
※各企業・団体から登録いただいたＵＲＬ等の情報をそのまま掲載しています。

企業・団体名 本社の所在する都道府県 業種 公表リ ンク（サイトのＵＲＬ）

株式会社セイコーマート 北海道 卸売業、小売業 www.secoma.co.jp

国立大学法人北海道大学 北海道 教育、学習支援業 https://www.hokudai.ac.jp/covid-19/pdf/20210517_HokkaidoUniv_lv3.pdf

一般社団法人寒地港湾空港技術研究センター 北海道 サービス業（他に分類されないもの） https://www.kanchi.or.jp/

明治コンサルタント株式会社 北海道 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.meicon.co.jp/news/news832/

学校法人札幌大谷学園　札幌大谷大学・札幌大谷大

学短期大学部
北海道 教育、学習支援業 https://www.sapporo-otani.ac.jp/

北武コンサルタント株式会社 北海道 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.hokubu-c.co.jp/web/main/news/page/2021.html

株式会社HRC研究所 北海道 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.hrc-ri.co.jp/website/main/news/news8/index.html

株式会社アレフ 北海道 宿泊業、飲食サービス業 https://www.aleph-inc.co.jp/company/download/

北海道電力株式会社 北海道 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.hepco.co.jp/corona_efforts_status/index.html

北海道農業共済組合連合会 北海道 金融業、保険業 https://www.hknosai.or.jp/

北央道路工業株式会社 北海道 建設業 https://hokuodorokogyo.co.jp/

国立大学法人小樽商科大学 北海道 教育、学習支援業 https://www.otaru-uc.ac.jp/news/159749/

一般社団法人洞爺湖温泉観光協会 北海道 運輸業、郵便業 https://www.laketoya.com/news/21_covid/

株式会社菅原組 北海道 建設業 https://www.sugawaragumi.co.jp/

学校法人　札幌学院大学 北海道 教育、学習支援業 https://www.sgu.ac.jp/information/corona-info-attendance.html

株式会社ロンドマーク 北海道 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.rondomark.jp/news/2020/04/07/1045/

株式会社北海道銀行 北海道 金融業、保険業 https://www.hokkaidobank.co.jp/common/dat/2021/0521/1621555193493788553.pdf

トヨタ自動車北海道株式会社 北海道 製造業 https://www.tmh.co.jp/新型コロナウイルス感染予防に関する主な取組み

学校法人北海道武蔵女子学園　　北海道武蔵女子短

期大学
北海道 教育、学習支援業 https://musashi-jc.ac.jp/news/1758/

株式会社コンシス 青森県 情報通信業 https://www.consis.jp/7814.html

一般社団法人岩手県獣医師会 岩手県 分類不能の産業 https://www.ivma.jp

メディアテック株式会社 宮城県 情報通信業 https://www.media-tek.co.jp/index.html

東京コンピュータサービス株式会社 宮城県 情報通信業 https://www.tcs-ipnet.co.jp/pdf/news2021011801.pdf

株式会社コンピュータシステム研究所 宮城県 情報通信業 https://www.cstnet.co.jp/topics/200408.html

株式会社ナナイロ 宮城県 情報通信業 https://nanairo-inc.jp/news/detail---id-172.html

テクノ・マインド株式会社 宮城県 情報通信業 https://www.tmc.co.jp/topics/notices/新型コロナウイルス対応について（６月以降）

東北電力株式会社 宮城県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.tohoku-epco.co.jp/information/1220434_2521.html

株式会社ビーエステクノ 宮城県 卸売業、小売業 https://bstechno.co.jp/

寒河江ガス株式会社 山形県 電気・ガス・熱供給・水道業 www.sagaegas.jp

有限会社ワイ・エム・シー 山形県 製造業 https://mekki-ymc.co.jp/

株式会社メタジェン 山形県 学術研究、専門・技術サービス業 https://metagen.co.jp/news/2021/05/01137.html#001137

龍澤山善寳寺 山形県 分類不能の産業 http://ryuoson.jp/1309/

Spiber 株式会社 山形県 分類不能の産業 https://www.spiber.inc/news/detail/id=437

ハンズバリュー株式会社 山形県 サービス業（他に分類されないもの） https://handsvalue.jp/covi19

福島送電株式会社 福島県 電気・ガス・熱供給・水道業
https://www.fukushimasouden.jp/2021/05/17/福島県新型コロナウイルス感染症非常事態宣言-を受けた-新型コロ

ナウイルス感染予防対応について/

日東紡績株式会社 福島県 製造業 https://www.nittobo.co.jp/news/pdf/20210901_COVID-19.pdf

阿武隈急行株式会社 福島県 運輸業、郵便業 http://www.abukyu.co.jp

国立大学法人福島大学 福島県 教育、学習支援業 https://www.fukushima-u.ac.jp//korona.html

国立研究開発法人防災科学技術研究所 茨城県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.bosai.go.jp/notice/coronavirus.html

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 茨城県 分類不能の産業 https://www.jaea.go.jp/news/newsbox/2020/022801/

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 茨城県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.naro.go.jp/other/laboratory/naro/135412.html

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター 茨城県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jircas.go.jp/ja/announce/20210525

国立研究開発法人物質・材料研究機構 茨城県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.nims.go.jp/siteinfo/info/covid19_202105270.html

国立研究開発法人国立環境研究所 茨城県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.nies.go.jp/whatsnew/2020/20200507/20200507_1.html

関東鉄道株式会社 茨城県 運輸業、郵便業 https://www.kantetsu.co.jp/img/news/2021/21060101/info.pdf

株式会社ＴＫＣ 栃木県 情報通信業 https://www.tkc.jp/corona_info/

株式会社TMC経営支援センター 栃木県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.tmc-jinji.com/info/68

株式会社TMC給与計算センター 栃木県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.tmc-jinji.com/info/68

株式会社インプローブ 群馬県 情報通信業 https://improve-inc.net/

株式会社石井工業 群馬県 建設業 http://www.ishii-industry.jp/works/topics/index.html

学校法人ＭＧＬ学園 群馬県 教育、学習支援業 https://mgl.ac.jp/information/12241.html

一般社団法人　前橋林業土木協会 群馬県 サービス業（他に分類されないもの） http://maebashirdk.g2.xrea.com/covid-m.html

桐生瓦斯株式会社 群馬県 電気・ガス・熱供給・水道業 http://www.kiryu-gas.co.jp/information/202106_001.html

株式会社キョーリク 埼玉県 教育、学習支援業 https://www.socra.jp

有限会社KuniedaDataService 埼玉県 情報通信業 https://www.kunieda-ds.com

株式会社　A.K.A. 埼玉県 教育、学習支援業 www.akaenglish.com

独立行政法人　水資源機構 埼玉県 分類不能の産業 https://www.water.go.jp

ツルゲン情報㈱ 埼玉県 卸売業、小売業 http://www.ne.jp/asahi/tsurugen/joho

特定非営利活動法人　新座子育てネットワーク 埼玉県 医療、福祉 https://www.ccn.niiza-ksdt.com/

有限会社ティ辞書企画 埼玉県 情報通信業 https://www.tdic.co.jp/%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/231

株式会社まんまるeねっと 埼玉県 サービス業（他に分類されないもの）
https://manmaru-

e.net/2021/05/18/%e3%81%84%e3%81%ae%e3%81%a1%e3%82%92%e5%a4%a7%e5%88%87%e3

Jinji社会保険労務士法人 埼玉県 サービス業（他に分類されないもの） https://jinji-sr.jp/2021/05/20/jinji/

ヒューマネコンサルティング株式会社 埼玉県 サービス業（他に分類されないもの） http://humane-c.co.jp/

ベストプランナー合同会社 埼玉県 卸売業、小売業 https://bestplanner.co.jp/telework-practice/

国立研究開発法人理化学研究所 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.riken.jp/covid-19/

国立研究開発法人科学技術振興機構 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jst.go.jp/osirase/2021/20210525.html

株式会社ムー・インターナショナル 埼玉県 医療、福祉 https://www.moo-international.com

株式会社ソウコビズ 埼玉県 不動産業、物品賃貸業
https://www.e-

souko.biz/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3

株式会社ホウユウ 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.houyuu.co.jp/archives/3762

増木工業株式会社 埼玉県 建設業 http://www.masuki.net/attention/2021/06/post-360.html

独立行政法人農林水産消費安全技術センター 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.famic.go.jp/public_information/sonota/shukkin_kaihi.html

株式会社シーエスエンジニアズ 埼玉県 サービス業（他に分類されないもの） http://www.cseng.co.jp/

株式会社トレパル 埼玉県 医療、福祉 https://torepal.co.jp/

株式会社　龜屋 埼玉県 製造業 https://www.koedo-kameya.com/company.html

株式会社システムインテグレータ 埼玉県 情報通信業 https://recruit.sint.co.jp/out_eval/

ＧＳＲコンサルティング株式会社 埼玉県 不動産業、物品賃貸業 https://gsr-consulting.com/archives/8314

有限会社 ジェナイトミュージックファクトリー 埼玉県 生活関連サービス業、娯楽業 http://zmf.co.jp/news/

共同技研化学株式会社 埼玉県 製造業 http://www.kgk-tape.co.jp

株式会社ティー・アイ・シー 埼玉県 情報通信業 http://www.ticstage.co.jp/company/telework.html

株式会社エンプラス 埼玉県 製造業 https://www.enplas.co.jp/news/ir-news/7637/

MMG税理士法人 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.mmg.jpn.org/article/199

株式会社　エムエムジー経営研究所 埼玉県 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.mmg.jpn.org/article/199

ＵＤトラックス株式会社 埼玉県 製造業 https://www.udtrucks.com/japan/responding-to-covid-19

ホットホリデー合同会社 千葉県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.hotholiday.jp/company/

株式会社ケーヨー 千葉県 卸売業、小売業 https://www.keiyo.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/telework_ratio.pdf

清和大学 千葉県 教育、学習支援業 http://www.seiwa-univ.ac.jp/news/info_20200306.html

清和大学短期大学部 千葉県 教育、学習支援業 http://www.seiwa-jc.ac.jp/topics/webdir/200305.html

リハコンテンツ株式会社 千葉県 医療、福祉 https://rehapride.co.jp/covid-19/

学校法人鉄蕉館　亀田医療大学 千葉県 教育、学習支援業 http://www.kameda.ac.jp/university/info/index.html

出勤者数の削減に関する公表状況（1月11日時点：登録数1047）
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株式会社トライ・インターナショナル 千葉県 宿泊業、飲食サービス業 https://try-international.co.jp/remote_working/

株式会社マツモトキヨシホールディングス 千葉県 卸売業、小売業 https://www.matsumotokiyoshi-hd.co.jp/

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 千葉県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.qst.go.jp/site/about-qst/39078.html

京葉瓦斯株式会社 千葉県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.keiyogas.co.jp/info/20210405-k01.html

東洋エンジニアリング株式会社 千葉県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.toyo-eng.com/jp/ja/company/news/?n=800

京成電鉄株式会社 千葉県 運輸業、郵便業 https://www.keisei.co.jp/information/files/info/20211012_165252609582.pdf

新京成電鉄株式会社 千葉県 運輸業、郵便業 https://www.shinkeisei.co.jp/official/wp-content/uploads/2021/06/20210603_torikumi.pdf

北総鉄道株式会社 千葉県 運輸業、郵便業 https://www.hokuso-railway.co.jp/hokuso-railwaycms/wp-content/uploads/2021/06/20210608.pdf

公益財団法人 日本適合性認定協会 東京都 分類不能の産業 https://www.jab.or.jp/news/2020/040202.html

株式会社ショーケース 東京都 情報通信業 https://www.showcase-tv.com/pressrelease/20210315teleworkaward/

株式会社リコー 東京都 複合サービス事業 https://jp.ricoh.com/about/empowering-each-other/remote_work

公益社団法人　インテリア産業協会 東京都 分類不能の産業 https://www.interior.or.jp/

一般社団法人日本レコード協会 東京都 分類不能の産業 https://www.riaj.or.jp/f/news/index202105.html

株式会社 日本HP 東京都 情報通信業 https://jp.ext.hp.com/hp-information/about-hpjapan/

住友金属鉱山株式会社 東京都 鉱業、採石業、砂利採取業 https://www.smm.co.jp/notice/210427.html

株式会社立川都市センター 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 http://www.t-t-c.co.jp

