさぽうと 株式会社アイさぽーと サービス業 0人～99人
あいしゃかいほけんろうむしほうじん あい社会保険労務士法人 サービス業 0人～99人

あいずわかまつし 会津若松市 行政機関（国・地方公共団体等）
あいずわかまつだんじょきょうせいのかい 会津若松市男女共生の会 行政機関（国・地方公共団体等）

あいせい アイセイ株式会社 サービス業 0人～99人

あいちけん 愛知県 行政機関（国・地方公共団体等）

あいであるすまーと 株式会社 アイデアルスマート 金融・保険業 0人～99人

あいていじ 株式会社　ＩＴＡＧＥ 情報通信業 100人～299人
あいてーじぐろーばる 株式会社ＩＴＡＧＥ　ＧＬＯＢＡＬ サービス業 0人～99人

あいてくさす アイテクサス株式会社 サービス業 0人～99人

あいねっと 株式会社アイネット 情報通信業 300人～999人

あいめいと 株式会社アイメイト 製造業 0人～99人

あいりすおおやま アイリスオーヤマ株式会社 製造業 1,000人～4,999人

あおあくあ 株式会社アオアクア 医療・福祉 0人～99人

あおいねおん アオイネオン株式会社 建設業 0人～99人
あおばちょうざいやっきょく 有限会社あおば調剤薬局 サービス業 0人～99人

あかしし 明石市 行政機関（国・地方公共団体等）
あかちゃんとまましゃ 株式会社赤ちゃんとママ社 その他 0人～99人

あきしまし 昭島市 行政機関（国・地方公共団体等）

あきたけん 秋田県 行政機関（国・地方公共団体等）
あくさないきんしゃいんろうどうくみあい アクサ内勤社員労働組合 金融・保険業 1,000人～4,999人

あくとでんせつ 株式会社アクト電設 建設業 0人～99人
あくろくえすとてくのろじい アクロクエストテクノロジー株式会社 0人～99人
あさかわけんせつこうぎょう 浅川建設工業株式会社 建設業 0人～99人

あさだせいやく 株式会社麻田製薬 卸売・小売業 0人～99人

あさちこうしゅうは 浅地高周波株式会社 製造業 0人～99人
あさひかいあいのさと 社会福祉法人朝日会愛の里 医療・福祉 0人～99人

あさひかわし 旭川市 行政機関（国・地方公共団体等）

あじのもと 味の素冷凍食品労働組合 製造業 1,000人～4,999人

あしろ 株式会社アシロ その他 0人～99人
あすかけんせつろうどうくみあい 飛島建設労働組合 建設業 1,000人～4,999人

あすくめでぃあ 株式会社アスクメディア 製造業 0人～99人

あすとん 株式会社アストン サービス業 0人～99人
あそしあ・めいどさあびす アソシア・メイドサービス サービス業 0人～99人

あだちく 足立区 行政機関（国・地方公共団体等）

あつぎし 厚木市 行政機関（国・地方公共団体等）

あびこし 我孫子市 行政機関（国・地方公共団体等）
あびりてぃいせんたあ アビリティーセンター株式会社 サービス業 0人～99人
あぷれこみゅにけえしょんず 株式会社アプレ コミュニケーションズ

あまがさきし 尼崎市 行政機関（国・地方公共団体等）
あれっくすそりゅうしょんず 株式会社アレックスソリューションズ 情報通信業 0人～99人

あわしまどう 株式会社あわしま堂 製造業 300人～999人

あんとらっく 株式会社アントラック 卸売・小売業 0人～99人

い いいあんどえむ イー・アンド・エム株式会社 情報通信業 100人～299人

いいぷらねっと 株式会社イープラネット サービス業 0人～99人
いがしりつうえのそうごうしみんびょういん 伊賀市立上野総合市民病院 医療・福祉 100人～299人

いけだし 池田市 行政機関（国・地方公共団体等）
いけだちょうりついけだちゅうがっこう 池田町立池田中学校 教育、学習支援業 0人～99人

いしかわふくしかい 社会福祉法人石川福祉会 医療・福祉 100人～299人

いしどうがらす 石堂硝子株式会社 卸売・小売業 0人～99人
いずみしだんじょきょうどうさんかくせんたあ 和泉市   男⼥共同参画センター 行政機関（国・地方公共団体等）

いずもし 出雲市 行政機関（国・地方公共団体等）

いせし 伊勢市 行政機関（国・地方公共団体等）

いたばしく 板橋区 行政機関（国・地方公共団体等）

いたやどけん 板谷土建株式会社 建設業 0人～99人
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いちかわし 市川市 行政機関（国・地方公共団体等）

いちはらし 市原市 行政機関（国・地方公共団体等）

いっしっかい 医療法人社団一志会 医療・福祉 100人～299人

いばらぎけん 茨城県 行政機関（国・地方公共団体等）
いばらぎけんじょせいぷらざ 茨城県   ⼥性プラザ 行政機関（国・地方公共団体等）

いばらきし 茨木市 行政機関（国・地方公共団体等）

いばらぎだいがく 国立大学法人茨城大学 その他 1,000人～4,999人
いばらぎほせいかい 社会福祉法人　茨城補成会 医療・福祉 100人～299人

いびがわちょう 揖斐川町 行政機関（国・地方公共団体等）
いりょうふくしそうごうしえんせんたあ 一般社団法人医療福祉総合支援センター 医療・福祉 0人～99人

いわきし いわき市 行政機関（国・地方公共団体等）

いわくにし 岩国市 行政機関（国・地方公共団体等）
いわしたびじねすせんたあ 有限会社 岩下ビジネスセンター サービス業 0人～99人

いわてけん 岩手県 行政機関（国・地方公共団体等）

いんすたいる 株式会社インスタイル サービス業 0人～99人

いんてえじ 株式会社インテージ 情報通信業 1,000人～4,999人

う うぃうぃ 株式会社wiwiw サービス業 0人～99人

う゛ぃおむ ヴィオム 卸売・小売業 0人～99人

うぃずあくと 株式会社ウィズアクト サービス業 0人～99人

うぃずりーぷ 株式会社Wizleap 金融・保険業 0人～99人

うぃるど 株式会社ウィルド サービス業 0人～99人

うぇいばっく 株式会社ウェイバック サービス業 0人～99人

うぇる 株式会社ウェル 卸売・小売業 0人～99人

うぇるねすわーく ウェルネスワーク株式会社 サービス業 0人～99人

うぉーく 株式会社UOCC 情報通信業 0人～99人

うおぬまし 魚沼市 行政機関（国・地方公共団体等）
うさみろうむけいえいじむしょ うさみ労務経営事務所 サービス業 0人～99人

うちなだちょう 内灘町教育委員会 行政機関（国・地方公共団体等）

うつのみやし 宇都宮市                                                            行政機関（国・地方公共団体等）

うらぞえし 浦添市 行政機関（国・地方公共団体等）

うるまし うるま市 行政機関（国・地方公共団体等）

え えいあんどえぬごうどうがいしゃ A&N合同会社 その他 0人～99人
えいがろくじゅっさいのらぶれたあふぃるむぱあとなあず 映画「60歳のラブレター」フィルムパートナーズ

えいきゅうぶ A-cube株式会社 サービス業 0人～99人

えいじいえす AGS株式会社 情報通信業 300人～999人

えいちおうじい 株式会社ＨＯＧ サービス業 100人～299人

えいわかい 医療法人永和会 医療・福祉 300人～999人

えこのはきゃりあ エコノハキャリア株式会社 サービス業 0人～99人
えすああるしいそうごうろうむせんたあ ＳＲＣ・総合労務センター サービス業

えすああるらぼ 株式会社ＳＲラボ サービス業 0人～99人
えすいーおーおきなわどっとこむ SEO沖縄.com 教育、学習支援業 0人～99人
えすえいしいさてらいつ SACサテライツ 情報通信業 0人～99人

えすえむけい ＳＭＫ株式会社 製造業 300人～999人

えすていく エステイク株式会社 サービス業 0人～99人
えでゅけえしょんでざいんらぼ 株式会社エデュケーションデザインラボ 情報通信業 0人～99人
えどがわくじょせいせんたあ 江⼾川区   ⼥性センター 行政機関（国・地方公共団体等）

えなし 恵那市 行政機関（国・地方公共団体等）
えぬああるまねじめんと NRマネジメント その他 0人～99人

えぬいいしいそふと ＮＥＣソフト株式会社 情報通信業 5,000人～
えぬいいしいふぃーるでぃんぐしすてむてくのろじい ＮＥＣフィールディングシステムテクノロジー株式会社 サービス業 100人～299人
えぬえすこおぽれえしょん NSコーポレーション株式会社 サービス業 100人～299人

