
令和元年度 100 選プライム 関東局管内選定企業（２社） 

 

 
企業名 業種 所在地 法人番号 

1 東急株式会社 運輸業，郵便業 東京都 7011001016291 

2 株式会社千葉銀行 金融業，保険業 千葉県 2040001000019 

 

 

令和元年度 新・ダイバーシティ経営企業 100 選 関東局管内選定企業（８社） 

 

 
企業名 業種 所在地 法人番号 

1 味の素株式会社 製造業 東京都 8010001034740  

2 株式会社杢目金屋（※） 製造業 東京都 6011001068648  

3 株式会社栄和産業（※） 製造業 神奈川県 8021001027254  

4 株式会社 AS フーズ（※） 製造業 山梨県 4090001005762  

5 ＴＩＳ株式会社 情報通信業 東京都 2010001134133  

6 
コカ・コーラボトラーズジャパン株

式会社 
卸売業，小売業 東京都 9020001043244  

7 オリックス株式会社 金融業，保険業 東京都 8010401006942  

8 アクサ損害保険株式会社 金融業，保険業 東京都 2010501031037  

（※）従業員数 300 人以下の中小企業 

 

 



企業名 業種 所在地 法人番号

1 SCSK株式会社 情報通信業 東京都 8010001074167

2 株式会社丸井グループ 卸売業，小売業 東京都 9011201005150

（※）従業員300人以下の中小企業

企業名 業種 所在地 法人番号

1 向洋電機土木株式会社（※） 建設業 神奈川県 7020001012878

2 住友林業株式会社 建設業 東京都 4010001090011

3 増木工業株式会社（※） 建設業 埼玉県 4030001046184

4 株式会社アトム精密（※） 製造業 東京都 8010101000221

5 本田技研工業株式会社 製造業 東京都 6010401027577

6 日本ユニシス株式会社 情報通信業 東京都 2010601029542

7 三井住友信託銀行株式会社 金融業，保険業 東京都 2010001146005

8 株式会社中沢ヴィレッジ（※） 宿泊業，飲食サービス業 群馬県 5070001026371

9 株式会社アクタガワ 医療，福祉 静岡県 9080001002335

10 アデコ株式会社 サービス業 東京都 8010401001563

11 株式会社アンサーノックス（※） サービス業 山梨県 9090001006871

平成30年度  新・ダイバーシティ経営企業100選　関東局管内表彰企業（11社）　

平成30年度  100選プライム　関東局管内選定企業（２社）



企業名 業種 所在地 法人番号

1 株式会社井口一世（※） 製造業 東京都 5010001118372

2 YKK株式会社 製造業 東京都 6010001032696

3 中外製薬株式会社 製造業 東京都 5011501002900

4 フォスター電機株式会社 製造業 東京都 8012801002521

5 有限会社川田製作所（※） 製造業 神奈川県 2021002051523

6 小田急電鉄株式会社 運輸業，郵便業 東京都 1011001005060

7 日本航空株式会社 運輸業，郵便業 東京都 7010701007666

8 株式会社丸井グループ 卸売業，小売業 東京都 9011201005150

9 ライフネット生命保険株式会社（※） 金融業，保険業 東京都 4010001112418

平成29年度  新・ダイバーシティ経営企業100選　関東局管内表彰企業（9社）　　　　（※）従業員数300人以下の中小企業



企業名 業種 所在地 法人番号

1 株式会社タウ 卸売業，小売業 埼玉県 4030001005124

2 株式会社小金井精機製作所　（＊） 製造業 埼玉県 2030001028060

3 清水建設株式会社 建設業 東京都 1010401013565

4 富士ゼロックス株式会社 製造業 東京都 3010401026805

5 鹿島建設株式会社 建設業 東京都 8010401006744

6
東海東京フィナンシャル･ホールディン
グス株式会社

金融業，保険業 東京都 1010001034202

7 パシフィックコンサルタンツ株式会社 学術研究，専門・技術サービス業 東京都 8013401001509

8 プルデンシャル生命保険株式会社 金融業，保険業 東京都 4010001028465

9 株式会社吉村　（＊） 製造業 東京都 2010701010162

10 ＦＳＸ株式会社　（＊） サービス業（他に分類されないもの） 東京都 2012401003990

11 甲府積水産業株式会社　（＊） 製造業 山梨県 3090001002447