バンザイシステム 東京都 情報通信業 https://banzaisystem.com

日本化学繊維協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jcfa.gr.jp/news_post/news/news-1959/

特定非営利活動法人映像産業振興機構 東京都 分類不能の産業 https://www.vipo.or.jp/news/23222/

一般社団法人 全国青色申告会総連合 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.zenaoirobr.jp/news/index01490000.html

一般社団法人日本映画テレビ技術協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://www.mpte.jp/

株式会社ワンオールシステム 東京都 情報通信業 http://www.one-all.co.jp

株式会社オプティマ 東京都 情報通信業

https://www.opt.co.jp/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4

%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e3%81%ab%e5%af%be%e5%bf%9c

%e3%81%97%e3%81%9f%e5%9c%a8%e5%ae%85%e5%8b%a4%e5%8b%99-2/

日本鉄道システム輸出組合 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jorsa.or.jp/ja/news/detail.php?id=1728

株式会社ニーズウェル 東京都 情報通信業 https://www.needswell.com/2021051402

一般社団法人 日本冷凍空調工業会 東京都 分類不能の産業 https://www.jraia.or.jp/webmagazine/detail.html?n=397&g=675

チムニー株式会社 東京都 宿泊業、飲食サービス業 https://www.chimney.co.jp/

株式会社　旭フーズ 東京都 卸売業、小売業 https://asahifoods.jp/

公益社団法人日本コンクリート工学会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jci-net.or.jp/j/topics_tmp/topics_20210512.pdf

公益社団法人リース事業協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.leasing.or.jp/

booost technologies株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://booost-tech.com/archives/1026

株式会社エムアイセブンジャパン 東京都 卸売業、小売業 https://www.mi7.co.jp/

全国赤帽軽自動車運送協同組合連合会 東京都 運輸業、郵便業 https://www.akabou.jp/topics/?op=release&wit=0&id=817

ルーセント・グローバル株式会社 東京都 情報通信業 http://www.lucent-global.co.jp/list.php?page=1

株式会社イーブックイニシアティブジャパン 東京都 複合サービス事業 https://recruit.ebookjapan.jp/

株式会社ＮＪＳ 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.njs.co.jp/

日本羊腸輸入組合 東京都 卸売業、小売業 http://www.jnsca.or.jp/

株式会社日本能率協会コンサルティング 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jmac.co.jp/news/news/info20200219.html

テルモ株式会社 東京都 製造業 https://www.terumo.co.jp/covid-19/faq/

旭化成株式会社 東京都 製造業 https://www.asahi-kasei.com/jp/corona/

株式会社ジャパンレミットファイナンス 東京都 金融業、保険業 www.jpremit.com

HRガバナンス・リーダーズ株式会社 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.hrgl.jp/info/info-2183/

一般財団法人日韓産業技術協力財団 東京都 分類不能の産業 http://www.jke.or.jp/column/2021/531.html

株式会社サンライズ社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.snr.co.jp

丸の内熱供給株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.marunetu.co.jp/

花王株式会社 東京都 製造業 https://www.kao.com/jp/corporate/news/attendance/

株式会社電通国際情報サービス 東京都 情報通信業 https://www.isid.co.jp/telework.html

ビール酒造組合 東京都 分類不能の産業 https://brewers.or.jp/pdf/20210517_remote.pdf

一般財団法人ソフトウェア情報センター 東京都 分類不能の産業 https://www.softic.or.jp/

特許業務法人秀和特許事務所 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://shuwa.net/telework.html

一般社団法人　全国地質調査業協会連合会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.zenchiren.or.jp/

一般社団法人　日本ビルヂング協会連合会 東京都 不動産業、物品賃貸業 http://www.jboma.or.jp/news/2021/05/5388/

公益財団法人古紙再生促進センター 東京都 分類不能の産業 http://www.prpc.or.jp/file/about/Status_of_the%20number_of_employees_by_telework.pdf

株式会社プロントコーポレーション 東京都 宿泊業、飲食サービス業 http://www.pronto.co.jp

古河電気工業株式会社 東京都 製造業 https://www.furukawa.co.jp/news/update_20210517.html

サッポロホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.sapporoholdings.jp/announce/dit/?id=8643

株式会社センチュリー21・ジャパン 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.century21japan.co.jp/telework.html

いちご株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.ichigo.gr.jp/recruit/support/

いちご投資顧問株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.ichigo.gr.jp/recruit/support/

公益社団法人　経済同友会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.doyukai.or.jp/

公益財団法人 食品等流通合理化促進機構 東京都 分類不能の産業 http://www.ofsi.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/tele-work0517.pdf

株式会社モスフードサービス 東京都 卸売業、小売業 https://www.mos.co.jp/company/

株式会社西武ホールディングス 東京都 運輸業、郵便業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9024/tdnet/1957526/00.pdf

野村證券株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nomura.co.jp/introduc/news/2021/pdf/WFHratio.pdf

カシオ計算機株式会社 東京都 製造業 https://casio.jp/info/announcement/

日本たばこ産業株式会社 東京都 製造業 https://www.jti.co.jp/news/20210517_01.html

一般社団法人日本電子回路工業会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://jpca.jp/news/2021-04-23-01/

三菱ケミカル株式会社 東京都 製造業 https://www.m-chemical.co.jp/special_information/1209483_9247.html

株式会社つぼ八、つぼ八酒類販売株式会社 東京都 宿泊業、飲食サービス業 https://www.tsubohachi.jp/contents/2021/05/post-114.php

東レ株式会社 東京都 製造業 https://www.toray.co.jp/aboutus/information/inf200421.html

PayPay株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://paypay.ne.jp/files/publication/20210625meti_covid-19_attendance_paypay.pdf

デジタルアーツ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.daj.jp/webtopics/30/

株式会社ファミリーマート 東京都 卸売業、小売業 https://www.family.co.jp/info/info_20210518.html

日本貨物鉄道株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.jrfreight.co.jp

株式会社東京個別指導学院 東京都 教育、学習支援業 https://www.tkg-jp.com/pickup/detail.html?id=3689

ＡＧＣ株式会社 東京都 製造業 https://www.agc.com/covid19/pdf/news_20210518.pdf

株式会社LIXIL住宅研究所 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://www.lixil-jk.co.jp/pdf/2105teleworksuisin.pdf

株式会社Spelldata 東京都 情報通信業 https://join.spelldata.co.jp/about/telework_implementation_status.html

株式会社メディプロデュース 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.mediproduce.com

浅間商事株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.asama-shoji.co.jp/recruit/asama-telework/

シンジェンタ ジャパン株式会社 東京都 製造業 https://www.syngenta.co.jp/news/release/news_release/211007

株式会社全国鉄骨評価機構 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://www.zentetsuhyo.co.jp/pdf/1125/20201125_3.pdf

日本製紙株式会社 東京都 製造業 https://www.nipponpapergroup.com/csr/employee/telework.html

日本情報通信株式会社 東京都 情報通信業 https://www.niandc.co.jp/home/telework/

川崎重工業株式会社 東京都 製造業 https://www.khi.co.jp/remote.html

積水化学工業株式会社 東京都 製造業 https://www.sekisui.co.jp/news/2021/1361037_37322.html

エヌエヌ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nnlife.co.jp/company/messages/2021/20210107

株式会社ＵＡＣＪ 東京都 製造業 https://www.uacj.co.jp/covid-19.htm

アルー株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.alue.co.jp/

株式会社オリエントコーポレーション 東京都 金融業、保険業 https://www.orico.co.jp/company/corporate/efforts/healthmanagement/Infection.html

株式会社吉野家ホールディングス 東京都 宿泊業、飲食サービス業 https://www.yoshinoya-holdings.com/covid/

株式会社東光高岳 東京都 製造業 https://www.tktk.co.jp/#notice

伊藤忠商事株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.itochu.co.jp/ja/news/news/2021/1199857_1533.html

住友化学株式会社 東京都 製造業 https://www.sumitomo-chem.co.jp/news/detail/20210921.html

ＪＸ金属探開株式会社 東京都 鉱業、採石業、砂利採取業 https://www.nmm.jx-group.co.jp/covid-19/

日本電業工作株式会社 東京都 製造業 https://www.den-gyo.com/news/pdf/20210518.pdf
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株式会社大林組 東京都 建設業 https://www.obayashi.co.jp/telework.html

一般社団法人　保険医療福祉情報システム工業会 東京都 情報通信業 https://www.jahis.jp/topics_detail14/id=800

ルネサスエレクトロニクス株式会社 東京都 製造業 https://www.renesas.com/jp/ja/node/1547961

GMOインターネットグループ 東京都 情報通信業 https://www.gmo.jp/coronavirus/#section_telework

東亜道路工業株式会社 東京都 建設業 https://www.toadoro.co.jp/news/news/post-52.html

株式会社 資生堂 東京都 製造業 https://corp.shiseido.com/jp/notice/2021work.html

日本アイ・ビー・エム株式会社 東京都 情報通信業 https://www.ibm.com/jp-ja/impact/covid-19

独立行政法人　製品評価技術基盤機構 東京都 分類不能の産業 https://www.nite.go.jp/information/osirase20210615.html

一般社団法人　全国レンタカー協会 東京都 分類不能の産業 http://www.rentacar.or.jp/

三菱電機株式会社 東京都 製造業 https://www.mitsubishielectric.co.jp/notice/2020/prd/

中間貯蔵・環境安全事業株式会社 東京都 分類不能の産業 https://www.jesconet.co.jp/index.html

北興化学工業株式会社 東京都 製造業 https://www.hokkochem.co.jp/

株式会社ポーラ・オルビスホールディングス 東京都 製造業 https://www.po-holdings.co.jp

株式会社エナリス 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.eneres.co.jp/news/info/20210518.html

日本電信電話株式会社 東京都 情報通信業 https://group.ntt/jp/covid19/index.html

キッコーマン株式会社 東京都 製造業 https://www.kikkoman.com/jp/pdf/shussharitsu.pdf

東洋不動産アセットマネジメント株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.toyo-am.co.jp/pdf/torikumi_20210608.pdf

日本電気株式会社 東京都 製造業 https://jpn.nec.com/covid19/index.html

三和ホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/news/detail.php?id=257

ＪＢＣＣホールディングス株式会社 東京都 情報通信業 https://www.jbcchd.co.jp/csr/society/telework/

ＢｉｚＭｏｂｉｌｅ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.bizmobile.co.jp/news_02.php?id=5073&nc=1

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 東京都 分類不能の産業 http://www.jogmec.go.jp/disclosure/content/300372296.pdf

三井不動産株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.mitsuifudosan.co.jp/letter/200408/index.html

日本地震再保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nihonjishin.co.jp/news/pdf/t210518-1.pdf

公益財団法人　日本下水道新技術機構 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jiwet.or.jp/

ライオン株式会社 東京都 製造業 https://www.lion.co.jp/ja/pdf/covid_teleworkrate.pdf

東京瓦斯株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.tokyo-gas.co.jp/news/notice/notice_03.html

日本マイクロポートCRM株式会社 東京都 製造業 https://crm.microport.co.jp/microport/telework/

マイクロポート・オーソペディックス・ジャパン株

式会社
東京都 製造業 https://microportortho.jp/company/telework/

国立研究開発法人産業技術総合研究所 東京都 分類不能の産業 https://www.aist.go.jp/aist_j/news/announce/au20200413_2.html

独立行政法人中小企業基盤整備機構 東京都 分類不能の産業 https://www.smrj.go.jp/org/disclosure/public/11.html

第一三共株式会社 東京都 製造業 https://www.daiichisankyo.co.jp/sustainability/unmetmedical_needs/antivirus/

協栄産業株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.kyoei.co.jp/notices/telework/index.html

株式会社インターネットイニシアティブ 東京都 情報通信業 https://www.iij.ad.jp/covid19/

株式会社エア・システム 東京都 運輸業、郵便業 https://www.airsystem.jp/

電源開発送変電ネットワーク株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.jpower.co.jp/tn/news/information/

西部石油株式会社 東京都 製造業 https://www.seibuoil.co.jp/news/news/post_10.html

株式会社　東芝 東京都 製造業 https://www.global.toshiba/jp/news/corporate/2020/04/pr0801.html

株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス 東京都 金融業、保険業 https://www.td-holdings.co.jp