えぬえふえゆー 株式会社　エヌ・エフ・ユー サービス業 300人～999人
えぬてぃてぃえむいい 株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー 情報通信業 5,000人～

えばらせいさくしょ 株式会社荏原製作所 製造業 5,000人～

えびなし 海⽼名市 行政機関（国・地方公共団体等）

えびねけんせつ 海老根建設株式会社 建設業 0人～99人
えひめけんほうじんかいれんごうかい 社団法人愛媛県法人会連合会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
えふぴいおふぃすらいふあんどふぁいなんしゃるくりにっく FPオフィス　Life & Financial Clinic サービス業 0人～99人
えまえんたあぷらいず エマエンタープライズ サービス業 0人～99人

えみしあくりにっく エミシアクリニック 医療・福祉 0人～99人
えむああるえむとよはし MRM豊橋株式会社 製造業 100人～299人
えむいいこんさるてぃんぐ 株式会社ＭｘＥコンサルティング サービス業 0人～99人

えむえいりんく エムエイリンク社労士事務所 サービス業 0人～99人

えむてっく 株式会社エム・テック 建設業 100人～299人

えむぴいあんどしい 株式会社MPandC サービス業 0人～99人

えるごぶらん 株式会社エルゴプラン サービス業 0人～99人

お おおがきし 大垣市 行政機関（国・地方公共団体等）
おおさかじんじおふぃす 大阪人事オフィス サービス業 0人～99人
おおさかろうどうきょうかい 財団法人大阪労働協会
おおさかわあくらいふばらんすすいしんせんたあ 大阪ワークライフバランス推進センター サービス業 0人～99人
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おおたく 大田区 行政機関（国・地方公共団体等）

おおたこうぎょうしょ 株式会社太田工業所 製造業 0人～99人
おおつきでんきつうしん 大槻電気通信株式会社 建設業 0人～99人

おおむたし 大牟田市 行政機関（国・地方公共団体等）

おおめし 青梅市 行政機関（国・地方公共団体等）

おおるっく 株式会社オールック 製造業 0人～99人
おかむらきねんびょういん 岡村記念病院 医療・福祉 100人～299人

おかやまけん 岡山県 行政機関（国・地方公共団体等）
おかやまじょうほうしょりせんたあ 株式会社　岡山情報処理センター 情報通信業 100人～299人

おぎし 小城市 行政機関（国・地方公共団体等）

おきそふとうぇあ 沖ソフトウェア株式会社 情報通信業 1,000人～4,999人

おけがわし 桶川市 行政機関（国・地方公共団体等）

おたるし 小樽市 行政機関（国・地方公共団体等）
おっとおでざいんらぼ オットーデザインラボ株式会社 サービス業 0人～99人

おばなし 尾花沢市教育委員会 行政機関（国・地方公共団体等）

おびひろし 帯広市 行政機関（国・地方公共団体等）
おふぃすじょうじょう オフィス上々 サービス業 0人～99人

おふぃすやひろ オフィス　ヤヒロ サービス業 0人～99人

おぷとん 株式会社オプトン 製造業 100人～299人

おむろん オムロン株式会社　ＧＦＡ 製造業 5,000人～

おるつ 株式会社オルツ 情報通信業 0人～99人

おれこん 株式会社オレコン その他 0人～99人

おんりーすたいる 株式会社オンリースタイル 卸売・小売業 0人～99人

か かいぎりょくこうじょうけんきゅうかい NPO法人会議力向上研究会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

かいなんし 海南市 行政機関（国・地方公共団体等）

かえるかんぱにい カエルカンパニー サービス業 0人～99人
かえるでざいんぷろじぇくと カエル・デザイン・プロジェクト株式会社 建設業 0人～99人

かえるはかせ 株式会社カエル博⼠ 卸売・小売業

かがみはらし 各務原市 行政機関（国・地方公共団体等）

がくじゅつ 株式会社ガクジュツ 教育、学習支援業 0人～99人

かこがわし 加古川市 行政機関（国・地方公共団体等）

かしわざきし 柏崎市 行政機関（国・地方公共団体等）

かしわし 柏市　 行政機関（国・地方公共団体等）

かしわばらし 柏原市 行政機関（国・地方公共団体等）
かしわばらめでぃかる 有限会社かしわばらメディカル 医療・福祉 0人～99人

かすかべし 春日部市 行政機関（国・地方公共団体等）

がすぱる 株式会社ガスパル 卸売・小売業 300人～999人

かすみがうらし かすみがうら市 行政機関（国・地方公共団体等）

かながわけん 神奈川県 行政機関（国・地方公共団体等）
かながわけんこうぎょうとそうきょうどうくみあい 神奈川県工業塗装協同組合 郵便局・農協・事業者協同組合 300人～999人
かなざわめんたるへるすしえんせんたあ 金沢メンタルヘルス支援センター その他 0人～99人

かなめけんせつ 株式会社要建設 建設業 0人～99人

かにし 可児市  行政機関（国・地方公共団体等）
かみいちしゃかいろうむしじむしょ 鹿屋市 行政機関（国・地方公共団体等）

かめやまし 亀山市 行政機関（国・地方公共団体等）

かりやし 刈谷市 行政機関（国・地方公共団体等）

かわぐちし 川口市 行政機関（国・地方公共団体等）

かわさきし 川崎市 行政機関（国・地方公共団体等）
かわさきじゅうこうぎょう 川崎重工業株式会社 製造業 5,000人～

かわじりこうぎょう 有限会社　川尻工業 卸売・小売業 0人～99人

かわちながのし 河内長野市 行政機関（国・地方公共団体等）
かわにしししみんかつどうせんたあだんじょきょうどうさんかくせんたあ 川西市市民活動センター男女共同参画センター 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

き きしわだし 岸和田市 行政機関（国・地方公共団体等）

きたきゅうしゅうし 北九州市 行政機関（国・地方公共団体等）

きたざわでんき キタザワデンキ株式会社 建設業 0人～99人

きっずえぬぴいおお 特定非営利活動法人キッズＮＰＯ 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

ぎふおんがくくらぶ ぎふ音楽クラブ
ぎふぷらすちっくこうぎょうろうどうくみあい 岐阜プラスチック工業労働組合 製造業

ぎふろうどうきょく 岐阜労働局 行政機関（国・地方公共団体等）

きもとしょうびどう 株式会社　木元省美堂 製造業 0人～99人
きゃりあけんきゅうしょ 株式会社キャリア研究所 その他 0人～99人

きゃりあこんぽおと キャリアコンポート株式会社 サービス業 0人～99人

きゅうしゅうだぶち 株式会社 九州タブチ
きゅうしゅうひたちしすてむず 株式会社九州日立システムズ 情報通信業 300人～999人

きゅーびっく 株式会社キュービック その他 0人～99人

きょうしん 株式会社京進 教育、学習支援業 300人～999人

ぎょうせい 株式会社ぎょうせい 情報通信業 1,000人～4,999人
ぎょうせいしょしほうじんりんくす 行政書士法人ＬＩＮＸ その他 0人～99人

きょうたなべし 京田辺市 行政機関（国・地方公共団体等）

きょうどうびょうり 株式会社協同病理 サービス業 0人～99人
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きょうときょういくだいがくだんじょきょうどうさんかくすいしんいいんかい 国立大学法人京都教育大学男女共同参画推進委員会
きょうときんろうしゃがくえん 社団法人京都勤労者学園（愛称：ラボール学園） 教育、学習支援業 0人～99人

きょうとし 京都市 行政機関（国・地方公共団体等）
きょうとしじょせいきょうかい 財団法人京都市女性協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

きょうとふ 京都府 行政機関（国・地方公共団体等）
きょうとろうむさぽおとおふぃす 京都労務サポートオフィス その他 0人～99人
きらりこおぽれいしょん 株式会社きらり．コーポレーション 教育、学習支援業 0人～99人
きんてつろじすてぃくすしすてむず 株式会社近鉄ロジスティクス･システムズ 運輸業 300人～999人

く くいっくこみゅにけーと 株式会社クイックコミュニケート サービス業 0人～99人
くうかんけんちくこうぼう 株式会社空間建築工房 建設業 0人～99人

くおりあ 株式会社クオリア 教育、学習支援業 0人～99人
くぼけいえいろうむかんりじむしょ 久保経営労務管理事務所 その他 0人～99人
くぼしゃかいほけんろうむほうじん 久保社会保険労務士法人 サービス業 0人～99人
くまがやまちのあかりじっこういいんかい くまがやまちの灯り実行委員会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
くまもとけんつばさのかい 熊本県つばさの会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

