
注）追加は、事業継続は更新だか、社会貢献は今回新たに認証されたものとなる

番号 認証取得団体名 業種区分 所在地域 認証対象 認証時期

新規
更新
追加
(注)

1 アース製薬株式会社 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
2 株式会社IHI 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
3 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
4 株式会社アイ・ステージ ⾦融業、保険業 愛知県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
5 株式会社アイズホーム 建設業 静岡県 事業継続 R3.11.30 更新
6 ITbookテクノロジー株式会社 情報通信業 東京都 事業継続 R3.3.31 新規
7 社会医療法⼈社団愛有会　久⽶川病院　介護⽼⼈保健施設久⽶川 医療、福祉 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 追加
8 アクサ⽣命保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 新規
9 旭化成ホームズ株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新

10 朝⽇航洋株式会社　空間情報事業本社 学術研究、専⾨・技術サービス業 埼⽟県 事業継続 R4.3.31 新規
11 旭ゴム化⼯株式会社 製造業 愛知県 事業継続 R4.7.31 更新
12 旭パッキング⼯業株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R4.3.31 新規
13 株式会社旭フーズ 卸売業、⼩売業 埼⽟県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 新規
14 旭メタルズ株式会社 製造業 愛知県 事業継続 R3.11.30 新規
15 アジア航測株式会社 学術研究、専⾨・技術サービス業 神奈川県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
16 アズ株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 東京都 事業継続 R4.7.31 更新
17 アスゲン製薬株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続 R4.3.31 更新
18 有限会社アドバンク 製造業 京都府 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
19 株式会社アネシス 建設業 熊本県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
20 アフラック⽣命保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
21 天野産業株式会社 建設業 岡⼭県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
22 株式会社アワハウス 医療、福祉 ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 更新
23 株式会社安城電機 建設業 愛知県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
24 安藤鉄⼯株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続 R3.7.31 新規
25 イオン株式会社 卸売業、⼩売業 千葉県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
26 株式会社イクタ 製造業 愛知県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
27 泉⾕電気⼯事株式会社 建設業 ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 新規
28 イッツ・コミュニケーションズ株式会社 情報通信業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
29 伊藤忠エネクス株式会社 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
30 因島鉄⼯株式会社 製造業 広島県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
31 株式会社インフィニマム 情報通信業 島根県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
32 WINTEC JAPAN株式会社 サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 新規
33 宇都宮⼯業株式会社 製造業 愛知県 事業継続 R3.3.31 新規
34 株式会社⾺印 製造業 愛知県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
35 ＡＩＧ損害保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
36 栄研化学株式会社 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
37 株式会社エイト⽇本技術開発 学術研究、専⾨・技術サービス業 岡⼭県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
38 ADインベストメント・マネジメント株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
39 株式会社エコまるくん 学術研究、専⾨・技術サービス業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
40 株式会社エヌ・シー・エヌ 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
41 エネジン株式会社 卸売業、⼩売業 静岡県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
42 荏原環境プラント株式会社平塚管理事務所 サービス業（他に分類されないもの） 神奈川県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
43 株式会社 愛媛CATV 情報通信業 愛媛県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
44 株式会社エフ・エー・テック 製造業 奈良県 事業継続 R3.11.30 更新
45 株式会社エンタープライズ⼭要 サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.7.31 新規
46 扇精⼯株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続 R3.11.30 新規
47 応⽤地質株式会社 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
48 特定⾮営利活動法⼈ ⼤阪環境カウンセラー協会 サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
49 ⼤阪広域⽣コンクリート協同組合 複合サービス事業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
50 株式会社⼤野製作所 製造業 ⼭⼝県 事業継続 R3.11.30 新規
51 株式会社オービシ 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続 R3.11.30 更新
