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 １．ボランティア休職 
 

旭硝子株式会社 

朝日生命保険相互会社 

アサヒビール株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

ＳＭＫ株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社荏原製作所 

大阪ガス株式会社 

オムロン  ヘルスケア株式会社 

株式会社オリエントコーポレーション 

関西電力株式会社 

株式会社関電工 

キッコーマン株式会社 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

九州電力株式会社 

株式会社小松製作所 

五洋建設株式会社 

サッポロホールディングス株式会社 

サンデン株式会社 

四国電力株式会社 

シャープ株式会社 

昭和シェル石油株式会社 

セイコーエプソン株式会社 

積水ハウス株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

株式会社損害保険ジャパン 

第一三共グループ 

大成建設株式会社 

大同生命保険株式会社 

株式会社大丸 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社髙島屋 

武田薬品工業株式会社 

中国電力株式会社 

帝人株式会社 

東海ゴム工業株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京ガス株式会社 

東邦ガス株式会社 

株式会社トーエネック 

凸版印刷株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本ユニシス株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

東日本旅客鉄道株式会社 

日立金属株式会社 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

北陸電力株式会社 

ボッシュ株式会社 

本田技研工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

マツダ株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱化学株式会社 

三菱自動車工業株式会社 

三菱電機株式会社 

ヤマハ株式会社 

横河電機株式会社 

株式会社リコー 

 ２．海外協力隊休職 
 

旭化成グループ 

旭硝子株式会社 

朝日生命保険相互会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

イチカワ株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

ＳＭＫ株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

大阪ガス株式会社 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

オムロン株式会社 

関西電力株式会社 

株式会社関電工 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

九州電力株式会社 

グンゼ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

コニカミノルタホールディングス株式会社 

五洋建設株式会社 

シャープ株式会社 

株式会社ジャステック 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

セイコーエプソン株式会社 

積水ハウス株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

ダイキン工業株式会社 

株式会社高岳製作所 

中国電力株式会社 

株式会社中電工 

帝人株式会社 

株式会社デンソー 

東海ゴム工業株式会社 

株式会社東海理化 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京電力株式会社 

東京トヨタ自動車株式会社 

株式会社東芝 

東レ株式会社 

株式会社トーエネック 

トヨタ自動車株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

株式会社日本航空 

日本航空電子工業株式会社 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

日本電気株式会社 

日本農産工業株式会社 

日本ビクター株式会社 

パイオニア株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

東日本旅客鉄道株式会社 

日立化成工業株式会社 

日立建機株式会社 

株式会社日立国際電気 

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

富士重工業株式会社 

ボッシュ株式会社 

本田技研工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

マツダ株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱化学株式会社 
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三菱自動車工業株式会社 

三菱電機株式会社 

三菱レイヨン株式会社 

ヤマハ株式会社 

ヤマハ発動機株式会社 

株式会社リコー 

 ３．ボランティア休暇 
 

あいおい損害保険株式会社 

愛三工業株式会社 

愛知製鋼株式会社 

アイフル株式会社 

旭化成グループ 

朝日生命保険相互会社 

アサヒビール株式会社 

味の素株式会社 

株式会社ＡＤＥＫＡ 

株式会社アドバンテスト 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

アルプス電気株式会社 

アンリツ株式会社 

イオンリテール株式会社（イオン株式会社） 

株式会社伊勢丹 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

株式会社イトーヨーカ堂 

イビデン株式会社 

ウシオ電機株式会社 

宇部興産株式会社 

エーザイ株式会社 

ＳＭＫ株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

株式会社荏原製作所 

株式会社大分銀行 

大阪ガス株式会社 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

鹿島建設株式会社 

関西電力株式会社 

株式会社関電工 

九州電力株式会社 

株式会社九電工 

協和発酵キリン株式会社(旧 協和発酵工業株式 

会社) 