くまもとし 熊本市 行政機関（国・地方公共団体等）

くまもとろうどうきょく 熊本労働局 行政機関（国・地方公共団体等）
ぐらあすしゃろうしじむしょ グラース社労士事務所 サービス業 0人～99人

くらえいこうぎょう 株式会社倉衛工業 サービス業 0人～99人

ぐらふぃっくめいと 有限会社グラフィックメイト サービス業 0人～99人
ぐらんでこんさるてぃんぐ 株式会社グランデコンサルティング サービス業 0人～99人
くりえいていぶまむずりんく クリエイティブマムズリンク 情報通信業 0人～99人

くりたえいむでりか 株式会社クリタエイムデリカ 製造業 100人～299人

ぐろうかるりんくす 株式会社GLOCAL LINKS 情報通信業 0人～99人

くろすおぶじゃぱん 株式会社クロス・オブ・ジャパン 0人～99人

ぐんまけん 群馬県 行政機関（国・地方公共団体等）
ぐんまろうどうきじゅんきょうかいれんごうかい 社団法⼈群⾺労働基準協会連合会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

け けあすぽっと 株式会社　ケア・スポット 医療・福祉 0人～99人
けあでざいんじゃぱん 株式会社ケアデザイン・ジャパン 医療・福祉 0人～99人

けあふる ケアフル株式会社 サービス業 0人～99人
けいじんかいところざわろいやるびょういん 医療法人啓仁会　所沢ロイヤル病院 医療・福祉 300人～999人
けいせいかいおおにしびょういん 医療法人社団恵誠会大西病院 医療・福祉 0人～99人
けいでぃでぃあい KDDI株式会社 情報通信業 5,000人～
けいわいびい KYB株式会社 製造業 1,000人～4,999人
けいわかいこんどうびょういん 医療法人敬和会近藤病院 医療・福祉 100人～299人

けえてっく 株式会社ケーテック 製造業 0人～99人

けろった けろった 飲食店、宿泊業 0人～99人
けんこうかんれんとりひきてきせいじぎょうだん 健康関連取引適正事業団 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

こ こうがこうぶんし 甲賀高分子株式会社 製造業 0人～99人

こうがし 甲賀市 行政機関（国・地方公共団体等）

こうけん 株式会社光建 建設業 0人～99人

こうさかこうぎょう 株式会社高坂工業 建設業 0人～99人

こうさくしゃ 耕作舎 サービス業 0人～99人
こうじょうでんきさぽおと 工場電気サポート株式会社 その他 0人～99人

こうせいけんせつ 広成建設株式会社 建設業 0人～99人
こうせいろうどうしょうこうちろうどうきょく 厚生労働省高知労働局 行政機関（国・地方公共団体等）
こうせいろうどうしょうやまぐちろうどうきょく 厚生労働省山口労働局 行政機関（国・地方公共団体等）

こうべし 神戸市 行政機関（国・地方公共団体等）

こうべせいこうしょ 株式会社神戸製鋼所 製造業 5,000人～

こがし 古河市 行政機関（国・地方公共団体等）
こくさいじんざいかいはつきょうかいあいえいちでぃえい 特定非営利活動法人国際人材開発協会ＩＨＤＡ 教育、学習支援業 0人～99人
こぐにざんとじゃぱん コグニザントジャパン株式会社 その他 300人～999人
こくぶんもくざいこうぎょう 国分木材工業株式会社 建設業 0人～99人

ここと 株式会社ココト 情報通信業 100人～299人

こころ 有限会社COCO-LO 医療・福祉 0人～99人
こすてむしゃかいほけんろうむしじむしょ コステム社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人
こすもそにっくつうわん 株式会社コスモソニックツーワン 情報通信業 0人～99人
こせろうむかんりじむしょ 小瀬労務管理事務所 その他 0人～99人
ことりしゃかいほけんろうむしじむしょ ことり社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

こばやし 株式会社小林 卸売・小売業 0人～99人

こばやし 株式会社コバヤシ 卸売・小売業 0人～99人

こまあむ 株式会社コマーム サービス業 0人～99人

こまつし 小松市 行政機関（国・地方公共団体等）
こまつしだんじょきょうどうさんかくふぇすたじっこういいんかい 小松市男女共同参画フェスタ実行委員会  非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

こもんですてぃにい 一般社団法人CommonDestiny 医療・福祉 0人～99人
こらぼかふぇぷろじぇくと 《コラボ・カフェ》プロジェクト

これあらた 株式会社これあらた サービス業 0人～99人

こんだくと コンダクト株式会社 不動産業 0人～99人

こんどういんさつ 近藤印刷有限会社 製造業 0人～99人

こんどうてっきん 近藤鉄筋株式会社 建設業 0人～99人
こんふぉたぶるらいふこんさるてぃんぐ 株式会社コンフォタブル・ライフ・コンサルティング その他 0人～99人
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さ さあくるねっとかんさい 株式会社サークルネット関西 サービス業 0人～99人

さあどびしょん 一般社団法人サードビジョン 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

さあらぐるうぷ サーラグループ 電気・ガス・熱供給・水道業 1,000人～4,999人
さいたまこうとうがっこうきょうしょくいんくみあい 埼玉高等学校教職員組合 労働団体 300人～999人
さいたまし さいたま市 行政機関（国・地方公共団体等）
さいとうぐみ 株式会社齊藤組 建設業 0人～99人

さいぶがす 西部ガス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 1,000人～4,999人

さかいし 堺市 行政機関（国・地方公共団体等）

さかいし 坂井市 行政機関（国・地方公共団体等）

さかいのうけん さかい農研 その他 0人～99人
さかがみしゃかいほけんろうむしじむしょ 坂上社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人

さかとしやくしょ 坂戸市役所 行政機関（国・地方公共団体等）

さがみはらし 相模原市 行政機関（国・地方公共団体等）
さがみほうるでぃんぐす 株式会社サガミホールディングス 飲食店、宿泊業 5,000人～

さく ＳＡＫＵ株式会社 その他 0人～99人

さくせるあかでみい 株式会社サクセスアカデミー 医療・福祉 1,000人～4,999人
さくらかていきょうしせんたあ さくら家庭教師センター 教育、学習支援業 0人～99人

さくらし 佐倉市 行政機関（国・地方公共団体等）

ささきけんせつ 佐々木建設株式会社 建設業 0人～99人

さしい サシー有限会社 情報通信業 0人～99人

さたけ 株式会社サタケ 製造業

さっぽろし 札幌市 行政機関（国・地方公共団体等）
さとうしゃかいほけんろうむしじむしょ 佐藤社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

さぷりぽおと 株式会社サプリポート

さやまし 狭山市 行政機関（国・地方公共団体等）

さんこうかせい 三光化成株式会社多治見工場 製造業 0人～99人

さんこお サンコー株式会社 卸売・小売業 0人～99人

さんせいかい 医療法人社団三成会 医療・福祉 100人～299人

さんたし 三田市 行政機関（国・地方公共団体等）
さんたしきぎょうどうわきょういくすいしんきょうぎかい 三田市企業同和教育推進協議会 行政機関（国・地方公共団体等）
さんわこんぽううんゆ 三和梱包運輸株式会社 運輸業 0人～99人

し じあす 株式会社ジアス サービス業 0人～99人

しいくす シークス株式会社 建設業 0人～99人

しいてぃわい 株式会社シーティーワイ 情報通信業 100人～299人
しいどしゃかいほけんろうむしじむしょ シード社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人

しーらっくす シーラックス株式会社 卸売・小売業 0人～99人
じぇいえいえむきゅうしゅうやまぐち ＪＡＭ九州・山口           労働団体
じぇいえいえるえんじにありんぐ 株式会社JALエンジニアリング 運輸業 1,000人～4,999人

じぇいびいゆう 株式会社JBU サービス業 0人～99人

じぇっとまん 株式会社JETMAN その他 0人～99人

しがけん 滋賀県 行政機関（国・地方公共団体等）
しがらきだらけどっとこむ しがらきだらけどっとこむ その他 0人～99人
しこくでんしけいさんせんたあ 株式会社四国電子計算センター
しずおかけんけいえいしゃきょうかい 一般社団法人静岡県経営者協会 経済団体 0人～99人
しずおかけんだんじょきょうどうさんかくせんたあこうりゅうかいぎ 特定非営利活動法人静岡県男女共同参画センター交流会議 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
しずおかけんろうどうしゃふくしききんきょうかい 財団法人静岡県労働者福祉基金協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
しずおかちほうけんさつちょう 静岡地方検察庁 行政機関（国・地方公共団体等）