52 岡野機⼯株式会社 卸売業、⼩売業 広島県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 新規
53 奥地建産株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 更新
54 株式会社奥野組 建設業 岡⼭県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
55 ⼩熊建設株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
56 株式会社尾花組 建設業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
57 社会福祉法⼈海光会 医療、福祉 静岡県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
58 カイシン⼯業株式会社 製造業 ⻑野県 事業継続 R3.11.30 新規
59 笠野興産株式会社 製造業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
60 ⿅島建設株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
61 佳秀⼯業株式会社 製造業 福岡県 事業継続 R3.11.30 更新
62 canow株式会社 情報通信業 東京都 事業継続 R3.7.31 新規
63 KANO CENTER株式会社 建設業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
64 株式会社賀陽技研 製造業 岡⼭県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 追加
65 華陽紙業株式会社 卸売業、⼩売業 岐⾩県 事業継続 R3.3.31 更新
66 環境クリエイト株式会社 建設業 埼⽟県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
67 カンケンテクノ株式会社 製造業 京都府 事業継続 R3.7.31 新規
68 関⻄エアポート株式会社 分類不能の産業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 更新
69 学校法⼈関⻄⼤学 教育・学習⽀援業 ⼤阪府 事業継続 R4.7.31 更新
70 関⻄テレビ放送株式会社 情報通信業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
71 株式会社関⻄電⼯ 製造業 ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 新規
72 関東スチール株式会社 製造業 茨城県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
73 株式会社関東地区昔がえりの会 農業、林業 埼⽟県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新

　「国⼟強靱化貢献団体の認証に関するガイドライン」（平成28年2⽉、内閣官房国⼟強靱化推進室）に基づき、⼀般社団法⼈レジリエンスジャパン推進協議会が認
証を⾏った団体（https://www.resilience-jp.biz/certification/organization/)。五⼗⾳順。
⾚字︓2022年7⽉31⽇新規及び更新、追加団体。
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74 株式会社北のアトリエ 製造業 北海道 事業継続・社会貢献 R2.11.30 追加
75 株式会社キテックス サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続 R4.7.31 更新
76 岐⾩中央⻘果株式会社 卸売業、⼩売業 岐⾩県 事業継続 R3.3.31 更新
77 共英製鋼株式会社　名古屋事業所 製造業 愛知県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
78 共英製鋼株式会社　枚⽅事業所 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
79 旭光電機株式会社 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
80 銀泉株式会社 ⾦融業、保険業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
81 銀泉リスクソリューションズ株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続 R3.11.30 更新
82 株式会社空間デザイン 学術研究、専⾨・技術サービス業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
83 株式会社倉橋製作所 製造業 岐⾩県 事業継続 R3.11.30 新規
84 有限会社クローバー総合保険事務所 ⾦融業、保険業 三重県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 追加
85 株式会社⿊⽥製作所 製造業 岐⾩県 事業継続 R4.7.31 更新
86 株式会社クロダハウス 建設業 ⽯川県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
87 株式会社ケイ・エム・ケイ 製造業 熊本県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
88 剱崎建設株式会社 建設業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
89 コーテック株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続 R2.11.30 更新
90 国際航業株式会社 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
91 株式会社国⼟開発センター 学術研究、専⾨・技術サービス業 ⽯川県 事業継続 R3.11.30 更新
92 コダマ樹脂⼯業株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
93 株式会社 寿精密 製造業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
94 五洋建設株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
95 株式会社サーガ サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 更新
96 剤盛堂薬品株式会社 製造業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 追加
97 榊原⼯業株式会社 製造業 愛知県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
98 佐川急便株式会社 運輸業、郵便業 東京都 事業継続 R4.7.31 更新
99 株式会社三技 製造業 愛知県 事業継続 R3.7.31 更新

100 サンコーインダストリー株式会社 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
101 三承⼯業株式会社 建設業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 新規
102 三和興産株式会社 製造業 愛知県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
103 株式会社GTBT 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続 R3.7.31 新規