株式会社熊谷組 

株式会社栗本鐵工所 

ＫＤＤＩ株式会社 

国際石油開発帝石株式会社 

コニカミノルタホールディングス株式会社 

株式会社小松製作所 

サノフィ・アベンティス株式会社 

三機工業株式会社 

サンデン株式会社 

サントリー株式会社 

三和ホールディングス株式会社 

ＪＦＥホールディングス株式会社（ＪＦＥグループ） 

四国電力株式会社 

株式会社資生堂 

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式 

会社（旧 日興シティホールディングス株式 

会社（シティグループ）） 

シティバンク銀行株式会社（シティグループ） 

清水建設株式会社 

シャープ株式会社 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

首都高速道路株式会社 

住友化学株式会社 

住友商事株式会社 

住友電気工業株式会社 

積水化学工業株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

株式会社損害保険ジャパン 

第一三共グループ 

株式会社ダイエー 

大同生命保険株式会社 

大日本印刷株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社髙島屋 

田辺三菱製薬株式会社 

中国電力株式会社 

株式会社中電工 

帝人株式会社 

電源開発株式会社 

株式会社デンソー 

株式会社電通 

東海ゴム工業株式会社 

株式会社東海理化 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京ガス株式会社 

東京地下鉄株式会社 

東京電力株式会社 

株式会社東芝 

東邦ガス株式会社 

東レ株式会社 

ＴＯＴＯ株式会社 

株式会社トクヤマ 

名古屋鉄道株式会社 

株式会社ニコン 

日清オイリオグループ株式会社 

株式会社ＮＩＰＰＯコーポレーション 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本板硝子株式会社 

日本航空電子工業株式会社 
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日本サムスン株式会社 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

日本通運株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本ハム株式会社 

日本郵船株式会社 

日本ユニシス株式会社 

パイオニア株式会社 

阪神高速道路株式会社 

バンドー化学株式会社 

万有製薬株式会社 

日立化成工業株式会社 

日立キャピタル株式会社 

日立金属株式会社 

日立建機株式会社 

株式会社日立国際電気 

株式会社日立システムアンドサービス 

株式会社日立製作所 

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

株式会社日立プラントテクノロジー 

日立マクセル株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

富士通株式会社 

富士電機ホールディングス株式会社 

株式会社北越銀行 

北陸電力株式会社 

ボッシュ株式会社 

本田技研工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

マツダ株式会社 

丸紅株式会社 

ミズノ株式会社 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井物産株式会社 

三菱化学株式会社 

三菱自動車工業株式会社 

三菱重工業株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱ＵＦＪ証券株式会社（三菱ＵＦＪフィナンシャル 

・グループ） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

三菱レイヨン株式会社 

明治製菓株式会社 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

株式会社山武 

ヤマハ株式会社 

横河電機株式会社 

ライオングループ 

株式会社リコー 

株式会社ルネサステクノロジ 

レンゴー株式会社 

 ４．ボランティア活動表彰 
 

愛三工業株式会社 

愛知製鋼株式会社 

アイフル株式会社 

アサヒビール株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

イチカワ株式会社 

イビデン株式会社 

エスエス製薬株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

大阪ガス株式会社 

オムロン株式会社 

株式会社オリエントコーポレーション 

関西電力株式会社 

九州電力株式会社 

株式会社九電工 

株式会社熊谷組 

株式会社小松製作所 

四国電力株式会社 

株式会社資生堂 

清水建設株式会社 

シャープ株式会社 

住友ゴム工業株式会社 

住友電気工業株式会社 

積水化学工業株式会社 

積水ハウス株式会社 

第一生命保険相互会社 

大同生命保険株式会社 

大日本印刷株式会社 

大豊工業株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社タクマ 

帝人株式会社 

株式会社デンソー 

東京海上日動火災保険株式会社 

株式会社東芝 

東邦ガス株式会社 

東レ株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

トヨタ車体株式会社 

豊田通商株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

株式会社日本航空 

日本航空電子工業株式会社 

日本サムスン株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

バンドー化学株式会社 

日立化成工業株式会社 

日立金属株式会社 

株式会社日立システムアンドサービス 

株式会社日立製作所 

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

株式会社日立プラントテクノロジー 

日立マクセル株式会社 

富士重工業株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

北陸電力株式会社 

ボッシュ株式会社 

前田建設工業株式会社 
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株式会社みずほフィナンシャルグループ 

三井住友海上火災保険株式会社 

三井製糖株式会社 

三菱自動車工業株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株式会社リコー 

 ５．ボランティア活動者登録 
 

アジレント・テクノロジー株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

株式会社大分銀行 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

ＫＤＤＩ株式会社 

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式 

会社（旧 日興シティホールディングス株式 

会社（シティグループ）） 

シティバンク銀行株式会社（シティグループ） 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

住友林業株式会社 

積水ハウス株式会社 

全日本空輸株式会社 

大豊工業株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

中国電力株式会社 

株式会社デンソー 

東海ゴム工業株式会社 

株式会社東海理化 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

トヨタ車体株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

株式会社日清製粉グループ本社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本ガイシ株式会社 

株式会社日本航空 

日本サムスン株式会社 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

パイオニア株式会社 

株式会社日立製作所 

本田技研工業株式会社 

マツダ株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱地所株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