東ソー株式会社 東京都 製造業 https://www.tosoh.co.jp/info/info20210518.pdf

日本通信株式会社 東京都 情報通信業 https://www.j-com.co.jp/news/info_20200407.html

ＥＮＥＯＳ株式会社 東京都 製造業 https://www.eneos.co.jp/information/

株式会社日本貿易保険 東京都 分類不能の産業 https://www.nexi.go.jp/topics/newsrelease/2021051802.html

アークランドサービスホールディングス株式会社 東京都 宿泊業、飲食サービス業 https://www.arclandservice.co.jp/

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.sompo-hd.com/company/effort/

株式会社ハウスドゥ 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.housedo.co.jp/company/telework.html

富士石油株式会社 東京都 製造業 http://www.foc.co.jp/ja/corporate/COVID-19.html

ソニーグループ株式会社 東京都 製造業 https://www.sony.com/ja/SonyInfo/covid_19_response/

電源開発株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.jpower.co.jp/oshirase/index.html

三菱重工業株式会社 東京都 製造業 https://www.mhi.com/jp/csr/social/talentattraction_data.html

株式会社新生銀行 東京都 金融業、保険業 https://www.shinseibank.com/corporate/reworkstyle/index.html#data

三和コンピュータ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.sanwa-comp.co.jp/article/NEW/covidmeasures

日本ユニシス株式会社 東京都 情報通信業 https://www.unisys.co.jp/news/attendance_status.pdf

アルプスアルパイン株式会社 東京都 製造業 https://www.alpsalpine.com/j/news_release/remote.html

セコム株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.secom.co.jp/news/20210518.html

学校法人川村学園　川村学園女子大学 東京都 教育、学習支援業
https://www.kgwu.ac.jp/important/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80

%ef

協和キリン株式会社 東京都 製造業 https://www.kyowakirin.co.jp/information/index.html

株式会社INPEX 東京都 鉱業、採石業、砂利採取業 https://www.inpex.co.jp/company/pdf/covid19.pdf

AWPチケットガード少額短期保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.ticketguard.jp/etc/hoshin20200226.pdf

森ビル株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.mori.co.jp/info/210518_1.pdf

住友商事株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.sumitomocorp.com/ja/jp/about/talent/workstyle/#03

アフラック生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.aflac.co.jp/news_pdf/20210518_1.pdf

朝日生命保険相互会社 東京都 金融業、保険業 https://www.asahi-life.co.jp/oshirase_20210518_1.pdf

三井住友信託銀行株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.smtb.jp/personal/topix/index.html

キヤノン株式会社 東京都 製造業 https://global.canon/ja/info/covid-19/response.html

ソニー生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.sonylife.co.jp/info/popup/2019-ncov_shukinritu.html

本田技研工業株式会社 東京都 製造業 https://www.honda.co.jp/info/20200228.html

独立行政法人経済産業研究所 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.rieti.go.jp/jp/about/activities/21062201/

株式会社丸山製作所 東京都 製造業 http://www.maruyama.co.jp/news/telework.html

大和証券株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.daiwa.jp/doc/COVID19.pdf

株式会社  商船三井 東京都 運輸業、郵便業 https://www.mol.co.jp/info/telework/index.html

株式会社バイク王＆カンパニー 東京都 卸売業、小売業 https://www.8190.co.jp/

YKK AP株式会社 東京都 製造業 https://www.ykkap.co.jp/company/jp/important-notice/detail.html?s=20200423

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 東京都 分類不能の産業 https://www.jaxa.jp/notice-c_j.html

コスモエネルギーホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://ceh.cosmo-oil.co.jp/index.html

株式会社アウトソーシング 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.outsourcing.co.jp/company/csr/compliance

スマートモバイルコミュニケーションズ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.smamoba.jp/info/press_20201102.php

独立行政法人日本貿易振興機構 東京都 分類不能の産業 https://www.jetro.go.jp/news/announcement/2021/76f1ca2053f68379.html

ANAホールディングス株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.anahd.co.jp/group/pr/202105/notification.html

東日本旅客鉄道株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.jreast.co.jp/ass/pdf/20210518telework.pdf

株式会社荏原製作所 東京都 製造業 https://www.ebara.co.jp/about/corporate/news_media/news/details/1242303_2595.html

富士通株式会社 東京都 製造業 https://pr.fujitsu.com/jp/news/2021/05/18-1.html

GMOペパボ株式会社 東京都 情報通信業 https://pepabo.com/company/remote-work/

株式会社FIS 東京都 金融業、保険業 http://flex-ins.co.jp/newsrelease/2021/05/18/2558

アズビルTACO株式会社 東京都 製造業 https://atc.azbil.com/

出光興産株式会社 東京都 製造業 https://sustainability.idemitsu.com/ja/themes/454

マネーツリー株式会社 東京都 情報通信業 https://getmoneytree.com/press-release-jp/workstyle

一般社団法人日本石材産業協会 東京都 分類不能の産業 https://www.japan-stone.org/topics/news/20210423-2/

ラレマンドバイオテック株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://lallemandanimalnutrition.com/ja/japan/lallemand-biotech/work_under_covid19/

インフラジスティックス・ジャパン 東京都 情報通信業 https://jp.infragistics.com/about-us/press-releases/20200915-wfh-allowance

株式会社ローソン 東京都 卸売業、小売業 https://www.lawson.co.jp/contents/cont07/1430152_3310.html

パシフィックコンサルタンツ株式会社 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.pacific.co.jp/news/2021/20210518-000476.html

ドラム缶工業会 東京都 分類不能の産業 http://www.jsda.gr.jp/index.html

コモンズ投信 東京都 金融業、保険業 https://www.commons30.jp/company/info/2021#683

一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会 東京都 分類不能の産業 https://www.vca.or.jp/

独立行政法人工業所有権情報・研修館 東京都 分類不能の産業 https://www.inpit.go.jp/about/topic/info_20211005.html
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Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.tdasset.co.jp/

一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 東京都 分類不能の産業 https://www.jfa-fc.or.jp/particle/3324.html

一般社団法人中古二輪自動車流通協会 東京都 分類不能の産業 https://umda.or.jp/post-3654/

サンウィン株式会社 東京都 複合サービス事業 https://www.sanwin.co.jp/news-topics

株式会社トクヤマ 東京都 製造業 https://www.tokuyama.co.jp/news/covid19/telework.html

公益社団法人全国漁港漁場協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://gyokou.or.jp/blog/news/post111.html

味の素株式会社 東京都 製造業 https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/top/pdf/2021_05_19.pdf

エリクソン・ジャパン株式会社 東京都 情報通信業 https://www.ericsson.com/ja/news/2/20212/1

㈱セブン-イレブン・ジャパン 東京都 卸売業、小売業 https://www.sej.co.jp/info/measures2004.html

株式会社インプレスホールディングス 東京都 情報通信業 https://www.impressholdings.com/news/info/article.php?id=2839

電気興業株式会社 東京都 製造業 https://www.denkikogyo.co.jp/topics/pdf/release_210518.pdf

PwC Japanグループ 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.pwc.com/jp/ja/about-us/diversity-and-inclusion/work-style-transformation.html

ENECHANGE株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://enechange.co.jp/news/press/hatarakikata/

株式会社ＩＨＩ 東京都 製造業 https://www.ihi.co.jp/ihi/all_news/2021/other/1197392_3355.html

コナミホールディングス株式会社 東京都 情報通信業 https://www.konami.com/sustainability/ja/staff/health_management.html

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/topics/20210519/index.html

日本軽金属ホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.nikkeikinholdings.co.jp/news/news/index.html

一般財団法人日本ビルヂング経営センター 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.bmi.or.jp/information/information20210520.html

株式会社ジェー・ガーバー商会 東京都 卸売業、小売業 http://www.jgerber.co.jp/

チューリッヒ保険会社 東京都 金融業、保険業 https://www.zurich.co.jp/covid-19/

株式会社日建設計 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.nikken.jp/ja/news/news/2021_05_18.html

桜ホテルズ株式会社 東京都 宿泊業、飲食サービス業 http://www.sakura-hotels.com/

株式会社ジュリエット 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://juliet-inc.co.jp/

株式会社テクノカシワ 東京都 卸売業、小売業 https://www.techno-kashiwa.co.jp/news/755/

公益財団法人鉄道総合技術研究所 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.rtri.or.jp/rtri/is5f1i0000004zju-att/shukkinnshasu.pdf

綜合警備保障株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.alsok.co.jp/notice/200907_notice.html

株式会社シーイーシー 東京都 情報通信業 https://www.cec-ltd.co.jp/

アステラス製薬株式会社 東京都 製造業 https://www.astellas.com/jp/ja/news/23951

株式会社ソラスト 東京都 医療、福祉 https://www.solasto.co.jp/news/post_99.html

アルテック株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.altech.co.jp/item_news/telework1

日本割賦保証株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.kappuhosho.com

三井金属鉱業株式会社 東京都 製造業 https://www.mitsui-kinzoku.com/news_a/?TabModule844=2#TabModule950_1075

株式会社東京コンサーツ 東京都 生活関連サービス業、娯楽業 https://www.tokyo-concerts.co.jp/

ディーブイエックス株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3079/announcement/68883/00.pdf

日本ゼオン株式会社 東京都 製造業 https://www.zeon.co.jp/news/assets/pdf/210521.pdf

サッポロ不動産開発株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.sapporo-re.jp/company/aboutus.php

一般社団法人不動産証券化協会 東京都 分類不能の産業 https://www.ares.or.jp/news/detail.html?id=627

高砂香料工業株式会社 東京都 製造業 https://www.takasago.com/ja/news/2021/0521_1003.html

株式会社日立製作所 東京都 製造業 https://www.hitachi.co.jp/information/ImportantNotices/index.html

株式会社ツナググループ・ホールディングス 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://tghd.co.jp/news/tg/info/20210426-01.html

日本バイリーン株式会社 東京都 製造業 http://www.vilene.co.jp/news/2021/20210519_000718.htm

独立行政法人情報処理推進機構 東京都 分類不能の産業 https://www.ipa.go.jp/about/announce/attendance/index.html

アサヒグループホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.asahigroup-holdings.com/info/20210521.html

凸版印刷株式会社 東京都 製造業 https://www.toppan.co.jp/covid19/2021_info_toppan.pdf

株式会社フジクラ 東京都 製造業 https://www.fujikura.co.jp/news/general/2063744_13844.html

コニカミノルタ株式会社 東京都 製造業 https://www.konicaminolta.jp/about/csr/human-capital/work-life-balance.html

株式会社フジタ 東京都 建設業 https://www.fujita.co.jp/information/2021/post_451.html

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.recruit-ms.co.jp/press/pressrelease/detail/0000000346/

トレンドマイクロ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/announce/announces-20210519-01.html

八千代エンジニヤリング株式会社 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.yachiyo-eng.co.jp/

一般社団法人 触媒工業協会 東京都 分類不能の産業 https://cmaj.jp/

一般社団法人日本知的財産協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://www.jipa.or.jp/topics/view.php?topics_id=0cbef023dfe65ce5a5e8f451b5abcb26

飛島建設株式会社 東京都 建設業 https://www.tobishima.co.jp/company/telework.html

三井住友海上火災保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.ms-ins.com/information/2020/information_0407_1.html

清水建設株式会社 東京都 建設業 https://www.shimz.co.jp/information/others/20210524.html

東京海上日動火災保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/news/200408_01.html

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.31ice.co.jp/contents/company/pressrelease/pdf/telework.pdf

三井ダイレクト損害保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://info.mitsui-direct.co.jp/20210324/index.html?id=30134

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局

ネットワーク支援機構
東京都 分類不能の産業 https://www.yuchokampo.go.jp/topics/emtreat_COVID-19.html

一般社団法人行政情報システム研究所 東京都 情報通信業 https://www.iais.or.jp/aboutus/

一般社団法人全日本ピアノ指導者協会 東京都 教育、学習支援業 https://corporate.piano.or.jp/news/2021/05/entry_125.html

一般社団法人日本ディスプレイ業団体連合会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://www.display.or.jp/

日本証券業協会 東京都 金融業、保険業 https://www.jsda.or.jp/shinchaku/coronavirus/20210524133138.html

株式会社カシワテック 東京都 製造業 https://kashiwa-tech.co.jp/notice/

丸三証券株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.marusan-sec.co.jp/osirase/2021/pdf/oshirase_210524_3.pdf

アズビル株式会社 東京都 製造業 https://www.azbil.com/jp/information/information_covid19.html

アクサ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.axa.co.jp/info/2021/0524