12 有限会社ホテルさかえや　（＊） 宿泊業，飲食サービス 長野県 3100002018688

13 株式会社大川原製作所　（＊） 製造業 静岡県 6080001013921

平成28年度  新・ダイバーシティ経営企業100選　関東局管内表彰企業（13社）　　　　（＊）従業員数300人以下の中小企業



企業名 業種 所在地 法人番号

1 有限会社真京精機 ＊ 製造業 栃木県 7060002017294

2 株式会社栄光製作所 ＊ 製造業 群馬県 4070001011705

3 日本たばこ産業株式会社 製造業 東京都 4010401023000 

4 株式会社協和精工 ＊ 製造業 長野県 1100001023030

5 ジヤトコ株式会社 製造業 静岡県 6080101008739 

6 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 情報通信業 東京都 7010001064648 

7 株式会社ＮＴＴドコモ 情報通信業 東京都 1010001067912 

8 ＫＤＤＩ株式会社 情報通信業 東京都 9011101031552 

9 ニフティ株式会社 情報通信業 東京都 7011101062005 

10 東日本電信電話株式会社 情報通信業 東京都 8011101028104 

11 全日本空輸株式会社 運輸業，郵便業 東京都 1010401099027 

12 東京急行電鉄株式会社 運輸業，郵便業 東京都 7011001016291 

13 株式会社みずほフィナンシャルグループ 金融業，保険業 東京都 9010001081419 

14 野村不動産株式会社 不動産業，物品賃貸業 東京都 9011101017056

15 株式会社古田土経営 ＊ 学術研究，専門・技術サービス業東京都 7011701007078 

16 特定非営利活動法人ハートフル ＊ 医療，福祉 群馬県 2070005002454 

17 株式会社キャリア・マム ＊ サービス業（他に分類されないもの） 東京都 5013401002204

平成27年度  新・ダイバーシティ経営企業100選　関東局管内表彰企業（17社）



平成 26 年度関東局管内受賞企業一覧 

＜ダイバーシティ経営企業 100 選：29 社＞ 

 ※＝従業員数 300 人以下 

  企業名 業種 所在地 

1 大成建設株式会社 建設業  東京都新宿区 

2 ヱビナ電化工業株式会社 ※ 製造業 東京都大田区 

3 株式会社上島熱処理工業所 ※ 製造業 東京都大田区 

4 株式会社栄鋳造所 ※ 製造業 東京都八王子市 

5 株式会社ジーベックテクノロジー ※ 製造業 東京都千代田区 

6 株式会社ポーラ 製造業 東京都品川区 

7 株式会社 LIXIL グループ 製造業 東京都千代田区 

8 カルビー株式会社 製造業 東京都千代田区 

9 大日本印刷株式会社 製造業 東京都新宿区 

10 電化皮膜工業株式会社 ※ 製造業 東京都大田区 

11 バクスター株式会社 製造業 東京都中央区 

12 新潟ワコール縫製株式会社 ※ 製造業 新潟県新潟市 

13 株式会社日立ソリューションズ 情報通信業 東京都品川区 

14 株式会社日立物流 運輸業，郵便業  東京都江東区 

15 東日本旅客鉄道株式会社 運輸業，郵便業  東京都渋谷区 

16 イオン株式会社 卸売業，小売業  千葉県千葉市 

17 株式会社ふらここ ※ 卸売業，小売業  東京都中央区 

18 株式会社三越伊勢丹 卸売業，小売業  東京都新宿区 

19 株式会社ローソン 卸売業，小売業  東京都品川区 

20 株式会社千葉銀行 金融業，保険業 千葉県千葉市 

21 アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 金融業，保険業 東京都新宿区 

22 株式会社三井住友銀行 金融業，保険業 東京都千代田区 

23 日本 GE 株式会社 金融業，保険業 東京都港区 

24 三井住友海上火災保険株式会社 金融業，保険業 東京都千代田区 

25 明治安田生命保険相互会社 金融業，保険業 東京都千代田区 

26 ヒューリック株式会社 ※ 不動産業，物品賃貸業  東京都中央区 

27 株式会社ジェイティービー 生活関連サービス業，娯楽業 東京都品川区 

28 株式会社パソナグループ 
サービス業（他に分類されない

もの） 
東京都千代田区 

29 株式会社武蔵境自動車教習所 ※ 
サービス業（他に分類されない

もの） 
東京都武蔵野市 



 

＜ダイバーシティ促進事業表彰：2 社＞ 

  企業名 業種 所在地 

1 株式会社ビースタイル サービス業（他に

分類されないもの） 

東京都新宿区 

2 株式会社リクルートマネジメントソリュー

ションズ 

サービス業（他に

分類されないもの） 

東京都千代田

区 

 



