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News Release

平成 28 年度 製造請負優良適正事業者 21 社を認定
平成 28 年度厚生労働省委託事業「請負事業適正化・雇用管理改善推進事業」を行う製造請負事業改善
推進協議会（以下「協議会」という。
）は、
「平成 28 年度 製造請負優良適正事業者（有効期間：平成 29
年４月１日～平成 32 年 3 月 31 日）
」21 社を本日発表いたしました。
認定事業者は、指定審査機関が審査認定し、平成 29 年３月 22 日に開催された製造請負優良適正事業
者認証委員会（以下「認証委員会」という。）による適正な審査過程等の評価の確認を経て認証されまし
た。平成 28 年度認定事業者を含めて、認定を受けている事業者は合計 54 社となりました。
● 「製造請負優良適正事業者認定制度（GJ 認定制度）」の概要




「製造請負優良適正事業者認定制度」
（以下「GJ 認定制度」という。
）は、
「製造業の請負事業の雇用
管理の改善及び適正化の促進に取り組む請負事業主が講ずべき措置に関するガイドライン」
（平成 19
年厚生労働省策定）にもとづく審査基準によって、適正な請負体制を推進し、雇用管理の改善を実現
する管理体制・実施能力を有する請負事業者を、
「優良適正事業者」として認定する制度です。
GJ 認定制度は、平成 22 年度より厚生労働省の委託事業（請負事業適正化・雇用管理改善推進事業）
として、製造請負事業改善推進協議会（事務局：一般社団法人日本生産技能労務協会）が運営を行っ
ています（http://www.js-gino.org/mhlw/）
。

● 平成 28 年度


製造請負優良適正事業者一覧 （認定有効期間：平成 29 年４月１日～平成 32 年３月 31 日）

新規に認定された事業者（製造請負優良適正事業者認定が初回の事業者）
認定番号



事業者名

2016001(01)

株式会社ミヤザワ

神奈川県茅ヶ崎市萩園 2721 番地

2016002(01)

株式会社テクノクリエイティブ

熊本県熊本市中央区神水二丁目 9 番 1 号

2016003(01)

株式会社クリエイト

広島県広島市西区己斐本町二丁目 6 番 6 号

認定が２回目となる事業者（平成 25 年度に初回認定）
認定番号



登記上の本店所在地

事業者名

登記上の本店所在地

2013001(02)

由良アイテック株式会社

愛知県知多郡武豊町字下田 29 番地の 1

2013002(02)

株式会社塚腰サービス

京都府京都市下京区木津屋橋通大宮東入上之町 444 番地

2013003(02)

株式会社フジワーク

大阪府高槻市北園町 16 番 23 号

2013004(02)

マルアイユニティー株式会社

愛知県豊橋市中岩田五丁目 6 番地 17

2013005(02)

株式会社アクティー

愛知県豊橋市東光町 7 番地の 1

2013006(02)

ワークスタッフ株式会社

茨城県守谷市ひがし野一丁目 29 番地 14 ワーク MK ビル

認定が３回目となる事業者（平成 22 年度に初回認定）
認定番号

事業者名

登記上の本店所在地

2010001(03)

株式会社平山

東京都港区港南一丁目 8 番 40 号 A-PLACE 品川 6 階

2010002(03)

エヌエス・テック株式会社

神奈川県横浜市鶴見区中央四丁目 14 番 14 号

2010003(03)

フジアルテ株式会社

大阪府大阪市港区磯路一丁目 6 番 19 号

2010004(03)

株式会社ヒューマンアイ

東京都八王子市東町 9 番 10 号明治生命八王子ビル 7 階

2010005(03)

日総工産株式会社

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目 4 番 1 号

2010006(03)

株式会社三幸コーポレーション

静岡県沼津市柳町 1 番 50 号

1

2010007(03)

株式会社ジャパンクリエイト

大阪府大阪市淀川区東三国四丁目 3 番 1 号

2010008(03)

株式会社ウイルテック

大阪府大阪市淀川区東三国四丁目 3 番 1 号

2010009(03)

東京都大田区西蒲田七丁目 23 番 3 号日研第一ビル

2010011(03)

日研トータルソーシング株式会社
日本マニュファクチャリングサービス
株式会社
株式会社イカイアウトソーシング

2010013(03)

株式会社日本ケイテム

京都府京都市下京区七条通猪熊東入ル西八百屋町 160 番地

2010010(03)

東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
静岡県沼津市北高島町 21 番 1 号

＜参考：平成 27 年度までに認定された製造請負優良適正事業者＞
認定番号

事業者名

認定番号

事業者名

2011001(02)

ビューテック株式会社

2012005(02)

株式会社グロップジョイ

2011002(02)

ＵＴエイム株式会社

2012006(02)

株式会社セントラルサービス

2011003(02)

株式会社トータルマネジメントビジネス

2012007(02)

株式会社イカイコントラクト

2011004(02)

三島光産株式会社

2012008(02)

サンヴァーテックス株式会社

2011005(02)

株式会社エー・オー・シー

2014001(01)

株式会社ワイズ

2011006(02)

株式会社エフエージェイ

2014002(01)

株式会社新開トランスポートシステムズ

2011007(02)

株式会社イカイプロダクト

2014003(01)

株式会社アバンセコーポレーション

2011008(02)

株式会社ＴＴＭ

2014004(01)

テクノレイク株式会社

2011009(02)

株式会社シグマテック

2014005(01)

株式会社エス・エス産業

2011010(02)

ディーピーティー株式会社

2014006(01)

株式会社トーコー

2011011(02)

株式会社エイジェック

2015001(01)

株式会社ワールドインテック

2011012(02)

株式会社イカイインダストリィ

2015002(01)

株式会社カインズサービス

2011013(02)

東洋ワーク株式会社

2015003(01)

株式会社アソウ・アルファ

2011014(02)

ランスタッド株式会社

2015004(01)

株式会社総合プラント

2012001(02)

株式会社サンキョウテクノスタッフ

2015005(01)

株式会社ＫＧテクノサービス

2012002(02)

株式会社ワークスタッフ

2015006(01)

株式会社テクノスマイル

2012003(02)

川相商事株式会社

製造請負優良適正事業者「公式認定マーク」
＜公式認定マーク＞
ユーザー企業に「質の高い請負サービス」を提供でき、同時に働く人に対して「質の高い雇用機会」
を提供できる請負企業としての「良い仕事（Good Job）」の頭文字（G と J）で表現しました。

【審査結果の認証】
○ 認証委員会は、優良適正事業者の審査認定を行う指定審査機関に対して「審査指定・指導管理・（審査認定行為の）
認証等」を行う第三者機関です。
＜委員（敬称略・50 音順）＞
 委員長
大木 栄一 （玉川大学経営学部国際経営学科 教授）
 委員長代理 青木 宏之 （香川大学経済学部経営システム学科 教授）
 委員
石崎 克哉 （ＵＡゼンセン人材サービスゼネラルユニオン 事務局長）
 委員
小林 良暢 （グローバル産業雇用総合研究所 所長）
 委員
平田 薫
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 経済政策部 主任研究員）
【平成 28 年度指定審査機関（№201601 号） 一般社団法人 日本生産技能労務協会」】
○ 創立 ：1989 年 12 月、 事務局所在地： 東京都港区新橋４－５－１ アーバン新橋ビル９F
○ 会員数：正会員 95 社、賛助会員 46 社（2017 年３月１日現在）

【お問い合わせ先】
製造請負事業改善推進協議会

事務局

TEL:(03)-6721-5361 FAX:(03)-6721-5362
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E-mail: kyogikai@js-gino.org