アクサ損害保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.axa-direct.co.jp/Company/official_info/announce/2021/210524_2.html

野村アセットマネジメント株式会社 東京都 金融業、保険業 http://www.nomura-am.co.jp/news/20211122_WFHratio.pdf

株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 東京都 製造業 https://www.fujikura-dia.co.jp/news/

株式会社クレハ 東京都 製造業 https://www.kureha.co.jp/about/covid19/pdf/20211001_covid19_actions.pdf

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://canon.jp/corporate/info/covid-19/20210323

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.aioinissaydowa.co.jp/info/notice_dtl.aspx?notice_id=2020040600001

大王製紙株式会社 東京都 製造業 https://www.daio-paper.co.jp/info_page/

リコーリース株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.r-lease.co.jp/news/telework.html

日本システムウエア株式会社 東京都 情報通信業 https://www.nsw.co.jp/topics/news_detail.html?eid=657

株式会社タカラトミー 東京都 製造業 https://www.takaratomy.co.jp/support/pdf/20221205.pdf

チューリッヒ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.zurichlife.co.jp/received/2021/20210607

一般社団法人電子情報技術産業協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jeita.or.jp/cgi-bin/topics/detail.cgi?n=3934&ca=3

エーザイ株式会社 東京都 製造業 https://www.eisai.co.jp/sustainability/support/antivirus.html

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.msa-life.co.jp/topics/2020/202011/covid19.html

株式会社リクルートホールディングス 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://recruit-holdings.co.jp/newsroom/covid19.html#modLink--05

アクサダイレクト生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.axa-direct-life.co.jp/info/2021/info_210524.html

中外製薬株式会社 東京都 製造業 https://www.chugai-pharm.co.jp/information/co19/index.html

青梅ガス株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.omegas.co.jp/tw-progress

一般社団法人　日本経済団体連合会 東京都 分類不能の産業 http://www.keidanren.or.jp/profile/jimukyoku/202105_shukkin_sakugen.html

株式会社フォーバル 東京都 卸売業、小売業 https://www.forval.co.jp/news/?id=1621837664-004896

大日精化工業株式会社 東京都 製造業 https://www.daicolor.co.jp/index.html

生化学工業株式会社 東京都 製造業 https://www.seikagaku.co.jp/ja/ir/irnews/irnews-2231450685859765297/main/0/link/210524.pdf

日清オイリオグループ株式会社 東京都 製造業 https://www.nisshin-oillio.com/assets/pdf/notice/210524.pdf

日清紡ホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.nisshinbo.co.jp/tw/

日本証券金融株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.jsf.co.jp/about/crisis/colona/

株式会社ジェイック 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jaic-g.com/corporate/sdgs/

日本ニュートリション株式会社 東京都 製造業 http://www.jnc.co.jp/news

パイオニア株式会社 東京都 製造業 https://jpn.pioneer/ja/support/oshirase_etc/other/info200402.php

三菱マテリアル株式会社 東京都 製造業 https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/company/covid19/action.html
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ウイングアーク１ｓｔ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.wingarc.com/public/202105/news1411.html

株式会社クラレ 東京都 製造業 https://www.kuraray.co.jp/covid19

独立行政法人住宅金融支援機構 東京都 金融業、保険業 https://www.jhf.go.jp/about/organization/corona_torikumi.html

株式会社JTB 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jtbcorp.jp/jp/200410.asp

JINSOホールディングス株式会社 東京都 複合サービス事業 https://jinsoholdings.co.jp/

沖電気工業株式会社 東京都 製造業 https://www.oki.com/jp/news/2020/0401.html

アムンディ・ジャパン株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.amundi.co.jp/

あおぞら債権回収株式会社 東京都 金融業、保険業 http://www.aozora-ls.co.jp/topics/20210525.html

JFEホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.jfe-holdings.co.jp/whatsnew/61f255183af81.pdf

Ｔ＆Ｄフィナンシャル生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.tdf-life.co.jp/info/pdf/shukkinshasakugen.pdf

一般社団法人プレストレスト・コンクリート建設業

協会
東京都 建設業 https://www.pcken.or.jp/

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.ctc-g.co.jp/company/release/20210525-01300.html

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター 東京都 分類不能の産業 https://www.hptcj.or.jp/index/news/tabid/1820/Default.aspx

太陽石油株式会社 東京都 製造業 https://www.taiyooil.net/news/2021/post_40.html

首都高速道路株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.shutoko.co.jp/updates/2021/data/05/25_oshirase/

日本化薬株式会社 東京都 製造業 https://www.nipponkayaku.co.jp/

株式会社ツムラ 東京都 製造業 https://www.tsumura.co.jp/news/topics/new_corona_18.html

アズビル金門株式会社 東京都 製造業 https://ak.azbil.com/news/covid19/pdf/20210830.pdf

第一生命ホールディングス 東京都 金融業、保険業 https://www.dai-ichi-life-hd.com/newsroom/notice/pdf/index_005.pdf

キリンホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.kirinholdings.co.jp/news/2021/0526.html

太陽生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.taiyo-seimei.co.jp/company/notice/download/news_article/pdf/status_of_implementation.pdf

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www2.tmn-anshin.co.jp/system3/contents/contents.asp?contents=890

東日本高速道路株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.e-nexco.co.jp/news/telework.html

パーソルホールディングス株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.persol-group.co.jp/news/20201009_6606/index.html

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nw-life.co.jp/news/info/pdf/i210525.pdf

新菱冷熱工業株式会社 東京都 建設業 https://www.shinryo.com/sustainability/wlb_telework.html

株式会社リンクアンドモチベーション 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.lmi.ne.jp/news/release/detail.php?id=616

ペット&ファミリー損害保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.petfamilyins.co.jp/

株式会社日清製粉グループ本社 東京都 製造業 https://www.nisshin.com/information/covid19/remote-work.pdf

キオクシア株式会社 東京都 製造業 https://about.kioxia.com/ja-jp/covid-19.html

三菱自動車工業株式会社 東京都 製造業 https://www.mitsubishi-motors.com/jp/notice20200402/

株式会社あおぞら銀行 東京都 金融業、保険業 https://www.aozorabank.co.jp/lp/cms_img/20210921_1.pdf

はなさく生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.life8739.co.jp/pdfview/news/303

京王電鉄株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.keio.co.jp/news/update/announce/announce2021/20211026_corona.pdf

東京電力ホールディングス株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.tepco.co.jp/press/news/2021/1610225_8971.html

株式会社ハピネット 東京都 卸売業、小売業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7552/announcement/69047/00.pdf

KDDI株式会社 東京都 情報通信業 https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/telework/

トピー工業株式会社 東京都 製造業 https://www.topy.co.jp/ja/news/news/news20210525.html

バイエルホールディング株式会社 東京都 製造業 https://www.bayer.jp/ja/telework-promotion-bayer

バイエルクロップサイエンス株式会社 東京都 製造業 https://cropscience.bayer.jp/ja/home/news/detail/news75.php

明治安田生命保険相互会社 東京都 金融業、保険業 https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/news/topics/index.html

石油資源開発株式会社 東京都 鉱業、採石業、砂利採取業 https://www.japex.co.jp/news/info/

日本板硝子株式会社 東京都 製造業 https://www.nsg.co.jp/

東急電鉄株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.tokyu.co.jp/image/information/pdf/covit-19-taisaku.pdf

株式会社SUBARU 東京都 製造業 https://www.subaru.co.jp/press/topic/2021_05_25_9876/

大樹生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.taiju-life.co.jp/corporate/news/pdf/20210525_1.pdf

東京地下鉄株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.tokyometro.jp/safety/prevention/covid19/index.html#anc02

三菱地所株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.mec.co.jp/j/archives/mec210525_kansenboushi.pdf

アイティメディア株式会社 東京都 情報通信業 https://corp.itmedia.co.jp/corp/info/2021/05/25/210525/

東海カーボン株式会社 東京都 製造業 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS04435/078cbd85/6a62/4b1c/ae69/0c14dfe7816e/2021

日本精工株式会社 東京都 製造業 https://www.nsk.com/jp/company/news/2021/0525a.html

スタンレー電気株式会社 東京都 製造業 https://www.stanley.co.jp/news/20210525.pdf

一般財団法人日本海事協会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/covid-19/

日本冶金工業株式会社 東京都 製造業 https://www.nyk.co.jp/files/pdf/news_210525.pdf

昭島ガス株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.akishimagas.co.jp

カンロ株式会社 東京都 製造業 https://www.kanro.co.jp/files/topics/2233_ext_05_0.pdf

ミサワホーム株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.misawa.co.jp/information/pdf/info210525.pdf

公益財団法人連合総合生活開発研究所 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.rengo-soken.or.jp/about/2021/05/261303.html

持田製薬株式会社 東京都 製造業 https://www.mochida.co.jp/information/covid19/index.html

トーア再保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.toare.co.jp/top/download/bb3bbf2e-618b-40b4-ab81-7f2bda996406

日新火災海上保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nisshinfire.co.jp/info/archives/202003.html

三井住友建設株式会社 東京都 建設業 https://www.smcon.co.jp/topics/2021/05261500/

住友重機械工業株式会社 東京都 製造業 https://www.shi.co.jp/info/2021/6kgpsq000000hqw0.html

リブモ株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.rouken-care.jp/

ヒビノ株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://ssl4.eir-parts.net/doc/2469/ir_material2/158179/00.pdf

東亞合成株式会社 東京都 製造業 https://www.toagosei.co.jp/news/2021/

日本郵船株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.nyk.com/

前田建設工業株式会社 東京都 建設業 https://www.maeda.co.jp/

日本製鉄株式会社 東京都 製造業 https://www.nipponsteel.com/common/secure/topics/pdf/topics07.pdf

富士電機株式会社 東京都 製造業 https://www.fujielectric.co.jp/about/important/21052701/index.html

東京建物株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://pdf.irpocket.com/C8804/M6bm/yykF/FwmM.pdf

日本税理士会連合会 東京都 分類不能の産業 https://www.nichizeiren.or.jp/corona-shien/

メディケア生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://news.medicarelife.com/info/down2.php?attach_id=525&seq=1

ｎｍｓホールディングス株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://pdf.irpocket.com/C2162/bKSc/Xb62/oLYP.pdf

株式会社JSOL 東京都 情報通信業 https://www.jsol.co.jp/release/2021/210528.html

一般社団法人日本貿易会 東京都 分類不能の産業 https://www.jftc.or.jp/profile/covid-19.html

一般社団法人自動車用品小売業協会 東京都 卸売業、小売業 http://www.apara.jp/

オートアフターマーケット活性化連合 東京都 分類不能の産業 http://www.aaal.jp/

三洋工業株式会社 東京都 製造業 https://www.sanyo-industries.co.jp/library/news/pdf/20210528.pdf

株式会社ＶＳＯＣ 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://vsoc.jp/

互助会保証株式会社 東京都 金融業、保険業 http://www.gojokaih.co.jp/

特定非営利活動法人人間中心設計推進機構 東京都 分類不能の産業 https://www.hcdnet.org/organization/news/hcd-1643.html

公益財団法人共用品推進機構 東京都 医療、福祉 https://kyoyohin.org

エン・ジャパン株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://corp.en-japan.com/newsrelease/2021/22928.html

本州化学工業㈱ 東京都 製造業 https://www.honshuchemical.co.jp/news/index.html

全国マスチック事業協同組合連合会 東京都 分類不能の産業 https://www.mastic.or.jp/

株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ 東京都 情報通信業 https://group.kadokawa.co.jp/workstyle/remotework.html

株式会社テーオーシー 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.toc.co.jp/toc/ir-new/

株式会社エコー 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.ecoh.co.jp/

住友不動産株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 http://www.sumitomo-rd.co.jp/

ライフネット生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.lifenet-seimei.co.jp/profile/information/1190146_1703.html

株式会社アルゴグラフィックス 東京都 情報通信業 https://www.argo-graph.co.jp/information/2021/news_210531_covid19.html

スカパーJSAT株式会社 東京都 情報通信業 https://www.skyperfectjsat.space/covid19/

日本コカ・コーラ株式会社 東京都 製造業 https://www.cocacola.co.jp/press-center/covid-19-actions/news_reduction

東武鉄道株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.tobu.co.jp/cms-pdf/important_news/20220201172714IW6PFfg19-hpk2zTM3GAmw.pdf