しずがわけんせつ 志津川建設株式会社 建設業 0人～99人

しすてむぎけん システム技研株式会社 情報通信業 100人～299人

しすてむくりえいと 株式会社システムクリエイト 金融・保険業 0人～99人

しすてむりさあち 株式会社システムリサーチ 情報通信業 300人～999人

しすめっくゆにおん シスメックスユニオン 労働団体 1,000人～4,999人
じせだいけんせんいくせいさぽおとあひるっこ NPO法人次世代健全育成サポートあひるっこ 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
じどうしゃさいしげんかきょうりょくきこう 一般社団法人自動車再資源化協力機構 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
しのざきしゃかいほけんろうむしじむしょ しのざき社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

しばたし 新発田市 行政機関（国・地方公共団体等）

しまだし 島⽥市  行政機関（国・地方公共団体等）
しまづろうどうくみあい 島津労働組合   製造業 5,000人～

しまのほけんしつ 合同会社　島の保健室 その他 0人～99人

しまもとちょう 島本町 行政機関（国・地方公共団体等）

しみい シミー合同会社 教育、学習支援業 0人～99人

しもつまし 下妻市 行政機関（国・地方公共団体等）
しゃかいほけんろうむしいけだじむしょ 社会保険労務士 池田事務所 その他 0人～99人
しゃかいほけんろうむしねだけんいちじむしょ 社会保険労務士　根田健一事務所 その他 0人～99人
しゃかいほけんろうむしほうじんとうかい 社会保険労務士法人とうかい サービス業 0人～99人
しゃかいほけんろうむしほうじんはあねす 社会保険労務士法人ハーネス その他 0人～99人
しゃかいほけんろうむしほうじんわかば 社会保険労務士法人わかば その他 0人～99人

じゃぱあど 株式会社ジャパード 卸売・小売業 0人～99人
しゃろうしおふぃすなでしこ 社労士オフィスなでしこ その他 0人～99人

じゃろっく 株式会社ジャロック 製造業 0人～99人
しゅとけんけーぶるめでぃあ 一般財団法人首都圏ケーブルメディア
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じょうししゃかいほけんろうむしじいむしょ 上市社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人

じょうしょうがくえん 学校法人常翔学園 教育、学習支援業 1,000人～4,999人
じょうそうひかりのうぎょうくみあい 常総ひかり農業協同組合 郵便局・農協・事業者協同組合 300人～999人

しょうだけんせつ 正田建設株式会社 建設業 0人～99人
しょうないちいきだんじょきょうどうさんかくこうざじっこういいんかい 庄内地域男女共同参画講座実行委員会      非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）
しょうなんだいじんひにょうきかんぽうくりにっく 湘南台　腎泌尿器・漢方クリニック 医療・福祉 0人～99人
じょうようしだんじょきょうどうさんかくしえんせんたあ 城陽市男女共同参画支援センター 行政機関（国・地方公共団体等）
しょうわでんこうえれくとろにくす 昭和電工エレクトロニクス株式会社 製造業 100人～299人
しょくひんぶんせきかいはつせんたあすなてっく 一般財団法人食品分析開発センターＳＵＮＡＴＥＣ その他 100人～299人
じょさんいんまたにてぃあい 助産院マタニティアイ 医療・福祉 0人～99人
じょせいねっとわあくなか 女性ネットワークなか その他 0人～99人

しんくとらすと 株式会社シンクトラスト サービス業 0人～99人
しんこうえんじにありんぐあんどめんてなんす 株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 建設業 1,000人～4,999人

しんこうかい 社会福祉法人伸康会 医療・福祉 100人～299人
じんじじょうほうしすてむ 株式会社人事情報システム サービス業 0人～99人

しんとしらいふ 株式会社新都市ライフ 不動産業 100人～299人
しんにってつえんじにありんぐ 新日鉄エンジニアリング株式会社 建設業 1,000人～4,999人
しんにほんせいてつほんしゃろうどうくみあい 新日本製鉄本社労働組合 労働団体 300人～999人

す すいんぐああと 株式会社スイングアート サービス業 0人～99人

すがしゃたい 須河車体株式会社 製造業 100人～299人

すぎでん 株式会社ＳＵＧＩＤＥＮ
すぎなみくすぎなみだいろくしょうがっこう 杉並区立杉並第六小学校 行政機関（国・地方公共団体等）
すきるいんふぉめえしょんず スキルインフォメーションズ株式会社 情報通信業 0人～99人

すきるしすてむす スキルシステムズ株式会社 情報通信業 0人～99人
すこやかしゃかいほけんろうむしじむしょ すこやか社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人

すずきけんせつ 有限会社鈴木建設 建設業 0人～99人

すたあとらいん 株式会社スタートライン サービス業 0人～99人

すたじおああく 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＡＲＣ サービス業 300人～999人

すたるじい 株式会社スタルジー 情報通信業 0人～99人

すてっぷ 特定非営利活動法人S-tep 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

すぱいらる 株式会社スパイラル 情報通信業 

すぴのふでざいん Spinof Design サービス業 0人～99人

すみともしょうじ 住友商事株式会社 その他 5,000人～

すみともりんぎょう 住友林業株式会社 建設業 5,000人～

せ せいかつそうごうさあびすきぎょうくみあい 生活総合サービス企業組合 建設業 0人～99人

せいき 株式会社セイキ 製造業 0人～99人

せいき 株式会社成基 教育、学習支援業 1,000人～4,999人

せいこうえん 社会福祉法人清光園 サービス業 100人～299人
せいこうさあびすせんたあろうどうくみあい セイコーサービスセンター労働組合 サービス業 100人～299人
せざきしゃかいほけんろうむしじむしょ 瀬崎社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人
せぶんふぉれすとぷろじぇくと SEVEN FOREST PROJECT 農業・林業・漁業・鉱業 0人～99人

せりっく 株式会社セリック 製造業 0人～99人

ぜろべえす 株式会社ZEROBASE その他 0人～99人
せんだいしこどもみらいきょく 仙台市   子供未来局        行政機関（国・地方公共団体等）
せんだいしすいどうさあびすこうしゃ 財団法人仙台市水道サービス公社 サービス業 0人～99人
せんとらるたんしえふえっくす セントラル短資FX株式会社  金融・保険業 0人～99人
ぜんぷりまはむろうどうくみあい 全プリマハム労働組合 労働団体 1,000人～4,999人

そ そうかし 草加市 行政機関（国・地方公共団体等）

そうごうめでぃかる 総合メディカル株式会社 サービス業 1,000人～4,999人

そしあるぷらん ソシアルプラン サービス業 0人～99人
そにいちゅうおうろうどうくみあい ソニー中央労働組合 労働団体 1,000人～4,999人

そるぴあ 株式会社ＳＯＬＰＩＲ 0人～99人
そんがいほけんじゃぱん 株式会社損害保険ジャパン 金融・保険業 5,000人～

た だいいいちこうぎょう 有限会社大一工業 製造業 0人～99人
だいいいちせいめいほけん 第一生命保険株式会社 金融・保険業 5,000人～

だいけんこうぎょう 大建工業株式会社 製造業 1,000人～4,999人

だいこうでんき 大興電機株式会社 建設業 0人～99人

たいせいけんせつ 大成建設株式会社 建設業 5,000人～

だいち 株式会社大地 建設業 0人～99人
だいとうたてものかんり 大東建物管理株式会社 不動産業 1,000人～4,999人
だいにほんすみともせいやくろうどうくみあい 大日本住友製薬労働組合 労働団体 1,000人～4,999人
だいばあしてぃこみゅにけえしょんず ダイバーシティ　コミュニケーションズ 医療・福祉 0人～99人

だいやあくせす 株式会社ダイヤアクセス 卸売・小売業 100人～299人

たいようこうじ 株式会社 大洋工事 建設業 0人～99人

だいわ 株式会社タイワ その他 0人～99人
だいわおだきゅうけんせつろうどうくみあい 大和小田急建設労働組合 建設業 300人～999人
だいわやくひんさんぎょう 大和薬品産業株式会社 卸売・小売業 0人～99人

だいわりいす 大和リース株式会社 サービス業 1,000人～4,999人
だいわりいすさいたましてん 大和リース株式会社さいたま支店 建設業 0人～99人
だいわりいすまつやましてん 大和リース株式会社松山支店 建設業 0人～99人
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たかおかしだんじょびょうどうすいしんせんたあ ⾼岡市   男⼥平等推進センター 行政機関（国・地方公共団体等）