株式会社リコー 

６．ボランティア研修 
 

伊藤忠商事株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

サントリー株式会社 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

新日本石油株式会社・新日本石油精製株式会社 

住友商事株式会社 

住友信託銀行株式会社 

セーレン株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

帝人株式会社 

株式会社デンソー 

東海ゴム工業株式会社 

東京海上日動火災保険株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

株式会社日本航空 

日本電気株式会社 

日本マクドナルドホールディングス株式会社 

日本郵船株式会社 

日本ユニシス株式会社 

株式会社日立システムアンドサービス 

株式会社日立製作所 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

本田技研工業株式会社 

丸紅株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱商事株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

株式会社リコー 
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７．退職者ボランティア支援 
 

アサヒビール株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

株式会社資生堂 

住友商事株式会社 

株式会社デンソー 

東海ゴム工業株式会社 

東京ガス株式会社 

東京電力株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

富士重工業株式会社 

マツダ株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井製糖株式会社 

三井物産株式会社 

株式会社三越 

三菱地所株式会社 

 ８．マッチング･ギフト 
 

あいおい損害保険株式会社 

愛知製鋼株式会社 

アサヒビール株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

アルプス電気株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

ＳＭＫ株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

オムロン株式会社 

花王株式会社 

関西電力株式会社 

キッコーマン株式会社 

キヤノン株式会社 

キユーピー株式会社 

グンゼ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

コニカミノルタホールディングス株式会社 

株式会社小松製作所 

サノフィ・アベンティス株式会社 

サンデン株式会社 

三和ホールディングス株式会社 

株式会社資生堂 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

住友化学株式会社 

住友商事株式会社 

住友生命保険相互会社 

住友電気工業株式会社 

セイコーエプソン株式会社 

積水化学工業株式会社 

積水ハウス株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

株式会社損害保険ジャパン 

第一生命保険相互会社 

大日本印刷株式会社 

大和ハウス工業株式会社 

武田薬品工業株式会社 

株式会社デンソー 

株式会社電通 

東京海上日動火災保険株式会社 

凸版印刷株式会社 

豊田通商株式会社 

株式会社ニコン 

日興コーディアル証券株式会社 

日産自動車株式会社 

株式会社日清製粉グループ本社 

株式会社日本航空 

日本サムスン株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本郵船株式会社 

日本ユニシス株式会社 

株式会社野村総合研究所 

パイオニア株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

阪和興業株式会社 

日立キャピタル株式会社 

株式会社日立国際電気 

フィリップ モリス ジャパン株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

プロミス株式会社 

北陸電力株式会社 

ボッシュ株式会社 

丸紅株式会社 

三井化学株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三菱重工業株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱ＵＦＪ証券株式会社（三菱ＵＦＪフィナンシャル 

・グループ） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

明治製菓株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

株式会社リクルート 

株式会社リコー 



 

vi 

 ９．地域貢献運動 
 

株式会社ＩＨＩ 

あいおい損害保険株式会社 

愛三工業株式会社 

愛知製鋼株式会社 

アイフル株式会社 

旭化成グループ 

旭硝子株式会社 

アサヒビール株式会社 

味の素株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

株式会社ＡＤＥＫＡ 

株式会社アドバンテスト 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

アンリツ株式会社 

株式会社伊勢丹 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

イビデン株式会社 

ウシオ電機株式会社 

宇部興産株式会社 

日本におけるＡＩＧグループ （アリコ、ＡＩＧスター、 

ＡＩＧエジソン、ＡＩＵ、ＡＨＡ) 

エスエス製薬株式会社 

ＳＭＫ株式会社 

ＳＧホールディングス株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

株式会社荏原製作所 

王子製紙株式会社 

大阪ガス株式会社 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

株式会社オハラ 

オムロン株式会社 

オムロン  ヘルスケア株式会社 

川崎汽船株式会社 

九州電力株式会社 

キユーピー株式会社 

協和発酵キリン株式会社(旧 協和発酵工業株式 

会社) 