一般社団法人全国カラオケ事業者協会 東京都 分類不能の産業 https://www.karaoke.or.jp/

DIC株式会社 東京都 製造業 https://www.dic-global.com/ja/news/2021/notice/20200331191604.html
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一般財団法人エンジニアリング協会 東京都 分類不能の産業 https://www.enaa.or.jp

株式会社ロッテ 東京都 製造業 https://www.lotte.co.jp/info/detail/20210527104243.html

株式会社フォーバルテレコム 東京都 情報通信業 https://www.forvaltel.co.jp/news/topics/

一般社団法人　環境不動産普及促進機構 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://www.re-seed.or.jp/info_kikou/detail/136

ヒューリック株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3003/announcement3/69219/00.pdf

トッパン・フォームズ株式会社 東京都 製造業 https://www.toppan-f.co.jp/enterprise/info/pdf/20210531.pdf

保証協会債権回収株式会社 東京都 金融業、保険業
http://cgcservicer.co.jp/%e5%87%ba%e5%8b%a4%e8%80%85%e6%95%b0%e5%89%8a%e6%b8%9b%e3%81%b
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株式会社日本製鋼所 東京都 製造業 https://www.jsw.co.jp/ja/news/news2479386034647554699.html

三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.ms-primary.com/news/pdf/2020/10_2020_0003.pdf

フリュー株式会社 東京都 分類不能の産業 https://www.furyu.jp/covid19-info/

一般社団法人全国物流ネットワーク協会 東京都 運輸業、郵便業 http://www.torokyo.gr.jp

大成建設株式会社 東京都 建設業 https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2021/210531_8283.html

三井物産株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.mitsui.com/jp/ja/release/pdf/covid19_ja.pdf

ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディン

グス株式会社
東京都 金融業、保険業 https://www.ms-ad-hd.com/ja/initiative.html

商船三井テクノトレード株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.motech.co.jp/information/1669/

東急不動産ホールディングス株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/important/covid19.html

日本航空株式会社 東京都 運輸業、郵便業 http://www.jal.com/cms/ja/20210507-_2021_571.html

独立行政法人日本学術振興会 東京都 分類不能の産業 https://www.jsps.go.jp/koukai/index3.html#i3_4

一般社団法人　宿泊業技能試験センター 東京都 分類不能の産業 https://caipt.or.jp/remotewok

SUDACHI少額短期保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.sudachi.co.jp/news_info/20210601/

伊藤忠エネクス株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.itcenex.com/ja/news/2021/20210531_2.html

一般社団法人全国賃貸保証業協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://jpg.or.jp/telework.html

日鉄ソリューションズ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.nssol.nipponsteel.com/press/assets/20210531.pdf

三菱商事株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/info/archive/2021/html/0000047212.html

武田薬品工業株式会社 東京都 製造業 https://www.takeda.com/49c549/siteassets/ja-jp/home/office-attendance_20210531.pdf

株式会社夢や 東京都 卸売業、小売業 https://yu-me-ya.co.jp/corona.html

独立行政法人国際協力機構 東京都 分類不能の産業 https://www.jica.go.jp/information/info/2021/20210601_02.html

株式会社 鷺宮製作所 東京都 製造業 http://www.saginomiya.co.jp/news/2021/pdf/covid210531.pdf

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 東京都 情報通信業 https://www.nissay-it.co.jp/news/pdf/news_210601.pdf

ニッセイアセットマネジメント株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nam.co.jp/news/ipdf/210601_k01.pdf

太平洋セメント株式会社 東京都 製造業 https://www.taiheiyo-cement.co.jp/

東京中小企業投資育成株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.sbic.co.jp/news/20210601/

野村不動産ホールディングス株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.nomura-re-hd.co.jp/cfiles/info/n2021060100394.pdf

みずほリース株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.mizuho-ls.co.jp/ja/info.html#/

株式会社電通 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.dentsu.co.jp/news/topics/2021/

鹿島建設株式会社 東京都 建設業 https://www.kajima.co.jp/news/info/20210601.html

コネクシオ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.conexio.co.jp/corporate/telework.html

SBプレイヤーズ株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.softbankplayers.co.jp/news/1-2021-280/

丸善石油化学株式会社 東京都 製造業 https://www.chemiway.co.jp/news/index.html

なないろ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.nanairolife.co.jp/company/news/detail/181/

独立行政法人統計センター 東京都 情報通信業 https://www.nstac.go.jp/release/other.html

富国生命保険相互会社 東京都 金融業、保険業 https://www.fukoku-life.co.jp/about/information/download/2021060101.pdf

株式会社エーピーコミュニケーションズ 東京都 情報通信業 https://www.ap-com.co.jp/news/post-7497

共栄火災海上保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.kyoeikasai.co.jp/info/info-news/post-74.html

いすゞ自動車株式会社 東京都 製造業 https://www.isuzu.co.jp/covid19_info/index.html

オリックス株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.orix.co.jp/grp/notice/notice10.html

H.U.グループホールディングス株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.hugp.com/resources/file/pdf/20210601_news.pdf

住友大阪セメント株式会社 東京都 製造業 https://www.soc.co.jp/information/61524/

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 東京都 情報通信業 https://www.murc.jp/publicity/news/news_221110-2/

株式会社明光ネットワークジャパン 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.meikonet.co.jp/news/detail/year/2021/id/875

J .フロント リテイリング株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.j-front-retailing.com/index_info.php?14fba1da4124d95fc9091be69a14a726

五洋建設株式会社 東京都 建設業 http://www.penta-ocean.co.jp/news/telework.html

株式会社ディー・エヌ・エー 東京都 情報通信業 https://covid19.dena.com/

株式会社日立物流 東京都 運輸業、郵便業 https://www.hitachi-transportsystem.com/jp/profile/csr/social/employee/

クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド株式会

社
東京都 不動産業、物品賃貸業 https://www.cushmanwakefield.com/ja-jp/japan/news/2021/06/cw-japan-remote-working-status

丸紅都市開発株式会社 東京都 不動産業、物品賃貸業 http://www.mred.co.jp/wp/wp-content/uploads/news_202106.pdf

独立行政法人国立公文書館 東京都 分類不能の産業 http://www.archives.go.jp/information/

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 東京都 情報通信業 https://jpn.nec.com/news/info/20210518.html

長瀬産業株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.nagase.co.jp/newsrelease/2021/

公益財団法人全日本柔道連盟 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.judo.or.jp/news/503/

特定非営利活動法人　通訳ガイド＆コミュニケー

ション・スキル研究会
東京都 分類不能の産業 https://gicss.org/ja/file/top/GICSS_telework2106.pdf

ナブテスコ株式会社 東京都 製造業 https://www.nabtesco.com/covid-19.html

一般社団法人　日本画像医療システム工業会 東京都 分類不能の産業 https://www.jira-net.or.jp/commission/secretariat/files/syukkin_sakugen_torikumi.pdf

メットライフ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.metlife.co.jp/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/info/2021/211217.pdf

一般社団法人日本歯車工業会 東京都 分類不能の産業 https://www.jgma.org/

一般社団法人日韓経済協会 東京都 分類不能の産業 http://www.jke.or.jp/column/2021/post-7.html

株式会社イトーキ 東京都 製造業 https://www.itoki.jp/info/2021/05/25.html

株式会社ジャムコ 東京都 製造業 https://www.jamco.co.jp/ja/news/news/news110727489698732747.html

一般社団法人日本非破壊検査工業会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.jandt.or.jp/

公益財団法人アジア・アフリカ文化財団 東京都 教育、学習支援業 https://www.aacf.or.jp/center/20210602/1380/

トライベック株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.tribeck.jp/company/new-normal.html

株式会社　日水コン 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.nissuicon.co.jp/covid-19_sakugen/

株式会社ミライト 東京都 建設業 https://www.mrt.mirait.co.jp/covid/

株式会社セプテーニ・ホールディングス 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.septeni-holdings.co.jp/company/culture.html

テレコムクレジット株式会社 東京都 情報通信業 https://www.telecomcredit.co.jp/info/1407.html

一般社団法人日本マリーナ・ビーチ協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） http://jmba.or.jp/2021/06/post-55.html

住友ベークライト株式会社 東京都 製造業 https://www.sumibe.co.jp/topics/2021/general-affairs/CoV_02.html

ソリッドシード株式会社 東京都 情報通信業
https://solidseed.co.jp/news/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e5%a

e%9f%e6%96%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

日野自動車株式会社 東京都 製造業 https://www.hino.co.jp/corp/news/2021/20211005-003065.html

一般財団法人日本規格協会 東京都 分類不能の産業 https://www.jsa.or.jp/datas/media/10000/md_5468.pdf

日東工器株式会社 東京都 製造業 https://www.nitto-kohki.co.jp/news/2021/release/001624.html

株式会社ＪＥＲＡ 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.jera.co.jp/notice/20210604_688

オリンパス株式会社 東京都 製造業 https://www.olympus.co.jp/news/covid19/

株式会社 電通グループ 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.group.dentsu.com/jp/news/remotework.html

株式会社ミナトマネジメント 東京都 金融業、保険業 https://minatomanagement.co.jp/news/1693

小田急電鉄株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.odakyu.jp/notice/o5oaa1000001qxm5-att/o5oaa1000001qxmc.pdf

株式会社ぐるなび 東京都 情報通信業 https://corporate.gnavi.co.jp/release/2021/20210604-019433.html

プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパン

株式会社
東京都 金融業、保険業 http://www.pru-holding.co.jp/phj/release/press/index.html

独立行政法人北方領土問題対策協会 東京都 分類不能の産業 https://www.hoppou.go.jp/index.html

株式会社バンダイナムコホールディングス 東京都 製造業 https://www.bandainamco.co.jp/social/employee/place.html

プルデンシャル生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.prudential.co.jp/news/

ジブラルタ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.gib-life.co.jp/st/covid-19.html
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株式会社NTTデータ 東京都 情報通信業 https://group.ntt/jp/topics/remotework_rate/index.html

三井化学株式会社 東京都 製造業 https://jp.mitsuichemicals.com/sites/default/files/media/document/top_210604.pdf

山崎製パン株式会社　デイリーヤマザキ事業統括本

部
東京都 製造業 https://www.daily-yamazaki.jp/index.html

株式会社博展 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.hakuten.co.jp/contents/news/2021/remote_work

キユーピー株式会社 東京都 製造業 https://lp.kewpie.co.jp/notices/2020c/

伯東株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.hakuto.co.jp/news/2021/20210604.html

ＪＦＥコンテイナー株式会社 東京都 製造業 https://www.jfecon.jp/

NECキャピタルソリューション株式会社 東京都 金融業、保険業 https://pdf.irpocket.com/C8793/M6bm/ap0U/ZMqb.pdf

株式会社ブリヂストン 東京都 製造業 https://www.bridgestone.co.jp/corporate/covid19news/telework.html

株式会社ＮＳＤ 東京都 情報通信業 https://www.nsd.co.jp/notice.html

株式会社サニーサイドアップグループ 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://ssug.co.jp/news/2021/06/07/notice-2021-0607/

古河機械金属株式会社 東京都 製造業 https://www.furukawakk.co.jp/info/2021/0607_release.html

菱洋エレクトロ株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.ryoyo.co.jp/info/news/16014/

ニチバン株式会社 東京都 製造業 https://www.nichiban.co.jp/news/2021/06_02/index.pdf

株式会社 民間資金等活用事業推進機構 東京都 金融業、保険業 http://www.pfipcj.co.jp/

株式会社国際協力銀行 東京都 金融業、保険業 https://www.jbic.go.jp/ja/information/news/news-2021/0608-014832.html

プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命

保険株式会社
東京都 金融業、保険業 https://www.pgf-life.co.jp/covid-19/

株式会社熊谷組 東京都 建設業 https://www.kumagaigumi.co.jp/csr/employee/wfh/index.html

株式会社三菱ケミカルホールディングス 東京都 製造業 https://www.mitsubishichem-hd.co.jp/information/01049.html

科研製薬株式会社 東京都 製造業 http://www.kaken.co.jp/

独立行政法人農畜産業振興機構 東京都 分類不能の産業 https://www.alic.go.jp/jinji/somu02_000108.html

株式会社佐藤渡辺 東京都 建設業 http://www.watanabesato.co.jp/news/4621/

株式会社永谷園ホールディングス 東京都 製造業 https://www.nagatanien-hd.co.jp/wp/wp-content/uploads/1360/940ddadc00a8804939030ef9a5c9d313.pdf