平成25年度関東経済産業局管内受賞企業一覧 

＜ダイバーシティ経営企業 100 選：25 社＞ 

 企業名 業種 所在地 

1 有限会社 COCO-LO（★） 医療、福祉 群馬県桐生市 

2 イケア・ジャパン株式会社 卸売業、小売業 千葉県船橋市 

3 凸版印刷株式会社 製造業 東京都千代田区 

4 大塚製薬株式会社 製造業 東京都千代田区 

5 MSD 株式会社 製造業 東京都千代田区 

6 株式会社リクルートホールディングス 情報通信業 東京都千代田区 

7 東京海上日動火災保険株式会社 金融業、保険業 東京都千代田区 

8 株式会社三菱東京 UFJ 銀行 金融業、保険業 東京都千代田区 

9 大和証券株式会社 金融業、保険業 東京都千代田区 

10 アステラス製薬株式会社 製造業 東京都中央区 

11 株式会社ダンクソフト（★） 情報通信業 東京都中央区 

12 富士通株式会社 製造業 東京都港区 

13 トッパン・フォームズ株式会社 製造業 東京都港区 

14 日本マイクロソフト株式会社 情報通信業 東京都港区 

15 エステー株式会社 製造業 東京都新宿区 

16 株式会社損害保険ジャパン 金融業、保険業 東京都新宿区 

17 サイボウズ株式会社（★） 情報通信業 東京都文京区 

18 アサヒビール株式会社 製造業 東京都墨田区 

19 日本ヒューレット・パッカード株式会社 情報通信業 東京都江東区 

20 ＳＣＳＫ株式会社 情報通信業 東京都江東区 

21 楽天株式会社 その他サービス業 東京都品川区 

22 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融業、保険業 東京都渋谷区 

23 株式会社メトロール（★） 製造業 東京都立川市 

24 日本理化学工業株式会社（★） 製造業 神奈川県川崎市 

25 フジイコーポレーション株式会社（★） 製造業 新潟県燕市 

★・・・中小企業（従業員数 300 人以下） 

 

＜ダイバーシティ促進事業表彰：2 社＞ 

 企業名 業種 所在地 

 

1 
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株 

式会社 

学術研究、専門・技 

術サービス業 

 

東京都港区 

2 ダンウェイ株式会社 医療、福祉 神奈川県川崎市 



企業名 業種 都道府県 市町村 規模

4 栗田アルミ工業株式会社 部品加工 茨城県 土浦市 中小企業

5 株式会社金子製作所 部品加工 埼玉県
さいたま
市岩槻区

中小企業

6 三州製菓株式会社 菓子製造販売 埼玉県 春日部市 中小企業

7 株式会社スタートトゥデイ インターネット販売 千葉県 千葉市 大企業

8 アイエスエフネットグループ 情報通信 東京都 港区 大企業

9 NECソフト株式会社 情報通信 東京都 江東区 大企業

10 株式会社ＮＴＴデータ 情報通信 東京都 江東区 大企業

11 花王株式会社 化学工業 東京都 中央区 大企業

12 キリンホールディングス株式会社 食料品製造 東京都 中野区 大企業

13 株式会社高齢社 人材派遣 東京都 千代田区 中小企業

14 サトーホールディングス株式会社 電子機器製造 東京都 目黒区 大企業

15 サポート行政書士法人 行政書士 東京都 新宿区 中小企業

16 サントリーホールディングス株式会社 食料品製造 東京都 大阪府 大企業

17 株式会社　資生堂 化粧品製造・販売 東京都 中央区 大企業

18 第一生命保険株式会社 生命保険 東京都 千代田区 大企業

19 株式会社東芝 電子機器製造 東京都 港区 大企業

20 株式会社日本レーザー 光学機器輸入販売 東京都 新宿区 中小企業

21 ハイソル株式会社 半導体輸入販売 東京都 台東区 中小企業

22 株式会社　日立製作所 電子機器製造 東京都 千代田区 大企業

23 富士電機株式会社 電子機器製造 東京都 品川区 大企業

24 有限会社　モーハウス 衣料販売 茨城県 つくば市 中小企業

25 株式会社リコー オフィス機器製造 東京都 中央区 大企業

26 日産自動車株式会社 自動車製造 神奈川県 横浜市 大企業

27 株式会社　大谷 印章製造販売 新潟県 新潟市 中小企業

28 株式会社きものブレイン きもの総合加工 新潟県 十日町市 中小企業

29 株式会社小川の庄 食品製造 長野県
上水内郡
小川村

中小企業

※50音順

企業名 業種 都道府県 規模

1 株式会社赤ちゃんとママ社 出版 東京都 新宿区 中小企業

2 株式会社wiwiw eラーニング、研修 東京都 新宿区 中小企業

3 株式会社ハーモニーレジデンス 女性人材紹介 東京都 杉並区 中小企業

4 株式会社夢道s 外国人人材紹介 東京都 八王子市 中小企業

5 株式会社ワーク・ライフバランス コンサルティング 東京都 港区 中小企業

※50音順

「ダイバーシティ経営促進事業表彰」受賞企業（関東局管内5社）

平成24年度「ダイバーシティ経営企業100選」受賞企業（関東局管内：大企業15社、中小11社）
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