たかぎ 高木株式会社 卸売・小売業 0人～99人

たかやまこんぽう 株式会社高山梱包 運輸業 0人～99人

たかやまし 高山市 行政機関（国・地方公共団体等）

たからいんさつ 宝印刷株式会社 製造業 300人～999人

たきがわし 滝川市 行政機関（国・地方公共団体等）

たけだいんさつ 竹田印刷 製造業 300人～999人

たけはらでんし  株式会社タケハラ電子 製造業 0人～99人

たじみし 多治見市 行政機関（国・地方公共団体等）

たすくふぉおす 株式会社タスクフォース 情報通信業 0人～99人

たちかわしやくしょ 立川市役所 行政機関（国・地方公共団体等）
たっくしすてむずとうきょうしてん 株式会社TAKシステムズ 東京支店 サービス業 100人～299人

たるいちょう 垂井町 行政機関（国・地方公共団体等）
だんじょきょうどうさんかくふぉおらむしずおか NPO法人男女共同参画フォーラムしずおか 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

ち ちがさきし 茅ヶ崎市 行政機関（国・地方公共団体等）

ちくすい 株式会社　竹酔 飲食店、宿泊業 100人～299人

ちとせし 千歳市 行政機関（国・地方公共団体等）

ちばけん 千葉県 行政機関（国・地方公共団体等）
ちばちほうけんさつちょう 千葉地方検察庁 行政機関（国・地方公共団体等）
ちゅうおうだいがくしょくいんくみあい 中央大学職員組合 教育、学習支援業 5,000人～
ちゅうおうびじねすぐるうぷ 中央ビジネスグループ その他 0人～99人

ちゅうぶがす 中部ガス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 300人～999人

ちゅうぶだいがく 中部大学 教育、学習支援業 300人～999人

ちゅうぶでんりょく 中部電⼒株式会社   電気・ガス・熱供給・水道業 5,000人～

ちゅうぶれきせい 株式会社中部レキセイ 建設業 0人～99人

ちゅきょうじゅうき 中京重機株式会社 卸売・小売業 0人～99人
ぢょうせいかいだるまさん 社会福祉法人　長生会　だるまさん 医療・福祉 0人～99人
ちょうなんちょうやくば 長南町役場 行政機関（国・地方公共団体等）

ちょうふし 調布市 行政機関（国・地方公共団体等）

つ ついんこうぽれえしょん 有限会社ツインコーポレーション サービス業 0人～99人

つくばし つくば市 行政機関（国・地方公共団体等）

つちうらし 土浦市 行政機関（国・地方公共団体等）

つやまし 津山市 行政機関（国・地方公共団体等）

て でぃあらいふ ディアライフ 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

てぃいけいはうす TKハウス株式会社 建設業 0人～99人

てぃいわいけい 株式会社ＴＹＫ 製造業 300人～999人

てくのすじゃぱん 株式会社テクノスジャパン 情報通信業 100人～299人

でざいああすいっち DESIRE SWITCH（デザイアースイッチ） サービス業 0人～99人

てっくよびこう 株式会社テック予備校 （ＴＥＣ予備校） 教育、学習支援業 0人～99人
てつどうじょうほうしすてむろうどうくみあい 鉄道情報システム労働組合 労働団体 300人～999人
てつもとしゃかいほけんろうむしじむしょ てつもと社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人

でるたすたじお 株式会社デルタスタジオ その他 0人～99人

でんげんかいはつ 電源開発株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 1,000人～4,999人

でんたるたいあっぷ 株式会社デンタルタイアップ 医療・福祉 0人～99人

でんつううてっく 株式会社電通テック サービス業 1,000人～4,999人

てんませいざいしょ 株式会社天満製材所 卸売・小売業

てんまふどうさん 株式会社天満不動産 不動産業 0人～99人

てんりし 天理市 行政機関（国・地方公共団体等）

と とういんちょう 東員町 行政機関（国・地方公共団体等）
とうかいこうぎょう 東海興業株式会社 製造業 300人～999人
とうきょうがす 東京ガス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 5,000人～
とうきょうじんじおふぃす 東京人事オフィス その他 0人～99人
とうきょうせいねんかいぎしょ 社団法人 東京青年会議所 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 300人～999人

とうきょうでんりょく 東京電力株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 5,000人～
とうきょうとしだいがくだんじょきょうどうさんかくしつ 東京都市大学　男女共同参画室 教育、学習支援業 0人～99人
とうきょうとらべるいんさつきょうどうくみあい 東京都ラベル印刷協同組合 郵便局・農協・事業者協同組合 0人～99人
とうきょうのきんぎょなど 東京の金魚等【榊】 その他 0人～99人

とうこう 株式会社　東　晃 製造業 100人～299人
とうでんどうそうでんき 東電同窓電気株式会社 建設業 300人～999人
とうでんろうそおぎくぼしぶ 東電労組荻窪支部 労働団体 300人～999人
とうとうしこくししゃえいぎょうせんたあ TOTO株式会社四国支社営業センター 製造業 0人～99人
とうぶうつのみやひゃっかてんろうどうくみあい 東武宇都宮百貨店労働組合 卸売・小売業 300人～999人

とうほうかせい 東邦化成株式会社 製造業 100人～299人
とうほくでんろうあきたけんほんぶ 東北電労秋田県本部 労働団体 1,000人～4,999人
とうようけんせつしょくいんろうどうくみあい 東洋建設職員労働組合 労働団体 300人～999人

とうりつ 株式会社トーリツ 医療・福祉 100人～299人

としまく 豊島区 行政機関（国・地方公共団体等）

とちぎし 栃木市 行政機関（国・地方公共団体等）
とちぎだんじょきょうどうさんかくざいだん （財）とちぎ男⼥共同参画財団   非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

とっとりけん 鳥取県 行政機関（国・地方公共団体等）

とねまち 利根町 行政機関（国・地方公共団体等）
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とのさま 株式会社TONOSAMA 情報通信業 0人～99人

とめし 登米市 行政機関（国・地方公共団体等）
とやまけんしゃかいほけんろうむしかい 富⼭県社会保険労務⼠会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）
とやまけんだんじょきょうどうさんかくすいしんいんたかおかれんらくかい 富山県男女共同参画推進員高岡連絡会 その他
とやまちほうけんさつちょう 富山地方検察庁 行政機関（国・地方公共団体等）

とよおかふくしかい 社会福祉法人豊岡福祉会 医療・福祉 0人～99人

とよたし 豊田市 行政機関（国・地方公共団体等）

とよたしすてむず 株式会社トヨタシステムズ 情報通信業 1,000人～4,999人
とよただんじょきょうどうさんかくせんたあ とよた男女共同参画センター 行政機関（国・地方公共団体等）

とよたつうしょう 豊田通商株式会社 卸売・小売業 1,000人～4,999人

とよたてっこう 豊田鉄工株式会社 製造業 1,000人～4,999人
とよたふぁいなんすそうむじんじぶ トヨタファイナンス 総務人事部 金融・保険業 1,000人～4,999人
とよたぶひんかながわきょうはん トヨタ部品神奈川共販株式会社 卸売・小売業 300人～999人

とよなかし 豊中市 行政機関（国・地方公共団体等）
とよなかだんじょきょうどうさんかくすいしんざいだん 財団法人とよなか男女共同参画推進財団 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
とよはしし 豊橋市 行政機関（国・地方公共団体等）
とらいぷらんにんぐ 株式会社トライプランニング サービス業 0人～99人

とらすとこーぷ 株式会社TRUST・CORP サービス業 0人～99人

とりでし 取手市 行政機関（国・地方公共団体等）

とわだしやくしょ 十和田市 行政機関（国・地方公共団体等）

な ないとう 株式会社ＮａＩＴＯ 卸売・小売業 300人～999人

ながおかきょうし 長岡京市 行政機関（国・地方公共団体等）

ながおかし 長岡市 行政機関（国・地方公共団体等）

ながくてし 長久手市 行政機関（国・地方公共団体等）
ながさきけんだんじょきょうどうさんかくけんなんちいきかつどうそくしんかいぎ 長崎県男女共同参画県南地域活動促進会議 行政機関（国・地方公共団体等）