株式会社明電舎 東京都 製造業 https://www.meidensha.co.jp/news/news_03/news_03_01/1236766_2469.html

三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式

会社
東京都 金融業、保険業 https://www.smtpfc.jp/info/

日本労働組合総連合会香川県連合会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.rengo-kagawa.jp/news/6086.html

一般社団法人日本鉄鋼連盟 東京都 分類不能の産業 https://www.jisf.or.jp/about/jimukyoku/index.html

日本アムウェイ合同会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.amway.co.jp/about/recruit/worklife/index.html

住生活少額短期保険株式会社 東京都 金融業、保険業 http://www.js-ssi.co.jp/

森六ホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.moriroku.co.jp/sustainability/covid19/index.html

日本ゲームカード株式会社 東京都 製造業 https://www.gamecard.co.jp/common/fup/workstyle/imgfile02__210610104646_0.pdf

アステナホールディングス株式会社 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.astena-hd.com/sustainability/society.html

三菱製紙株式会社 東京都 製造業 https://www.mpm.co.jp/

三菱製鋼株式会社 東京都 製造業 https://www.mitsubishisteel.co.jp/news/index2.html

明治ホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.meiji.com/news/detail/pdf/2021/210610_01.pdf

ペッツファースト少額短期保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://pfirst-ins.co.jp/出勤率削減の実施状況について/

ダイヤモンドパワー株式会社 東京都 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.diapwr.co.jp/news/20210611.html

日本曹達株式会社 東京都 製造業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4041/ir_material3/176310/00.pdf

都築電気株式会社 東京都 情報通信業 https://www.tsuzuki.co.jp/news/2021/20210611_001258.html

鉄建建設株式会社 東京都 建設業 https://www.tekken.co.jp/topics/

株式会社日本政策金融公庫 東京都 金融業、保険業 https://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/topics_210611a.pdf

芙蓉総合リース株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.fgl.co.jp/measures-covid19.html

ＪＸ金属株式会社 東京都 製造業 https://www.nmm.jx-group.co.jp/covid-19/

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.amed.go.jp/news/other/20210614.html

日本フイルコン株式会社 東京都 製造業 https://www.filcon.co.jp/

岡谷電機産業株式会社 東京都 製造業 https://www.okayaelec.co.jp/dcms_media/other/20210614_TeleWork_Status.pdf

独立行政法人国際交流基金 東京都 分類不能の産業 https://www.jpf.go.jp/j/about/notice/attendance/index.html

新電元工業株式会社 東京都 製造業 https://www.shindengen.co.jp/information/info/covid-19_remotework.html

日鉄物産株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.nst.nipponsteel.com/news/assets/pdf/211d2be7b3056b9bc7938800caebf46f6065dd72.p

株式会社ジョブズコンストラクション 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.jobs-c.com/1306/

昭和電工株式会社 東京都 製造業 https://www.sdk.co.jp/whatsnew/41222.html

兼松ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｱﾝﾄﾞｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ株式会社 東京都 複合サービス事業 http://www.kli.co.jp/

株式会社東陽テクニカ 東京都 卸売業、小売業

https://www.toyo.co.jp/files/user/lp/pdf/%E5%BD%93%E7%A4%BE%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3

%82%8B%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%98%B2%E6%AD%A2%E7%AD%96%E3%81%A

E%E5%AE%9F%E6%96%BD%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

一般社団法人ＭＩＲＡＩぱちんこ産業連盟 東京都 生活関連サービス業、娯楽業 https://mirai-pachinko.jp/

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 東京都 教育、学習支援業 https://www.niad.ac.jp/media/012/202106/0614.pdf

カーリットホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.carlithd.co.jp/

独立行政法人農林漁業信用基金 東京都 金融業、保険業 https://www.jaffic.go.jp/info_disclosure/outline4/shukkin_sakugen.html

三菱瓦斯化学株式会社 東京都 製造業 https://www.mgc.co.jp/corporate/news/2021/210615.html

株式会社ミツウロコグループホールディングス 東京都 卸売業、小売業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/8131/announcement/69818/00.pdf

株式会社マイベスト 東京都 情報通信業 https://my-best.com/company/news

ファイザー株式会社 東京都 製造業 https://www.pfizer.co.jp/pfizer/info/documents/20210615.pdf

TDK株式会社 東京都 製造業 https://www.tdk.com/ja/information/20210616_01.html

株式会社すかいらーくホールディングス 東京都 宿泊業、飲食サービス業 https://www.skylark.co.jp/company/news_covid19.html

カーディフ生命/損害保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.bnpparibas.jp/jp/measures-to-decrease-work-from-office/

TDCソフト株式会社 東京都 情報通信業 https://www.tdc.co.jp/company/telework/

株式会社学研ホールディングス 東京都 教育、学習支援業 https://ghd.gakken.co.jp/news/holdings/news20210616/

オリックス生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.orixlife.co.jp/about/notice/2021/pdf/n210616.pdf

株式会社ダイナム 東京都 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.dynam.jp/information/message2104.html

株式会社ミクニ 東京都 製造業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7247/ir_material_for_fiscal_ym4/102426/00.pdf

タキロンシーアイ株式会社 東京都 製造業 https://www.takiron-ci.co.jp/corporate/health.php

コトブキ技研工業株式会社 東京都 製造業 https://www.kemco.co.jp/pdf/information_20210517_2.pdf

株式会社インテージテクノスフィア 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.intage-technosphere.co.jp/company/news/2021/20210618-001/

株式会社ヤクルト本社 東京都 製造業 https://www.yakult.co.jp/information/file.php?type=release&id=162401168805.pdf

全国オイルリサイクル協同組合 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.oilrecycle.or.jp/

BNPパリバ・グループ 東京都 金融業、保険業 https://www.bnpparibas.jp/jp/measures-to-decrease-work-from-office/

株式会社日本取引所グループ 東京都 金融業、保険業 https://www.jpx.co.jp/announce/20210107_index.html

株式会社フォーラムエンジニアリング 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.forumeng.co.jp/news/2021/748.html

全国乾麺協同組合連合会 東京都 分類不能の産業 https://kanmen.com/topic/img/covid19_reduction_workers.pdf

一般社団法人建築設備技術者協会 東京都 分類不能の産業 https://www.jabmee.or.jp/news/2021062102/

日産化学株式会社 東京都 製造業 https://www.nissanchem.co.jp/news_release/news/telework.pdf

日本アマゾンアルミニウム㈱ 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.amazon-aluminium.jp/

クレディ・アグリコル生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.ca-life.jp/news/topics.html

地方共同法人日本下水道事業団 東京都 分類不能の産業 https://www.jswa.go.jp/coronavirus/coronavirus.html

株式会社ブロードリーフ 東京都 情報通信業 https://www.broadleaf.co.jp/sustainability/covid/

公益財団法人日本スポーツ施設協会 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www9.jp-sfa.jp/work/

日本鉱業協会 東京都 分類不能の産業 http://www.kogyo-kyokai.gr.jp/article/16397421.html

一般財団法人計量計画研究所 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.ibs.or.jp/archives/2839

ソフトバンク株式会社 東京都 情報通信業 https://www.softbank.jp/corp/hr/personnel/workstyle/

矢崎グループ 東京都 製造業 https://www.yazaki-group.com/news/127.html

栗田工業株式会社 東京都 製造業 https://www.kurita.co.jp/site/groupnews_210625.html

株式会社不二家 東京都 製造業 https://www.fujiya-peko.co.jp/assets/pdf/release20210628_1.pdf

株式会社電通パブリックリレーションズ 東京都 サービス業（他に分類されないもの） https://www.dentsu-pr.co.jp/releasestopics/topics/20210629.html

富士製薬工業株式会社 東京都 製造業 https://www.fujipharma.jp/sustainability/effort/#Labor
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パラマウントベッド株式会社 東京都 製造業 https://www.paramount.co.jp/covid-19

株式会社オートバックスセブン 東京都 卸売業、小売業 https://www.autobacs.co.jp/ja/information/info-20210625.html

KHネオケム株式会社 東京都 製造業 https://www.khneochem.co.jp/news_media/information/3106

住友商事グローバルメタルズ株式会社 東京都 卸売業、小売業 http://www.scgm.co.jp/pdf/release20210630.pdf

首都圏新都市鉄道株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.mir.co.jp/assets_rti/pdf/2021.07_Shukkin_ritsu.pdf

キッチン・バス工業会 東京都 分類不能の産業 https://www.kitchen-bath.jp/

株式会社クレスコ 東京都 情報通信業 https://www.cresco.co.jp/news/2021/06/23/210623_corp.html

株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.oriconsul.com/news/

独立行政法人大学入試センター 東京都 分類不能の産業 https://www.dnc.ac.jp/news/20210705-01.html

学校法人ＡＲＣ学園　ＡＲＣ東京日本語学校 東京都 教育、学習支援業 https://www.arc.ac.jp/Tokyo/measures-covid19/

国立研究開発法人情報通信研究機構 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.nict.go.jp/COVID-19_of_index.html

日本カーバイド工業株式会社 東京都 製造業 https://www.carbide.co.jp/cms/wp-content/uploads/2021/07/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83

株式会社野村総合研究所 東京都 情報通信業 https://www.nri.com/jp/news/info/telework_rate

日鉄鉱業株式会社 東京都 鉱業、採石業、砂利採取業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/1515/announcement/70586/00.pdf

新日本空調株式会社 東京都 建設業 https://www.snk.co.jp/csr/prevent/

シネックスジャパン株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.synnex.co.jp/covid19/

株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 東京都 サービス業（他に分類されないもの）
https://ocglobal.jp/ja/news/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af%e3%81%ae%e5%ae

%9f%e6%96%bd%e7%8a%b6%e6%b3%81%e3%81%ae%e5%85%ac%e8%a1%a8-4/

株式会社ビーブレイクシステムズ 東京都 情報通信業 https://www.bbreak.co.jp/release/release210715.html

クラシエホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://www.kracie.co.jp/news/10170316_3894.html

マニュライフ生命保険株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.manulife.co.jp/content/dam/insurance/jp/documents/news/2021/0715.pdf

日本自動車ターミナル株式会社 東京都 運輸業、郵便業 https://www.j-m-t.co.jp/news/

株式会社ラック 東京都 情報通信業 https://www.lac.co.jp/corporate/citizenship/workstyle.html

クオリカ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.qualica.co.jp/news/20210713.html

公益社団法人日本交通計画協会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.jtpa.or.jp/contents2/efforts_info01.html

富士フイルムホールディングス株式会社 東京都 製造業 https://holdings.fujifilm.com/ja/about/covid19

アイエックス・ナレッジ株式会社 東京都 情報通信業 https://www.ikic.co.jp/news/news632879124456440727.html

信越化学工業株式会社 東京都 製造業

https://www.shinetsu.co.jp/jp/news/other/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3

%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e9%98%b2%e6%ad%a2%e3%81%ab%e5

%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e5%bd%93%e7%a4%be%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc/

東邦亜鉛株式会社 東京都 製造業 http://www.toho-zinc.co.jp/news/pdf/news_20210728.pdf

株式会社東京エネシス 東京都 建設業 https://www.qtes.co.jp/ir/document/news/935/

ダウアグロサイエンス日本株式会社 東京都 製造業 https://www.corteva.jp/media-center/Response-to-new-coronavirus-infections.html

株式会社多摩川ホールディングス 東京都 分類不能の産業

https://www.tmex.co.jp/2021/01/07/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82

%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E

3%81%AE%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E5%AE%9F%E6%96%BD/

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 東京都 卸売業、小売業 https://www.benichu.com/wp/images/news/プレスリリース（210806-当社のコロナ対応について）.pdf

サノフィ株式会社 東京都 製造業 https://www.sanofi.co.jp/ja/about-us/news/20210811

シックス・アパート株式会社 東京都 情報通信業 https://www.sixapart.jp/saws/

エイチ・エス債権回収株式会社 東京都 金融業、保険業 https://ssl.hs-servicer.co.jp/pdf/info_20210812.pdf

公益社団法人 におい・かおり環境協会 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://orea.or.jp/2021/08/19/kansenboushi-2021-08-19/

株式会社ノヴィータ 東京都 情報通信業 https://www.novitanet.com/news/20200826.html

KLab株式会社 東京都 情報通信業 https://www.klab.com/jp/press/release/2021/0621/klab_6.html

ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 東京都 情報通信業 https://www.twellv.co.jp/wp-content/uploads/210820_2.pdf