株式会社熊谷組 

グンゼ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

コクヨ株式会社 

コニカミノルタホールディングス株式会社 

株式会社小松製作所 

サッポロホールディングス株式会社 

三機工業株式会社 

サンデン株式会社 

サントリー株式会社 

三和ホールディングス株式会社 

株式会社滋賀銀行 

四国電力株式会社 

株式会社資生堂 

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式 

会社（旧 日興シティホールディングス株式 

会社（シティグループ）） 

シティバンク銀行株式会社（シティグループ） 

シャープ株式会社 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

住友化学株式会社 

住友ゴム工業株式会社 

住友商事株式会社 

住友信託銀行株式会社 

住友生命保険相互会社 

住友電気工業株式会社 

セイコーエプソン株式会社 

セーレン株式会社 

積水化学工業株式会社 

積水ハウス株式会社 

全日本空輸株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

株式会社損害保険ジャパン 

第一三共グループ 

株式会社ダイエー 

大成建設株式会社 

大日本印刷株式会社 

大日本塗料株式会社 

大豊工業株式会社 

株式会社大丸 

株式会社大和証券グループ本社 

株式会社髙島屋 

株式会社タムラ製作所 

中国電力株式会社 

株式会社ツムラ 

帝人株式会社 

株式会社デンソー 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京ガス株式会社 

東京電力株式会社 

株式会社東芝 

株式会社東和銀行 

ＴＯＴＯ株式会社 

凸版印刷株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

トヨタ車体株式会社 

豊田通商株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

株式会社ニコン 

日興コーディアル証券株式会社 

日産自動車株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本カーリット株式会社 

日本ガイシ株式会社 

株式会社日本航空 

日本サムスン株式会社 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

日本通運株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本郵船株式会社 

日本ユニシス株式会社 

株式会社野村総合研究所 

野村ホールディングス株式会社 

パイオニア株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

株式会社パレスホテル 

阪神高速道路株式会社 

阪和興業株式会社 

日立化成工業株式会社 

日立キャピタル株式会社 

日立金属株式会社 

株式会社日立製作所 

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

日立マクセル株式会社 

富士重工業株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

富士通株式会社 

プロミス株式会社 



 

vii 

本田技研工業株式会社 

マツダ株式会社 

丸紅株式会社 

ミズノ株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井物産株式会社 

三井不動産株式会社 

株式会社三越 

三菱化学株式会社 

三菱自動車工業株式会社 

三菱重工業株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱マテリアル株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

明治製菓株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

ヤマハ株式会社 

ヤマハ発動機株式会社 

ライオングループ 

株式会社リコー 

株式会社ルネサステクノロジ 

 10．ボランティア情報提供 
 

あいおい損害保険株式会社 

愛三工業株式会社 

愛知製鋼株式会社 

アイフル株式会社 

旭化成グループ 

旭硝子株式会社 

朝日生命保険相互会社 

アサヒビール株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

株式会社アドバンテスト 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

イオンリテール株式会社（イオン株式会社） 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

株式会社イトーヨーカ堂 

宇部興産株式会社 

エスエス製薬株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

株式会社荏原製作所 

大阪ガス株式会社 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

オムロン株式会社 

オムロン  ヘルスケア株式会社 

カシオ計算機株式会社 

鹿島建設株式会社 

川崎汽船株式会社 

関西電力株式会社 

キッコーマン株式会社 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

九州電力株式会社 

キユーピー株式会社 

共同印刷株式会社 

協和発酵キリン株式会社(旧 協和発酵工業株式 

会社) 

株式会社熊谷組 

グンゼ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

コクヨ株式会社 

株式会社小松製作所 

サノフィ・アベンティス株式会社 

三機工業株式会社 

サントリー株式会社 

三和ホールディングス株式会社 

株式会社滋賀銀行 

株式会社資生堂 

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式 

会社（旧 日興シティホールディングス株式 

会社（シティグループ）） 

シティバンク銀行株式会社（シティグループ） 

清水建設株式会社 

シャープ株式会社 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

新光証券株式会社 

新日本石油株式会社・新日本石油精製株式会社 

住友商事株式会社 

住友信託銀行株式会社 

住友生命保険相互会社 

住友林業株式会社 

セイコーエプソン株式会社 

セーレン株式会社 

積水ハウス株式会社 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

株式会社損害保険ジャパン 

第一三共グループ 

第一生命保険相互会社 

株式会社ダイエー 

大日本塗料株式会社 

大豊工業株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社髙島屋 

武田薬品工業株式会社 

田中貴金属工業株式会社 

中国電力株式会社 

電源開発株式会社 

株式会社デンソー 

株式会社電通 

東海ゴム工業株式会社 

株式会社東海理化 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京ガス株式会社 

東京電力株式会社 

株式会社東芝 

東邦ガス株式会社 

東レ株式会社 

トーア再保険株式会社 

ＴＯＴＯ株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

トヨタ車体株式会社 

豊田通商株式会社 

トヨタ紡織株式会社 



 