ながさきけんちくしゃ 有限会社長崎建築社 建設業 0人～99人
ながさきしんぶんしゃ 株式会社長崎新聞社 その他 100人～299人

ながさきだいがくうびょういんめでぃかるわあくらいふばらんすせんたあ 長崎大学病院メディカル・ワークライフバランスセンター 医療・福祉 0人～99人

ながしまいかきかい 永島医科器械株式会社 製造業 100人～299人
なかじましゃろうしじむしょ 中島社労士事務所 その他 0人～99人

ながとし 長門市 行政機関（国・地方公共団体等）

なかのく 中野区 行政機関（国・地方公共団体等）

ながのけん 長野県 行政機関（国・地方公共団体等）

ながのし 長野市 行政機関（国・地方公共団体等）

ながれやまし 流山市 行政機関（国・地方公共団体等）
なごみけいえいこんさるてぃんぐじむしょ 和み経営コンサルティング事務所 サービス業 0人～99人

なごやし 名古屋市 行政機関（国・地方公共団体等）
なごやししゃかいふくしきょうぎかい 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 医療・福祉 0人～99人

なごやしんどう 名古屋伸銅　株式会社 製造業

なすからすやまし 那須烏山市 行政機関（国・地方公共団体等）

ならし 奈良市 行政機関（国・地方公共団体等）

なれっじりんくす ナレッジ・リンクス サービス業 0人～99人

に にいがたけんとしりょくかせんたあ 公益財団法人新潟県都市緑花センター 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

にいがたし 新潟市 行政機関（国・地方公共団体等）
にいがたしみんびょういん 新潟市民病院 医療・福祉 1,000人～4,999人
にいざこそだてねっとわあく NPO法人新座子育てネットワーク 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

にいざし 新座市 行政機関（国・地方公共団体等）
にいはまし 新居浜市 行政機関（国・地方公共団体等）
にしおけいえいかんりじむしょ 合同会社西尾経営管理事務所 サービス業 0人～99人
にしじましゃかいほけんろうむしじむしょ 西嶋社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人
にしだえふぴいじむしょ 西田FP事務所 その他 0人～99人

にしとうきょうし 西東京市 行政機関（国・地方公共団体等）

にしねこうぎょう 西根工業株式会社 製造業 0人～99人
にしまつけんせつしょくいんくみあい 西松建設職員組合 建設業 1,000人～4,999人

にっこうし 日光市 行政機関（国・地方公共団体等）
にっせいじょうほうてくのろじい ニッセイ情報テクノロジー株式会社 情報通信業 1,000人～4,999人

にっせつ ニッセツ株式会社 建設業 0人～99人
にっとうけあさあびす 株式会社日豊ケアサービス 医療・福祉 100人～299人
にほんうぇぶさあびす 日本ウェブサービス株式会社 情報通信業 100人～299人
にほんかんこうしんこうきょうかい 社団法人日本観光振興協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
にほんかんじゃがっかいぶるうばあど 日本患者学会（ブルーバード） 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
にほんけんせつさんぎょうしょくいんろうどうくみあいきょうぎかい 日本建設産業職員労働組合協議会 労働団体 5,000人～
にほんしすてむぎじゅつ 日本システム技術株式会社 情報通信業 300人～999人
にほんせいさくきんゆうこうこかごしましてんちゅうしょうきぎょうじぎょう 日本政策金融公庫鹿児島支店中小企業事業 金融・保険業 0人～99人
にほんせいさくきんゆうこうこくまもとしてんのうりんすいさんじぎょう 日本政策金融公庫熊本支店農林水産事業 金融・保険業 0人～99人
にほんせらびゅうてぃっくけあきょうかい 認定NPO法人 日本セラピューティック・ケア協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
にほんだいがくびょういん 日本大学病院 医療・福祉 300人～999人
にほんてれあぽせんたー 株式会社日本テレアポセンター その他 100人～299人
にほんでんわしせつはままつしてんろうそはままつしぶ 日本電話施設株式会社浜松支店・労組浜松支部 建設業 1,000人～4,999人

にほんとうさい 日本陶彩株式会社 卸売・小売業 0人～99人
にほんめんたるへるすけいえいすいしんしつ 日本メンタルヘルス経営推進室 その他 0人～99人
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にほんゆにしす 日本ユニシス株式会社 情報通信業 5,000人～
にほんよぼういがくやくざいしきょうかい 一般社団法人日本予防医学薬剤師協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
にほんれりりえんすかうんせりんぐきょうかい 日本レジリエンスカウンセリング協会 サービス業 0人～99人
にほんろうどうくみあいそうれんごうかい 日本労働組合総連合会（連合） 労働団体
にゅうぼおんふぉときょうかい 一般社団法人ニューボーンフォト協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

ね ねくすとほっぷ 株式会社ネクストホップ 情報通信業 0人～99人

ねっとかあど ネットカード株式会社 金融・保険業 100人～299人
ねっとりそおすまねじめんと 株式会社ネットリソースマネジメント 情報通信業 0人～99人

の のうがただんじょきょうどうさんかくゆめねっと 直方男女共同参画「夢ネット」 その他 0人～99人

のおりつ 株式会社ノーリツ 製造業 1,000人～4,999人

のぎちょう 野木町 行政機関（国・地方公共団体等）

は ぱあとなあずとくていしゃろうしじむしょ パートナーズ特定社労士事務所 その他 0人～99人
ばあにんふすぴりっつ 株式会社バーニングスピリッツ サービス業 0人～99人

ぱいおにあ パイオニア株式会社 製造業 5,000人～

はうすきいぱあひな ハウスキーパーひな サービス業 100人～299人

はこだてし 函館市 行政機関（国・地方公共団体等）
はこだてしじょせいせんたあ 函館市女性センター 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

ぱすてる 株式会社パステル サービス業 0人～99人

はだこうぎょう 株式会社羽田工業 建設業 0人～99人

はだのし 秦野市 行政機関（国・地方公共団体等）
はたままけんきゅうしょ はたママ研究所 その他
はちのへうぃめんずあくしょん はちのへウィメンズアクション  非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

はちのへし 八戸市 行政機関（国・地方公共団体等）

はつかいちし 廿日市市 行政機関（国・地方公共団体等）
ぱなそにっくてくにかるさあびすろうどうくみあい パナソニックテクニカルサービス労働組合 サービス業 1,000人～4,999人

ぱなほおむ パナホーム株式会社 建設業 5,000人～
ぱぱのいくじきゅうぎょうしえんせんたあ パパの育児休業支援センター 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
はままつえぬでぃえすこうじ 浜松ＮＤＳ工事株式会社 建設業 100人～299人
はままつかいごさぽうとりらねっと 特定非営利活動法人浜松介護サポートりらねっと 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
はままつだんじょきょうどうさんかくすいしんきょうかい NPO法⼈浜松男⼥共同参画推進協会  非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）

ぱまりぃ Pamarry 情報通信業 0人～99人

はむらし 羽村市 行政機関（国・地方公共団体等）

はやかわけんせつ 早川建設 株式会社 建設業 0人～99人
はらだでざいんじむしょ 原田デザイン事務所 サービス業 0人～99人
はろうこどもふぁみりいしか ハローこどもファミリー歯科

はろうらいふ 株式会社ハローライフ サービス業 100人～299人

はんず 有限会社ハンズ サービス業 0人～99人

ぱんちこうぎょう パンチ工業株式会社 製造業 1,000人～4,999人

はんのうし 飯能市 行政機関（国・地方公共団体等）

ひ びいえすぴいしゃかいほけんろうむしほうじん BSP社会保険労務士法人 その他 0人～99人

びいず ビーズ株式会社 その他 0人～99人
びいぱあとなあずぷらんにんぐ Ｂｅｅパートナーズプランニング サービス業 0人～99人

ひがしおうみし 東近江市 行政機関（国・地方公共団体等）
ひがしにほうりょかくてつどう 東日本旅客鉄道株式会社 運輸業 5,000人～

ひがしひろしまし 東広島市 行政機関（国・地方公共団体等）

ひがしむらやまし 東村山市 行政機関（国・地方公共団体等）

ひがしやまとし 東大和市 行政機関（国・地方公共団体等）

ひかりせいこう 有限会社ヒカリセイコー 製造業 0人～99人
ひたちあどばんすとしすてむず 株式会社 日立アドバンストシステムズ 情報通信業 300人～999人
ひたちこんしゅうままあけてぃんぐ 日立コンシューマ・マーケティング株式会社 卸売・小売業 1,000人～4,999人

ひたちし 日立市 行政機関（国・地方公共団体等）

ひたちしすてむず 株式会社日立システムズ 情報通信業 5,000人～
ひたちじょうほうつうしんえんじにありんぐ 株式会社日立情報通信エンジニアリング 情報通信業 1,000人～4,999人