株式会社ヴァイキング 東京都 生活関連サービス業、娯楽業 https://www.vikingtravel.jp/news/update/20211.html

ベーステクノロジー株式会社 東京都 情報通信業 https://www.base.co.jp/corporate/covid19_measures/

株式会社GSIクレオス 東京都 卸売業、小売業 https://www.gsi.co.jp/ja/news/COPY-news1372679765193922039/main/0/link/COVID-19%2020210831.pdf

株式会社タンタカ 東京都 学術研究、専門・技術サービス業 https://tantaka.co.jp/

東京システムハウス株式会社 東京都 情報通信業 https://www.tsh-world.co.jp/page-2069/

株式会社地域経済活性化支援機構 東京都 金融業、保険業 http://www.revic.co.jp/pdf/news/2021/210906newsrelease.pdf

一般財団法人全国地域情報化推進協会 東京都 分類不能の産業 https://www.applic.or.jp/APPLIC/2021/covid-19_measures.pdf

株式会社　理経 東京都 卸売業、小売業 https://www.rikei.co.jp/covid-19/

一般社団法人　日本マリーナ・ビーチ協会 東京都 分類不能の産業 http://www.jmba.or.jp/

株式会社ティーガイア 東京都 情報通信業 https://pdf.irpocket.com/C3738/E30d/S2Oi/YkQK.pdf

学校法人全国理美容中央学園中央理美容専門学校 東京都 教育、学習支援業 http://www.chic.ac.jp/pg3381.html

東洋建設株式会社 東京都 建設業 https://www.toyo-const.co.jp/

PayPayカード株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.paypay-card.co.jp/company/topinfo/20210518.html

UBPインベストメンツ株式会社 東京都 金融業、保険業 https://www.ubpinvestments.com/

一般社団法人日本遊技関連事業協会 東京都 生活関連サービス業、娯楽業 https://www.nichiyukyo.or.jp/news/news.php?news_id=1165

株式会社アミファ 東京都 卸売業、小売業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/7800/ir_material3/173779/00.pdf

八洲学園大学 神奈川県 教育、学習支援業 https://www.yashima.ac.jp/univ/about/information/open_info.php

株式会社moovy 東京都 複合サービス事業 https://company.moovy.jp

株式会社オカムラ 神奈川県 製造業 https://www.okamura.co.jp/company/press/2021/20210517.html

日本化工機材株式会社 神奈川県 製造業
https://www.nk-

kizai.co.jp/%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%80%e3%81%ab

東邦チタニウム株式会社 神奈川県 製造業 https://www.toho-titanium.co.jp

アンリツ株式会社 神奈川県 製造業 https://www.anritsu.com/ja-JP/about-anritsu/news/announcements/2021/remote-work-info

東亜石油株式会社 神奈川県 製造業 https://www.toaoil.co.jp/topics/756/

東京応化工業株式会社 神奈川県 製造業 https://www.tok.co.jp/news/2021/20210518

日総工産株式会社 神奈川県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.nisso.co.jp/pdf/telework.pdf

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発

機構
神奈川県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.nedo.go.jp/jyouhoukoukai/ZZAN_100024.html

株式会社　コロワイド 神奈川県 宿泊業、飲食サービス業 https://www.colowide.co.jp/datafile_new/pr_news_pdf_file_162147180515.pdf

公益社団法人商連かながわ 神奈川県 分類不能の産業 http://shotengai-kanagawa.com/information/article4472.html

テラダイン株式会社 神奈川県 製造業 http://www.teradyne.co.jp/news/news20210521.pdf

昭和電線ホールディングス株式会社 神奈川県 製造業 https://www.swcc.co.jp/hd/news/detail/2021/news_3517.html

国立研究開発法人海洋研究開発機構 神奈川県 学術研究、専門・技術サービス業 http://www.jamstec.go.jp/j/about/informations/notification_202002_c.html

日揮ホールディングス株式会社 神奈川県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.jgc.com/jp/news/2021/20210428_02.html

ブックオフグループホールディングス株式会社 神奈川県 卸売業、小売業 https://www.bookoffgroup.co.jp/

株式会社ＪＶＣケンウッド 神奈川県 製造業 https://www.jvckenwood.com/jp/press/2020/10/press_201001_4.html

日産自動車株式会社 神奈川県 製造業 https://global.nissannews.com/ja-JP/releases/covid-19-telework

株式会社横浜シーサイドライン 神奈川県 運輸業、郵便業 https://www.seasideline.co.jp/pdf/21052409580688/R3.05.21%201300.pdf

一般社団法人　横浜インドセンター 神奈川県 分類不能の産業 http://www.yokohama-india.or.jp/

相模鉄道株式会社 神奈川県 運輸業、郵便業 https://www.sotetsu.co.jp/

独立行政法人　日本高速道路保有・債務返済機構 神奈川県 分類不能の産業 https://www.jehdra.go.jp/kiko/johotekyo_20210528.html

独立行政法人環境再生保全機構 神奈川県 分類不能の産業 https://www.erca.go.jp/

三菱化工機株式会社 神奈川県 製造業 http://www.kakoki.co.jp/

まいばすけっと株式会社 神奈川県 卸売業、小売業 https://www.mybasket.co.jp:12443/news-list/info

株式会社ダッドウェイ 神奈川県 卸売業、小売業 https://www.dadway.com/news/companynews/20210602.html

ジンプロアニマルニュートリション（ジャパン）,

インク.
神奈川県 製造業 https://www.zinpro.jp

日産車体株式会社 神奈川県 製造業 https://www.nissan-shatai.co.jp/NEWS/TPCS/telework/index.html

日本KFCホールディングス株式会社 神奈川県 卸売業、小売業 https://japan.kfc.co.jp/company/news/covid19/

独立行政法人都市再生機構 神奈川県 分類不能の産業 https://www.ur-net.go.jp/emg/saigai/lrmhph000001ej0n-att/210614taisakukouhyou.pdf

株式会社　アルバック 神奈川県 製造業 https://www.ulvac.co.jp/news/0616/

東京地方税理士会 神奈川県 サービス業（他に分類されないもの） http://www.tochizei.or.jp/topics/r030618.pdf

テュフ ラインランド ジャパン株式会社 神奈川県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.tuv.com/news/jp/japan/about_us_jp/press_2/news_1/newscontentjp_580992.html/wit

フィード・ワン株式会社 神奈川県 製造業 https://www.feed-one.co.jp/ir/
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株式会社ヨロズ 神奈川県 製造業 https://www.yorozu-corp.co.jp/share/uploads/2021/12/syusyaritu2021.111.pdf

日本鋳造株式会社 神奈川県 製造業

https://www.nipponchuzo.co.jp/release/news/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%

e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e9%98%b2%

e6%ad%a2%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/

ソーラーエッジテクノロジージャパン株式会社 神奈川県 製造業 https://www.solaredge.com/sites/default/files/covid19-solaredge-implementation-status-jp.pdf

株式会社富士通ゼネラル 神奈川県 製造業 https://www.fujitsu-general.com/jp/info/fgl20200413/index.html

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 神奈川県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.nise.go.jp/nc/news/2021/1012_2

公益財団法人鎌倉風致保存会 神奈川県 分類不能の産業 https://userweb.www.fsinet.or.jp/fuhchi/information5.html

株式会社　菱電社 新潟県 卸売業、小売業 http://www.ryodensya.co.jp/

株式会社ブルボン 新潟県 製造業 https://www.bourbon.co.jp/news/news_file/file/20210601shinagatacoronatoushatorikumi.pdf

株式会社開進堂 富山県 建設業 http://www.kaishindo-elec.co.jp/news_and_topics/telework_jisseki/

高井事務所 富山県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.zennichi.net/m/takaijimusyo/

国立大学法人富山大学 富山県 教育、学習支援業 https://www.u-toyama.ac.jp/news-topics/15857/

北陸電力株式会社 富山県 電気・ガス・熱供給・水道業 http://www.rikuden.co.jp/info/syukkinsyasuusakugen.html

株式会社アイ・オー・データ機器 石川県 製造業 https://www.iodata.jp/news/2021/information/covid-19.htm

株式会社建設ドットウェブ 石川県 情報通信業 https://www.kendweb.net/83259/

ファナック株式会社 山梨県 製造業 https://www.fanuc.co.jp/ja/profile/pr/newsrelease/index.html

甲府信用金庫 山梨県 金融業、保険業 http://www.kofushinkin.co.jp/15oshirase/files/pressrelease20210914.pdf

株式会社シンタックスジャパン 長野県 卸売業、小売業 https://synthax.jp/notice.html

エムケー精工株式会社 長野県 製造業 https://www.mkseiko.co.jp/news/20210518/262.html

キッセイ薬品工業株式会社 長野県 製造業 https://www.kissei.co.jp/topics/commuter-web20210607_2.pdf

株式会社ジーネックス 岐阜県 情報通信業 https://www.facebook.com/GNEXINC/posts/1537036723294727

学校法人尚徳館　日本プロスポーツ専門学校 岐阜県 教育、学習支援業 https://jps-baseball.jp/news/post-12230/

岐阜県金融広報委員会 岐阜県 教育、学習支援業 https://www.gifu-kinkoui.jp/

日本イベント企画株式会社 岐阜県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.ne-planning.com/

株式会社オアシスパーク 岐阜県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.oasispark.co.jp/news/info/p4731/

株式会社十六銀行 岐阜県 金融業、保険業 https://www.juroku.co.jp/news/files/data_202106.pdf

スズキ株式会社 静岡県 製造業 https://www.suzuki.co.jp/corporate/information/telework/

ヤマハ発動機株式会社 静岡県 製造業 https://global.yamaha-motor.com/jp/infectioncontrol.html

有限会社長香 静岡県 宿泊業、飲食サービス業 http://shinshima.com/blog/post-7974/

株式会社ＩＴＣＳ 愛知県 情報通信業 https://itcs.jp/2021/05/14/itcs-telework/

東海染工株式会社 愛知県 製造業 http://www.tokai-senko.co.jp/

ユケン工業株式会社 愛知県 製造業 https://www.yuken-ind.co.jp

東邦ガス株式会社 愛知県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.tohogas.co.jp/announcement/__icsFiles/afieldfile/2021/06/30/oshirae_0630.pdf

株式会社アーレスティ 愛知県 製造業 https://www.ahresty.co.jp/

大同特殊鋼株式会社 愛知県 製造業 https://www.daido.co.jp/telework.html

東海旅客鉄道株式会社 愛知県 運輸業、郵便業 https://jr-central.co.jp/notice/detail/info_00065.html

日本ガイシ株式会社 愛知県 製造業 https://www.ngk.co.jp/info/notice.html

株式会社ガッツ・ジャパン 愛知県 サービス業（他に分類されないもの） https://guts-japan.com/

株式会社アトム 愛知県 宿泊業、飲食サービス業 https://www.colowide.co.jp/datafile_new/pr_news_pdf_file_162149290425.pdf?60a604b15830f

リンナイ株式会社 愛知県 製造業 https://www.rinnai.co.jp/

一般社団法人名古屋ビルヂング協会 愛知県 分類不能の産業 http://www.jboma.or.jp/nagoya/

一般社団法人中部産業連盟 愛知県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.chusanren.or.jp/whatsnew/info_covid19/index.html

日本労働組合連合会愛知県連合会 愛知県 分類不能の産業 https://www.rengo-aichi.or.jp/

中部電力株式会社 愛知県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.chuden.co.jp/publicity/topics/

名古屋市信用保証協会 愛知県 金融業、保険業 https://www.cgc-nagoya.or.jp/Front/newsDetail.aspx?aid=937

名古屋鉄道株式会社 愛知県 運輸業、郵便業 https://www.meitetsu.co.jp/info/2021/1261871_6921.html

中日本高速道路株式会社 愛知県 分類不能の産業 https://www.c-nexco.co.jp/topics/1121.html

中部国際空港株式会社 愛知県 サービス業（他に分類されないもの）
https://www.centrair.jp/corporate/newsroom/__icsFiles/afieldfile/2021/08/30/210827_CentrairGroupNews_5.

pdf

トヨタ自動車株式会社 愛知県 製造業 https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/31893102.html

名古屋中小企業投資育成株式会社 愛知県 金融業、保険業 https://www.sbic-cj.co.jp/wp/images/news/20210601.pdf