viii 

株式会社ニコン 

日産自動車株式会社 

株式会社日清製粉グループ本社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

株式会社日本航空 

日本サムスン株式会社 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本ハム株式会社 

日本マクドナルドホールディングス株式会社 

日本郵船株式会社 

日本ユニシス株式会社 

野村ホールディングス株式会社 

パイオニア株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

日立化成工業株式会社 

日立キャピタル株式会社 

日立金属株式会社 

株式会社日立国際電気 

株式会社日立システムアンドサービス 

株式会社日立製作所 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

株式会社日立プラントテクノロジー 

フィリップ モリス ジャパン株式会社 

富士重工業株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

株式会社フジタ 

富士通株式会社 

富士電機ホールディングス株式会社 

株式会社北越銀行 

ボッシュ株式会社 

本田技研工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

マツダ株式会社 

丸紅株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井物産株式会社 

三井不動産株式会社 

株式会社三越 

三菱重工業株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

ヤマハ発動機株式会社 

ライオングループ 

株式会社リコー 

リコーリース株式会社 

11．ボランティア機会提供 
 

愛知製鋼株式会社 

アイフル株式会社 

アサヒビール株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

株式会社アドバンテスト 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

アンリツ株式会社 

イオンリテール株式会社（イオン株式会社） 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

株式会社イトーヨーカ堂 

宇部興産株式会社 

エスエス製薬株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 

株式会社荏原製作所 

大阪ガス株式会社 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

株式会社奥村組 

オムロン株式会社 

オムロン  ヘルスケア株式会社 

関西電力株式会社 

キッコーマン株式会社 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

九州電力株式会社 

キユーピー株式会社 

株式会社熊谷組 

ＫＤＤＩ株式会社 

コクヨ株式会社 

サノフィ・アベンティス株式会社 

サントリー株式会社 

株式会社滋賀銀行 

株式会社資生堂 

シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式 

会社（旧 日興シティホールディングス株式 

会社（シティグループ）） 

シティバンク銀行株式会社（シティグループ） 

清水建設株式会社 

シャープ株式会社 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

新光証券株式会社 

新日本石油株式会社・新日本石油精製株式会社 

住友ゴム工業株式会社 

住友商事株式会社 

住友信託銀行株式会社 

住友生命保険相互会社 

住友林業株式会社 

セーレン株式会社 

積水ハウス株式会社 

株式会社セブン－イレブン・ジャパン 

全日本空輸株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

ソフトバンクテレコム株式会社 

ソフトバンクモバイル株式会社 

株式会社損害保険ジャパン 

第一三共グループ 

大日本印刷株式会社 

大日本塗料株式会社 

大豊工業株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

大和ハウス工業株式会社 

株式会社髙島屋 

田中貴金属工業株式会社 



 

ix 

株式会社タムラ製作所 

中国電力株式会社 

株式会社デンソー 

株式会社電通 

東海ゴム工業株式会社 

株式会社東海理化 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京ガス株式会社 

東京電力株式会社 

株式会社東芝 

東邦ガス株式会社 

東レ株式会社 

ＴＯＴＯ株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

トヨタ車体株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

株式会社ニコン 

日産自動車株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本ガイシ株式会社 

株式会社日本航空 

日本サムスン株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本ハム株式会社 

日本マクドナルドホールディングス株式会社 

日本郵船株式会社 

日本ユニシス株式会社 

野村ホールディングス株式会社 

パイオニア株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

日立キャピタル株式会社 

株式会社日立システムアンドサービス 

株式会社日立製作所 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

株式会社日立プラントテクノロジー 

フィリップ モリス ジャパン株式会社 

富士重工業株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

富士電機ホールディングス株式会社 

株式会社北越銀行 

ボッシュ株式会社 

本田技研工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

マツダ株式会社 

丸紅株式会社 

ミズノ株式会社 

三井化学株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井物産株式会社 

三井不動産株式会社 

三菱重工業株式会社 

三菱商事株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱ＵＦＪ証券株式会社（三菱ＵＦＪフィナンシャル 