ひたちせいさくしょ 株式会社日立製作所 製造業 5,000人～
ひたちそりゅうしょんずくりえいと 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 情報通信業 1,000人～4,999人

ひたちのうえん 株式会社ひたち農園 農業・林業・漁業・鉱業 0人～99人
ひたちぷらんとさあびす 株式会社　日立プラントサービス 建設業 300人～999人
びっぐだでぃいくらぶ Big Daddy Club その他 100人～299人

びっとえる 特定非営利活動法人BitL 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

びばいし 美唄市 行政機関（国・地方公共団体等）
びほうこんさるてぃんぐ 株式会社美豊コンサルティング 建設業 0人～99人
ひゅうまんけあこみゅにけえしょんず ヒューマンケア コミュニケーションズ株式会社 サービス業 0人～99人
ひょうごけんだんじょきょうどうさんかくせんたあ 兵庫県　男女共同参画センター 行政機関（国・地方公共団体等）

ひらかわし 平川市 行政機関（国・地方公共団体等）

ひらつかし 平塚市  行政機関（国・地方公共団体等）
ひろしまけんろうどうきじゅんきょうかい 公益社団法人広島県労働基準協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

ひろしまし 広島市 行政機関（国・地方公共団体等）

ふ ふぁあすとびじょん 株式会社ファーストビジョン 卸売・小売業 0人～99人
ふぁいんちょうざいやっきょく ファイン調剤薬局 医療・福祉 0人～99人

ふぁざあずこうち ファザーズ・コウチ 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
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ふぁるてっく 株式会社ファルテック 製造業 300人～999人
ふぃいるでぃんぐしすてむてくのろじい フィールディングシステムテクノロジー株式会社 サービス業 100人～299人
ふぇりっくすじゃぱん フェリックスジャパン株式会社 サービス業 0人～99人
ふかださるべいじけんせつ 深田サルベージ建設株式会社 建設業 300人～999人

ふくいし 福井市 行政機関（国・地方公共団体等）
ふくおかけんりつがっこうじむしょくいんきょうかいちくほうちくじむけんきゅういいんかい 福岡県立学校事務職員協会筑豊地区事務研究委員会 教育、学習支援業 0人～99人

ふくおかし 福岡市 行政機関（国・地方公共団体等）
ふくおかじぇんだあけんきゅうしょ NPO法人福岡ジェンダー研究所 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
ふくおかしだんじょきょうどうさんかくすいしんせんたああみかす 福岡市男女共同参画推進センター・アミカス 行政機関（国・地方公共団体等）
ふくおかろうどうきょく 福岡労働局 行政機関（国・地方公共団体等）

ふくしがくだん 社会福祉法人福祉楽団 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 100人～299人

ふくろうかいご フクロウ介護

ふじこうぎょうしょ 株式会社藤工業所 製造業 0人～99人

ふじさわし 藤沢市 行政機関（国・地方公共団体等）
ふじせいはんいんさつ 富士精版印刷株式会社 製造業 100人～299人
ふじつうそおしあるさいえんすらぼらとり 株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 情報通信業 1,000人～4,999人
ふじつうわいえふしい 株式会社富⼠通ワイエフシー   情報通信業 100人～299人

ふじつくばふうず 不二つくばフーズ株式会社 製造業 0人～99人
ふたばでんたるくりにっく 雙葉デンタルクリニック 医療・福祉 0人～99人

ふっさし 福⽣市  行政機関（国・地方公共団体等）
ふとけあせんたあやまがた フットケアセンター山形 サービス業 0人～99人

ふなばしし 船橋市 行政機関（国・地方公共団体等）

ふらうねっつ 特定非営利活動法人フラウネッツ 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 5,000人～
ぶらざあこうぎょうえむあんどえすかんぱにい ブラザー工業株式会社　Ｍ＆Ｓカンパニー 製造業 300人～999人
ぶらっしゅめえかあかいけいじむしょ ブラッシュメーカー会計事務所 サービス業 0人～99人

ふりいぶ Freeb株式会社 その他 0人～99人

ぶりぢすとん 株式会社ブリヂストン 製造業 5,000人～
ぶりぢすとんろうどうくみあいほんしゃしぶ ブリヂストン労働組合本社支部 製造業 5,000人～
ふりゃしゃかいほけんろうむしじむしょ 古谷社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

ぶれあぱっち 株式会社ブレアパッチ 情報通信業 0人～99人

ふれっくす 株式会社フレックス サービス業 300人～999人

ぷろじんじ 株式会社プロ人事

ぶんきょうく 文京区 行政機関（国・地方公共団体等）

へ べああず 株式会社ベアーズ サービス業 0人～99人

べいしす 株式会社ベイシス 情報通信業 0人～99人
へいせいにじゅうねんどしょうないちいきだんじょきょうどうさんかくこうざじっこういいんかい 平成20年度庄内地域男女共同参画講座実行委員会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

べびれんた 株式会社ベビレンタ サービス業 0人～99人
へるすぷろもおしょんけんきゅしょ ヘルスプロモーション研究所 医療・福祉 0人～99人

ぺんしる 株式会社ペンシル 情報通信業 100人～299人

ほ ぽおらおるびすほうるでぃんぐす 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 製造業
ほくさつじょせいしぎょうこうりゅうかい 北薩女性士業交流会 その他 0人～99人

ほっかいどう 北海道 行政機関（国・地方公共団体等）
ほっかいどうさいせいかいおたるびょういん 北海道済生会小樽病院 医療・福祉 300人～999人

ほわいとにんぐしか WHITENINGSIKA合同会社 情報通信業 0人～99人
ほんだけいこしゃかいほけんろうむしじむしょ 本多けいこ社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

ぽんと Pomto株式会社

ま まあがれっとしょかいほけんろうむしじむしょ マーガレット社会保険労務士事務所 その他 0人～99人
まあしゃるこんさるてぃんぐ 株式会社マーシャル・コンサルティング サービス業 0人～99人

まいすたーすたじお 株式会社マイスタースタジオ 情報通信業 0人～99人
まいづるしりつしらいとちゅうがっこう 舞鶴市立白糸中学校 教育、学習支援業 0人～99人

まざあこんしぇるじゅ 株式会社マザーコンシェルジュ サービス業 0人～99人

まざありいふ 株式会社マザーリーフ サービス業 0人～99人

まちだし 町田市 行政機関（国・地方公共団体等）

まついぐみ 株式会社松井組 建設業 0人～99人

まつえし 松江市 行政機関（国・地方公共団体等）

まつどし 松戸市 行政機関（国・地方公共団体等）
まつばらろうむかんりじむしょ 松原労務管理事務所 サービス業 0人～99人
まつもとしきぎょうじんけんけいはつすいしんれんらくきょうぎかい 松本市   企業⼈権啓発推進連絡協議会  行政機関（国・地方公共団体等）
まつやましだんじょきょうどうさんかくすいしんざいだん 財団法人松山市男女共同参画推進財団 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
まなづるしこくらだいいちびょういん 医療法人真鶴会小倉第一病院 医療・福祉 100人～299人

まなびくらす まなび暮らす

まぶちもおたあ マブチモーター株式会社 製造業 300人～999人

まるがめし 丸亀市 行政機関（国・地方公共団体等）

まるきん 株式会社マルキン 卸売・小売業 0人～99人
まるひこわたなべけんせつしょくいんくみあい 丸彦渡辺建設職員組合     建設業 100人～299人
まるふようぎょうげんりょう 丸普窯業原料有限会社 農業・林業・漁業・鉱業 0人～99人

まるもっと 株式会社マルモット サービス業 0人～99人

まんだむ 株式会社マンダム

まんまるいいねっと 株式会社まんまるeねっと 情報通信業 0人～99人

み みいくにほんみかくいくせいきょうかい ＭＩＩＫＵ　日本味覚育成協会 その他 0人～99人

みえけん 三重県 行政機関（国・地方公共団体等）
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みえけんぶんかしんこうじぎょうだん 財団法人三重県文化振興事業団 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人

みさきこうぎょう （有）三崎工業 建設業 0人～99人

みさとし 三郷市 行政機関（国・地方公共団体等）

みずほちょう 瑞穂町 行政機関（国・地方公共団体等）

みぞのさあびす ミソノサービス株式会社 不動産業 300人～999人
みついかがくもばらぶんこうじょう 三井化学　茂原分工場 製造業 5,000人～
みつびししょうじじゅうぎょういんくみあい 三菱商事従業員組合    労働団体 5,000人～