104 シーメット株式会社 製造業 神奈川県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 新規
105 株式会社JVCケンウッド 製造業 神奈川県 事業継続 R3.3.31 更新
106 ジオ・サーチ株式会社 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
107 株式会社シバタ 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.7.31 新規
108 ⼠幌町農業協同組合 澱粉⼯場 製造業 北海道 事業継続 R4.7.31 更新
109 島野精機株式会社 製造業 埼⽟県 事業継続 R2.11.30 更新
110 株式会社ジャパンクリエイト サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続 R4.3.31 更新
111 株式会社ジャパンクリエイトグループ サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続 R4.7.31 更新
112 株式会社ジュエリーピコ 卸売業、⼩売業 徳島県 事業継続 R3.7.31 新規
113 新中村化学⼯業株式会社 製造業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
114 株式会社スイデン 製造業 ⼤阪府 事業継続 R4.3.31 更新
115 スカパーJSAT株式会社 情報通信業 東京都 事業継続 R4.7.31 更新
116 株式会社 スギヤス 製造業 愛知県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
117 株式会社鈴三材⽊店 卸売業、⼩売業 静岡県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 追加
118 株式会社スペース 不動産業　物品賃貸業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
119 住友林業株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.7.31 新規
120 株式会社スリーボンド 製造業 東京都 事業継続 R3.11.30 更新
121 セイカ株式会社 製造業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
122 ⻄光エンジニアリング株式会社 製造業 静岡県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
123 セコム⼭陰株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 島根県 事業継続 R3.11.30 新規
124 摂津倉庫株式会社 運輸業、郵便業 ⼤阪府 事業継続 R4.3.31 更新
125 ソニー⽣命保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
126 株式会社 第⼀コンサルタンツ 学術研究、専⾨・技術サービス業 ⾼知県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
127 第⼀フロンティア⽣命保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続 R3.7.31 新規
128 株式会社タイキ 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
129 ⼤成建設株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
130 ⼤⽇コンサルタント株式会社 学術研究、専⾨・技術サービス業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
131 太洋⼯業株式会社 製造業 和歌⼭県 事業継続 R4.3.31 新規
132 隆電設⼯業株式会社 建設業 ⼤阪府 事業継続 R4.3.31 更新
133 たち建設株式会社 建設業 滋賀県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
134 ⽥中⽯灰⼯業株式会社 製造業 ⾼知県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
135 株式会社千代⽥コンサルタント 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
136 津和産業株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 更新
137 ティーエスプレシジョン株式会社 製造業 ⼭⼝県 事業継続 R3.11.30 更新
138 株式会社東亜セイコー 製造業 京都府 事業継続 R4.7.31 更新
139 株式会社 東急コミュニティー 不動産業　物品賃貸業 東京都 事業継続 R4.3.31 更新
140 東急住宅リース株式会社 不動産業　物品賃貸業 東京都 事業継続 R3.3.31 新規
141 東京海上⽇動⽕災保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
142 東京⽯灰⼯業株式会社 鉱業，採⽯業，砂利採取業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
143 社会医療法⼈同仁会　⽿原総合病院 医療、福祉 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
144 東洋アルミエコープロダクツ株式会社　滋賀⼯場 製造業 滋賀県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
145 東洋アルミニウム株式会社　新庄製造所 製造業 奈良県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
146 東洋アルミニウム株式会社　⼋尾製造所 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
147 東洋アルミニウム株式会社　⽇野製造所 製造業 滋賀県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
148 株式会社トーヨーパック 製造業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 新規
149 ⼟佐電⼦⼯業株式会社 製造業 ⾼知県 事業継続 R4.3.31 更新
150 ⼾⽥建設株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
151 砺波⼯業株式会社 建設業 富⼭県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 追加
152 ⻑泉パーカライジング株式会社 製造業 静岡県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
153 中⽇本カプセル株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続 R3.3.31 更新
154 中⽇本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
155 名古屋⻄部ソイルリサイクル株式会社 鉱業，採⽯業，砂利採取業 愛知県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
156 ナブテスコ オートモーティブ株式会社　⼭形⼯場 製造業 ⼭形県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