・グループ） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

明治安田生命保険相互会社 

ヤマハ発動機株式会社 

ライオングループ 

株式会社リコー 

リコーリース株式会社 

 12．施設開放 
 

愛三工業株式会社 

愛知製鋼株式会社 

旭化成グループ 

旭硝子株式会社 

朝日生命保険相互会社 

アサヒビール株式会社 

味の素株式会社 

アジレント・テクノロジー株式会社 

株式会社ＡＤＥＫＡ 

株式会社アドバンテスト 

アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） 

アンリツ株式会社 

伊藤忠商事株式会社 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 

イビデン株式会社 

宇部興産株式会社 

エーザイ株式会社 

ＳＭＫ株式会社 

ＳＧホールディングス株式会社 

ＮＥＣフィールディング株式会社 

株式会社荏原製作所 

大阪ガス株式会社 

沖電気工業株式会社（ＯＫＩグループ） 

株式会社オハラ 

オムロン株式会社 

関西電力株式会社 

キッコーマン株式会社 

キユーピー株式会社 

共同印刷株式会社 

協和発酵キリン株式会社(旧 協和発酵工業株式 

会社) 

グンゼ株式会社 

ＫＤＤＩ株式会社 

コニカミノルタホールディングス株式会社 

株式会社小松製作所 

サッポロホールディングス株式会社 

サンデン株式会社 

株式会社滋賀銀行 

四国電力株式会社 

株式会社資生堂 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ） 

新日本石油株式会社・新日本石油精製株式会社 

住友化学株式会社 

住友ゴム工業株式会社 

住友商事株式会社 

住友電気工業株式会社 

セイコーエプソン株式会社 

セーレン株式会社 

積水化学工業株式会社 

積水ハウス株式会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

株式会社損害保険ジャパン 

大成建設株式会社 

大豊工業株式会社 

株式会社大和証券グループ本社 

武田薬品工業株式会社 

株式会社武富士 

株式会社タムラ製作所 

中国電力株式会社 

株式会社中電工 

帝人株式会社 

株式会社デンソー 

株式会社電通 

東海ゴム工業株式会社 

株式会社東海理化 



 

x 

東京海上日動火災保険株式会社 

東京電力株式会社 

株式会社東芝 

東レ株式会社 

ＴＯＴＯ株式会社 

株式会社トクヤマ 

凸版印刷株式会社 

トヨタ自動車株式会社 

株式会社豊田自動織機 

トヨタ車体株式会社 

豊田通商株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

株式会社ニコン 

日興コーディアル証券株式会社 

日産自動車株式会社 

株式会社日清製粉グループ本社 

株式会社日本航空 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

日本通運株式会社 

日本電気株式会社 

日本電信電話株式会社 

日本ハム株式会社 

日本郵船株式会社 

パイオニア株式会社 

パナソニック株式会社（旧 松下電器産業株式 

会社） 

株式会社パレスホテル 

阪和興業株式会社 

東日本旅客鉄道株式会社 

日立化成工業株式会社 

日立金属株式会社 

株式会社日立システムアンドサービス 

株式会社日立製作所 

株式会社日立ハイテクノロジーズ 

日立マクセル株式会社 

富士重工業株式会社 

富士ゼロックス株式会社（富士フイルムホール 

ディング グループ） 

富士通株式会社 

富士電機ホールディングス株式会社 

株式会社ベネッセコーポレーション 

株式会社北越銀行 

本田技研工業株式会社 

前田建設工業株式会社 

マツダ株式会社 

丸紅株式会社 

ミズノ株式会社 

三井住友海上火災保険株式会社 

株式会社三井住友銀行 

三井不動産株式会社 

三菱化学株式会社 

三菱自動車工業株式会社 

三菱重工業株式会社 

三菱地所株式会社 

三菱電機株式会社 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 

三菱マテリアル株式会社 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

明治製菓株式会社 

モルガン・スタンレー証券株式会社 

ヤマハ株式会社 

ヤマハ発動機株式会社 

横河電機株式会社 

ライオングループ 

株式会社リコー 

株式会社ルネサステクノロジ 

レンゴー株式会社 

 13．その他 
 

株式会社青森銀行 

アンリツ株式会社 

株式会社奥村組 

鹿島建設株式会社 

川崎汽船株式会社 

キッコーマン株式会社 

九州電力株式会社 

シチズンホールディングス株式会社 

株式会社ジャパンエナジー（新日鉱グループ）

住友生命保険相互会社 

ソニー株式会社（ソニーグループ） 

株式会社損害保険ジャパン 

中国電力株式会社 

トヨタ紡織株式会社 

日本アイ・ビー・エム株式会社 

日本たばこ産業株式会社（ＪＴ） 

野村ホールディングス株式会社 

フィリップ モリス ジャパン株式会社 

株式会社みずほフィナンシャルグループ 

 

以 上 