みどりし みどり市 行政機関（国・地方公共団体等）

みなまたし 水俣市 行政機関（国・地方公共団体等）
みなみのしゃかいほけんとうむしじむしょ 南野社会保険労務士事務所 サービス業 0人～99人

みのし 美濃市 行政機関（国・地方公共団体等）
みやうちしゃかいろうむしじむしょ 宮内社会保険労務士事務所

みやぎがくいん 学校法人宮城学院 教育、学習支援業 100人～299人
みやざきけんきたのだんじょきょどうさんかくをかんがえるかい 宮崎県北の男女共同参画を考える会 その他 0人～99人

みよしし 三次市 行政機関（国・地方公共団体等）

みらいはぴねす みらいハピネス サービス業 0人～99人
みらでんすしゃかいほけんろうむしじむしょ ミラデンス社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

みんなのじむちょう みんなの事務長 教育、学習支援業 0人～99人

む むこしげぐみ 株式会社向茂組 建設業 0人～99人

むさしのし 武蔵野市 行政機関（国・地方公共団体等）

むさしむらやまし 武蔵村山市 行政機関（国・地方公共団体等）

むね ムネ株式会社 サービス業 0人～99人

むらかみこうぎょう 株式会社村上工業 建設業 0人～99人

むらまつしょうてん 株式会社村松商店 卸売・小売業 0人～99人

め めいこうけんせつ 名工建設株式会社 建設業 300人～999人
めいこうふらわあぶりっじ 株式会社名港フラワーブリッジ 卸売・小売業 100人～299人
めいじだいがくみずのせみなある 明治大学 水野ゼミナール その他 0人～99人
めいじやすだせいめいびるまねじめんと 明治安田ビルマネジメント株式会社 不動産業 100人～299人

めぐろく 目黒区 行政機関（国・地方公共団体等）

めでぃあふぁーすと 株式会社メディアファースト 情報通信業 0人～99人
めでぃかるふぁあましい 有限会社メディカルファーマシー 医療・福祉 0人～99人

めでぃぷらいむ メディプライム株式会社 情報通信業 0人～99人
めりこあこわあきんぐまますぺえす メリコア　コワーキングママスペース その他 0人～99人

もーるとべね モールト・ベネ株式会社 教育、学習支援業 0人～99人

も もくせいかい 社会福祉法人木犀会 医療・福祉 300人～999人

もばらし 茂原市 行政機関（国・地方公共団体等）

もりおかし 盛岡市 行政機関（国・地方公共団体等）
もりぐちえんげいどぼく 株式会社森口園芸土木 建設業 0人～99人
もりもとしんさんぎょう モリモト新産業 その他 0人～99人

や やいづし 焼津市 行政機関（国・地方公共団体等）

やうち 株式会社 野内 建設業 0人～99人

やすし 野洲市 行政機関（国・地方公共団体等）

やずちょう 八頭町 行政機関（国・地方公共団体等）

やつしろし 八代市 行政機関（国・地方公共団体等）

やまさきこうぎょう 株式会社山崎工業 製造業 0人～99人

やまたけ 株式会社山武 製造業 5,000人～
やまたけびるしすてむかんぱにい 株式会社山武ビルシステムカンパニー 建設業 1,000人～4,999人

やまだせいさくしょ 株式会社山田製作所   製造業 1,000人～4,999人

やまだどぼく 山田土木株式会社 建設業 0人～99人
やまなしおとことおんなのふぉおらむじっこういいんかい やまなし男と女とのフォーラム実行委員会 行政機関（国・地方公共団体等）

やまなしけん 山梨県 行政機関（国・地方公共団体等）
やまなしけんきゃりあこんさるてぃんぐきょうかい 特定非営利活動法人山梨県キャリアコンサルティング協会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
やまなしけんしょうひしゃしみんしゃかいすいしんきょうぎかい 一般社団法人 山梨県消費者市民社会推進協議会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
やまなしろうどうきょく 山梨労働局 行政機関（国・地方公共団体等）

やまべちょう 山辺町 行政機関（国・地方公共団体等）
やまもとしんいちしゃかいほけんろうむしじむしょ 山本真一社会保険労務士事務所 その他 0人～99人

ゆ ゆあすたじお your-studio

ゆうしすてむ 株式会社ユーシステム 情報通信業 0人～99人
ゆたかけんせつこうぎょう ユタカ建設工業株式会社 建設業 0人～99人
ゆたかふくしかい 社会福祉法人ゆたか福祉会 医療・福祉 300人～999人
ゆにぞんもばいる 株式会社ユニゾンモバイル 卸売・小売業 0人～99人
ゆにばあさるりんくす 株式会社ユニバーサルリンクス サービス業 0人～99人
ゆにふぉおむねっと 株式会社ユニフォームネット 卸売・小売業 0人～99人

よ よこいひさししゃかいほけんろうむしじむしょ 横井寿史社会保険労務⼠事務所 その他 0人～99人
よこすかし 横須賀市 行政機関（国・地方公共団体等）
よこてし 横手市 行政機関（国・地方公共団体等）
よこはまし 横浜市 行政機関（国・地方公共団体等）
よこはましこうつうきょく 横浜市交通局 行政機関（国・地方公共団体等）
よこはましこどもせいしょうねんきょく 横浜市　こども青少年局 行政機関（国・地方公共団体等）
よこはまししゃかいふくしきょうぎかい 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 医療・福祉 1,000人～4,999人
よこやまないしきょうげかいいん 横山内視鏡外科医院 医療・福祉 0人～99人
よしもとぽうる ヨシモトポール株式会社 製造業 100人～299人
よみうりえいぞう 読売映像
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よみたんそん 読谷村 行政機関（国・地方公共団体等）
ら らいと 株式会社ライト 卸売・小売業 0人～99人

らいふいずらぶ 株式会社Life is Love その他 0人～99人
らいふでざいんけんきゅうかい ライフデザイン研究会 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）
らいふぷらす Life+ その他 0人～99人
らいふわあすくりえいしょん ライフワースクリエイション サービス業 0人～99人
らくしい ラクシー サービス業 300人～999人
らくてんそんがいほけん 楽天損害保険株式会社 金融・保険業 300人～999人
らくらくえでぃっと 合同会社楽々Edit サービス業 0人～99人
らなえ 株式会社Rana.a サービス業 0人～99人
らに 合同会社Lani 情報通信業 0人～99人
らんぶれた 株式会社ランプレタ 卸売・小売業 0人～99人

り りいがるうつしほうしょしじむしょ リーガルーツ司法書士事務所 サービス業 0人～99人
りべる 株式会社リベル サービス業 0人～99人
りぼでぃい 合同会社REBODY 医療・福祉 0人～99人
りゅうがさきし 龍ケ崎市 行政機関（国・地方公共団体等）
りゅうきえんじにありんぐ 株式会社流機エンジニアリング 製造業 100人～299人
りょうしん 株式会社菱進 建設業 0人～99人
りょうのうえんじにありんぐ 菱農エンジニアリング株式会社    製造業 0人～99人
りらいと 合同会社リライト 情報通信業 0人～99人
りらいと 合同会社リライト サービス業 0人～99人
りんくらふと リンクラフト株式会社 情報通信業 0人～99人

る るねさすぐるうぷろうどうくみあいれんごうかいほんしゃちくしぶ ルネサスグループ労働組合連合会本社地区支部 製造業 5,000人～
ろうさいせんたー 一般社団法人労災センター その他 0人～99人

わ わあくぶっく ワークブック株式会社 サービス業 0人～99人
わあくらいふこらぼ 特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
わあくらいふばらんす 株式会社ワーク・ライフバランス サービス業 0人～99人
わあくらいふばらんすきこう 一般社団法人ワークライフバランス機構 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
わあくらいふばらんすこうじょういいんかい ワークライフバランス向上委員会            非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等）
わあしゃる 一般社団法人ワーシャル 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 0人～99人
わあるどすてい 株式会社ワールドステイ 医療・福祉 300人～999人
わあるどすていにいがたししゃ 株式会社ワールドステイ新潟支社 医療・福祉 300人～999人
わおこうぎょう 有限会社　和央興業 建設業 0人～99人
わかさちょう 若桜町 行政機関（国・地方公共団体等）
わせだだいがくあかでみっくそりゅうしょん 株式会社早稲田大学アカデミックソリューション 教育、学習支援業 300人～999人
わせだだいがくせいかつきょうどうくみあい 早稲田大学生活協同組合 非営利団体（社団、財団、ＮＰＯ等団体等） 300人～999人
わんねす 株式会社ワンネス サービス業 0人～99人
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