157 ナブテスコ株式会社　航空宇宙カンパニー岐⾩⼯場 製造業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新



158 ナブテスコ株式会社　住環境カンパニー甲南⼯場 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
159 ナブテスコ株式会社 精機カンパニー 津⼯場 製造業 三重県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
160 ナブテスコ株式会社垂井⼯場 製造業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 新規
161 ナブテスコ株式会社 鉄道カンパニー　神⼾⼯場 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
162 ナブテスコ株式会社　舶⽤カンパニー　⻄神⼯場 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
163 ナブテスコ株式会社　本社 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
164 ナブテスコ　マリン四国株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 愛媛県 事業継続 R3.11.30 新規
165 成⽥国際空港株式会社 分類不能の産業 千葉県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
166 株式会社ニチレイロジグループ本社 運輸業、郵便業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
167 ⽇清⾷品ホールディングス株式会社 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.3.31 新規
168 ⽇新製糖株式会社 製造業 東京都 事業継続 R4.3.31 更新
169 ニッセイ・ウェルス⽣命保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続 R2.11.30 更新
170 ニッタン株式会社 建設業 東京都 事業継続 R3.11.30 更新
171 ⽇本圧延⼯業株式会社 製造業 滋賀県 事業継続 R4.3.31 新規
172 株式会社⽇本HP　カスタマーサポート統括本部 サービス業（他に分類されないもの） 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
173 株式会社⽇本化学⼯業所 製造業 和歌⼭県 事業継続 R3.11.30 新規
174 ⽇本航空株式会社 運輸業、郵便業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
175 ⽇本絨氈株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R4.3.31 更新
176 ⽇本精器株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 新規
177 ⽇本ノボパン⼯業株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
178 ⽇本BCP株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
179 ニューメディカ・テック株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
180 仁淀鉄鋼株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 新規
181 沼津市建設事業協同組合 複合サービス事業 静岡県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 追加
182 株式会社寝屋川興業 サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
183 能美防災株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 追加
184 株式会社バーテック 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
185 梅南鋼材株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.3.31 新規
186 株式会社橋本店 建設業 宮城県 事業継続 R4.7.31 更新
187 株式会社パスコ 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
188 ⻑⾕川電機⼯業株式会社 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
189 PACRAFT株式会社 　岩国⼯場 製造業 ⼭⼝県 事業継続 R4.3.31 更新
190 株式会社バリューネットワーク 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 更新
191 株式会社阪神メタリックス 卸売業、⼩売業 兵庫県 事業継続 R3.11.30 新規
192 株式会社光レジン⼯業 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
193 株式会社PIKO 卸売業、⼩売業 徳島県 事業継続 R3.7.31 新規
194 株式会社姫路環境開発 サービス業（他に分類されないもの） 兵庫県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
195 ヒラオカ⽯油株式会社 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
196 株式会社ひらつかEサービス サービス業（他に分類されないもの） 神奈川県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
197 株式会社フォーバルテクノロジー 建設業 東京都 事業継続 R4.7.31 新規
198 株式会社フォーラムエイト 情報通信業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
199 株式会社フクザワコーポレーション 建設業 ⻑野県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
200 有限会社 藤井牧場 農業、林業 北海道 事業継続 R4.3.31 更新
201 富⼠産業株式会社 宿泊業、飲⾷サービス業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
202 株式会社藤⽥製作所 製造業 愛知県 事業継続 R3.11.30 新規
203 富⼠通特機システム株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 神奈川県 事業継続 R4.7.31 更新
204 富⼠電機株式会社 製造業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
205 株式会社フジヤマ 学術研究、専⾨・技術サービス業 静岡県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
206 フセハツ⼯業株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続 R2.11.30 新規
207 株式会社プライム・ワン ⾦融業、保険業 埼⽟県 事業継続 R3.3.31 新規
208 株式会社ほけんのARМ ⾦融業、保険業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 新規
209 北海道⽯油共同備蓄株式会社　北海道事業所 　 運輸業、郵便業 北海道 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
210 ポポロプラント株式会社 サービス業（他に分類されないもの） 神奈川県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
211 株式会社誉建設 建設業 徳島県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 追加
212 株式会社 本⽥組 建設業 北海道 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
213 まいにち株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
214 株式会社マスコール 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続 R4.7.31 更新
215 株式会社松下⼯業 製造業 静岡県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
216 株式会社 マネージ 情報通信業 東京都 事業継続 R4.3.31 更新
217 有限会社丸重屋 学術研究、専⾨・技術サービス業 京都府 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
218 株式会社丸本組 建設業 宮城県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
219 株式会社三⽊製作所 製造業 ⼤阪府 事業継続 R4.7.31 更新
220 株式会社三鈴 製造業 滋賀県 事業継続 R4.3.31 更新
221 株式会社 みすず綜合コンサルタント 学術研究、専⾨・技術サービス業 ⻑野県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
222 三⾕産業株式会社 卸売業、⼩売業 ⽯川県 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
223 三井住友海上⽕災保険株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
224 三井住友建設株式会社 建設業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
225 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 不動産業　物品賃貸業 東京都 事業継続 R3.3.31 更新
226 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 不動産業　物品賃貸業 東京都 事業継続 R4.7.31 更新
227 株式会社三越伊勢丹　 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
228 三菱⾷品株式会社 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
229 三豊市上下⽔道⼯事業協同組合 複合サービス事業 ⾹川県 事業継続 R3.3.31 更新
230 宮城建設株式会社 建設業 岩⼿県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
231 宮坂建設⼯業株式会社 建設業 北海道 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
232 株式会社ミヤハラ 製造業 ⼭⼝県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 新規
233 村上⼟建開発⼯業株式会社 建設業 北海道 事業継続 R2.11.30 更新
234 明治安⽥⽣命保険相互会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
235 株式会社メディアリンク 教育・学習⽀援業 東京都 事業継続・社会貢献 R3.3.31 更新
236 森⽩製菓株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続 R3.3.31 更新
237 森松⼯業株式会社 製造業 岐⾩県 事業継続・社会貢献 R3.7.31 更新
238 株式会社もりもと 製造業 北海道 事業継続・社会貢献 R2.11.30 追加
239 株式会社焼津冷凍 運輸業、郵便業 静岡県 事業継続 R3.11.30 更新
240 株式会社ヤグミ 建設業 愛知県 事業継続・社会貢献 R3.11.30 新規
241 株式会社安井建築設計事務所 サービス業（他に分類されないもの） ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規



242 株式会社安井ファシリティーズ サービス業（他に分類されないもの） 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 新規
243 ⼭川産業株式会社 明⽯⼯場 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
244 ⼭川産業株式会社　本社 製造業 兵庫県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 新規
245 株式会社 ヤマコン 建設業 ⼭形県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
246 ヤマサハウス株式会社 建設業 ⿅児島県 事業継続 R4.3.31 新規
247 株式会社⼭善 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
248 ⼭仁産業株式会社 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R2.11.30 新規
249 ⼭仁薬品株式会社 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
250 ヤマハファインテック株式会社 製造業 静岡県 事業継続 R4.3.31 新規
251 ユアサ商事株式会社 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
252 医療法⼈社団友愛会 医療、福祉 岐⾩県 事業継続 R4.7.31 更新
253 ユナイテッド・インシュアランス株式会社 ⾦融業、保険業 埼⽟県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 追加
254 ユニバーサル株式会社 ⾦融業、保険業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
255 株式会社ユノス 製造業 ⼤阪府 事業継続・社会貢献 R3.11.30 更新
256 横浜低温流通株式会社 運輸業、郵便業 神奈川県 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
257 ⼀般社団法⼈レトロフィットジャパン協会 学術研究、専⾨・技術サービス業 東京都 事業継続 R4.7.31 更新
258 株式会社ローソン 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続・社会貢献 R4.7.31 更新
259 ロータスエアロスペース株式会社 卸売業、⼩売業 東京都 事業継続 R3.11.30 新規
260 ローム浜松株式会社 製造業 静岡県 事業継続・社会貢献 R2.11.30 更新
261 和歌⼭精化⼯業株式会社 製造業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
262 和歌⼭セイカホールディングス株式会社 運輸業、郵便業 和歌⼭県 事業継続・社会貢献 R4.3.31 更新
263 株式会社和上ホールディングス 卸売業、⼩売業 ⼤阪府 事業継続 R3.3.31 新規
264 株式会社綿⾕製作所 製造業 ⻑野県 事業継続 R4.7.31 更新