株式会社デンソー 愛知県 製造業 https://www.denso.com/jp/ja/important-notice/2021/20210601-01/

愛知時計電機株式会社 愛知県 製造業 https://www.aichitokei.co.jp/news/covid-19_notice/

株式会社コメ兵ホールティングス 愛知県 サービス業（他に分類されないもの）

https://komehyohds.com/2021/06/01/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%

a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e5%bc%8a%e7%a4

%be%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%ae%e5%8f%96%e3%82%8a/

CKD株式会社 愛知県 製造業 https://www.ckd.co.jp/covid19/202106/

株式会社アイシン 愛知県 製造業 https://www.aisin.com/jp/notice/001625.html

日本特殊陶業株式会社 愛知県 製造業 https://www.ngkntk.co.jp/information-countermeasure/

株式会社豊田自動織機 愛知県 製造業 https://www.toyota-shokki.co.jp/news/topics/covid-19/index.html

ブラザー工業株式会社 愛知県 製造業 https://download.brother.com/pub/jp/corporate/bil/information/covid-19-bil.pdf

トヨタファイナンス株式会社 愛知県 金融業、保険業 https://www.toyota-finance.co.jp/oshirase/entry/20210608.html

株式会社　小島組 愛知県 建設業 http://www.kk-kojimagumi.co.jp/news/entry-364.html

株式会社Mizkan 愛知県 製造業 http://www.mizkan.co.jp/

アイホン株式会社 愛知県 製造業 https://www.aiphone.co.jp/docs/news/20210615874.html

株式会社エッコ 愛知県 学術研究、専門・技術サービス業 https://ecco.co.jp/blog/covid-19/

株式会社MIEテクノ 三重県 製造業 http://www.mie-corp.jp/mie/

AG債権回収株式会社 滋賀県 金融業、保険業 https://www.a-g-sv.com/news/index.html#003

株式会社オーケーエム 滋賀県 製造業 http://www.okm-net.jp

株式会社ツールドラック 滋賀県 生活関連サービス業、娯楽業
https://www.lacbiwa.com/%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%83%E3%8

2%AF%E3

日本電気硝子株式会社 滋賀県 製造業 https://www.neg.co.jp/information/

トラディ合同会社 京都府 サービス業（他に分類されないもの） https://tradi-jp.com/about.html

株式会社 東洋 京都府 卸売業、小売業 https://toyo-group.co.jp/telework

オムロン株式会社 京都府 製造業 https://www.omron.com/jp/ja/covid-19/

株式会社村田製作所 京都府 製造業 https://corporate.murata.com/ja-jp/csr/people/employees#id5

ローム株式会社 京都府 製造業 https://www.rohm.co.jp/news-detail?news-title=topics_covid-19-info&defaultGroupId=false

株式会社ファルコホールディングス 京都府 サービス業（他に分類されないもの） http://www.falco-hd.co.jp/

株式会社ワコールホールディングス 京都府 製造業 https://www.wacoal.jp/info/wacoal/2020/05/26-01.html

有限会社トラビュー観光 京都府 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.traview.co.jp

合同会社トラベルラボパートナーズ 京都府 サービス業（他に分類されないもの） https://tlp-blog.com/

京セラコミュニケーションシステム株式会社 京都府 情報通信業 https://www.kccs.co.jp/news/info/2021/0108/index.html

NISSHA株式会社 京都府 製造業 https://www.nissha.com/news/2021/05/24_049.html

ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社 京都府 製造業

https://www.nuvoton.co.jp/pdf/%E5%87%BA%E5%8B%A4%E8%80%85%E6%95%B0%E5%89%8A%E6%B8%9B%

E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%96%BD%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81

%A620210517.pdf

京セラ株式会社 京都府 製造業 https://www.kyocera.co.jp/information/2021/0101_aqwe.html

株式会社 堀場製作所 京都府 製造業 https://www.horiba.com/jpn/company/news/detail/news/5/2021/当社における出勤率削減に関する取り組み/

株式会社SCREENホールディングス 京都府 製造業 https://www.screen.co.jp/news/cvd2020

株式会社島津製作所 京都府 製造業 https://www.shimadzu.co.jp/importantnotice.html

株式会社 GSユアサ 京都府 製造業 https://www.gs-yuasa.com/jp/whatsnew/article.php?ucode=gs210520000627_1006

株式会社川島織物セルコン 京都府 製造業 https://www.kawashimaselkon.co.jp/info/news/covid19-remote/

三菱ロジスネクスト株式会社 京都府 製造業 https://www.logisnext.com/news/?mode=dl&seq=1440

日新電機株式会社 京都府 製造業 https://nissin.jp/notice/index.html

サンコール株式会社 京都府 製造業 https://www.suncall.co.jp/wp/wp-content/uploads/2021/06/coronatorikumi_20210618.pdf

ＴＯＷＡ株式会社 京都府 製造業 https://www.towajapan.co.jp/jp/cv_info/

村田機械株式会社 京都府 製造業 https://www.muratec.jp/corp/csr/safety/health.html

https://www.yorozu-corp.co.jp/share/uploads/2021/12/syusyaritu2021.111.pdf
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公益社団法人関西経済連合会 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://www.kankeiren.or.jp/210513info2.pdf

パナソニック株式会社 大阪府 製造業 https://www.panasonic.com/jp/corporate/inform/20210624.html

住友電気工業株式会社 大阪府 製造業 https://sei.co.jp/company/pdf/prs051.pdf

さくらインターネット株式会社 大阪府 情報通信業 https://www.sakura.ad.jp/recruit/data/

丸一鋼管株式会社 大阪府 製造業 https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS90390/98091549/2cf0/455e/9837/970ac98f996d/2021

株式会社　高島屋 大阪府 卸売業、小売業 https://www.takashimaya.co.jp/base/corp/topics/telework_210517.pdf

田辺三菱製薬株式会社 大阪府 医療、福祉 https://www.mt-pharma.co.jp/covid-19/

エスリード株式会社 大阪府 不動産業、物品賃貸業 https://www.eslead.co.jp/

株式会社クボタ 大阪府 製造業 https://www.kubota.co.jp/covid-19/index.html

エイ・ワン少額短期保険株式会社 大阪府 金融業、保険業 https://www.a1-ssi.com/news/pkobo_news/upload/93-0link_file.pdf

大阪府中小企業家同友会 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://osaka.doyu.jp/a_news.html

株式会社サン・エンジニアリング 大阪府 情報通信業 https://www.sunengi.co.jp

アステム株式会社 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） http://www.astem.com/telwork/

レンゴー株式会社 大阪府 製造業 https://www.rengo.co.jp/news/inform/covid19_3.html

株式会社　アスコット 大阪府 情報通信業 http://www.ascot.co.jp

大日本住友製薬株式会社 大阪府 製造業 https://www.ds-pharma.co.jp/covid-19.html

豊中商工会議所 大阪府 分類不能の産業 https://www.ooaana.or.jp/info/korona/img/taiou.pdf

大阪ガス株式会社 大阪府 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.osakagas.co.jp/topics/1294847_14522.html

大阪市高速電気軌道株式会社 大阪府 運輸業、郵便業 https://subway.osakametro.co.jp/page/20200605_om_coronatorikumi.php?_ga=2.188008168.110202

株式会社ダイセル 大阪府 製造業 https://www.daicel.com/covid19/index.html

タツタ電線株式会社 大阪府 製造業 https://www.tatsuta.co.jp/ir_info/document/pdf/news_japanese_20210518_60a33b0068f5d.pdf

ダイキン工業株式会社 大阪府 製造業 https://www.daikin.co.jp/taisetsu/2021/210518/index.html

サントリーホールディングス株式会社 大阪府 製造業 https://www.suntory.co.jp/note/detail/note2021_05.pdf?fromid=top

関西電力株式会社 大阪府 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.kepco.co.jp/corporate/notice/notice_pdf/covid19_torikumi.pdf

株式会社ダイヘン 大阪府 製造業 https://www.daihen.co.jp/newinfo/corona.html

岩谷産業株式会社 大阪府 卸売業、小売業 http://www.iwatani.co.jp/jpn/information/

ダイダン株式会社 大阪府 建設業 https://www.daidan.co.jp/sustainability/telework/

小林製薬株式会社 大阪府 製造業 https://www.kobayashi.co.jp/covid-19/2021/

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 大阪府 分類不能の産業 https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/210714action.pdf

大和ハウス工業株式会社 大阪府 建設業 https://www.daiwahouse.co.jp/

ペガサスミシン製造株式会社 大阪府 製造業 https://www.pegasus.co.jp/ja/news/

株式会社ダスキン 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://www.duskin.co.jp/whatsnew/2021/0518_01/

積水ハウス株式会社 大阪府 建設業 https://www.sekisuihouse.co.jp/company/topics/topics_2020/20200805_01/

西日本旅客鉄道株式会社 大阪府 運輸業、郵便業 https://www.westjr.co.jp/info/corona_taisaku.html

西日本電信電話株式会社 大阪府 情報通信業 https://www.ntt-west.co.jp/brand/20200408_1/

近鉄不動産株式会社 大阪府 不動産業、物品賃貸業 https://www.kintetsu-re.co.jp/information/2021/5/hpaboutzaitakukinmu20210518.pdf

関西エアポート株式会社 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） http://www.kansai-airports.co.jp/update/2021/

東洋紡株式会社 大阪府 製造業 https://www.toyobo.co.jp/news/2020/release_726.html

株式会社ソフテムコム 大阪府 情報通信業 http://www.softem.com/

株式会社 近鉄・都ホテルズ 大阪府 宿泊業、飲食サービス業 https://www.miyakohotels.ne.jp/j/information/172553/index.html

オアシ株式会社 大阪府 情報通信業 https://www.oasi.co.jp/news/detail.php?i=43&p=1

株式会社カプコン 大阪府 情報通信業 https://www.capcom.co.jp/ir/info/covid-19_announce.html

日東電工株式会社 大阪府 製造業 https://www.nitto.com/jp/ja/press/2021/0519.jsp

コクヨ株式会社 大阪府 製造業 https://www.kokuyo.co.jp/

関西電力送配電株式会社 大阪府 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.kansai-td.co.jp/corporate/information/index.html

株式会社ダイフク 大阪府 製造業 https://www.daifuku.com/jp/company/news/2021/0520/

ミズノ株式会社 大阪府 製造業 https://corp.mizuno.com/jp/news/other/2021/05/20/info.aspx

学校法人河﨑学園 大阪府 教育、学習支援業 https://www.kawasakigakuen.ac.jp/information/news/4346/

不二製油グループ本社株式会社 大阪府 製造業 https://www.fujioilholdings.com/news/2021/

南海電気鉄道株式会社 大阪府 運輸業、郵便業 http://www.nankai.co.jp/library/pdf/prevention.pdf

不二製油株式会社 大阪府 製造業 https://www.fujioil.co.jp/

大阪兵庫生コンクリート工業組合 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://osakahyogokouso.or.jp/post-10699/

株式会社椿本チエイン 大阪府 製造業 https://www.tsubakimoto.jp/company/news/notice/2021/05/20/

JFE継手株式会社 大阪府 製造業 https://www.jfe-pf.co.jp/topics/topics_20210521.pdf

サノヤスホールディングス株式会社 大阪府 製造業 http://www.sanoyas.co.jp/news/2021/0514.pdf

象印マホービン株式会社 大阪府 製造業 https://www.zojirushi.co.jp/corp/etc/torikumi_covid19.html

大阪商工会議所 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://www.osaka.cci.or.jp/emergency/210521info.pdf

株式会社テクノアソシエ 大阪府 卸売業、小売業 http://www.technoassocie.co.jp/

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社 大阪府 卸売業、小売業 https://data.swcms.net/file/h2o-retailing/ja/news/auto_20210524426423/pdfFile.pdf

江崎グリコ株式会社 大阪府 製造業 https://www.glico.com/assets/files/NL20210524.pdf

株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://www.charmcc.jp/information/72474/

阪急阪神ホールディングス株式会社 大阪府 運輸業、郵便業 https://www.hankyu-hanshin.co.jp/download/corporate/emergency_status.pdf

住友精化株式会社 大阪府 製造業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4008/announcement1/69025/00.pdf

倉敷紡績株式会社 大阪府 製造業 https://www.kurabo.co.jp/

タカラスタンダード株式会社 大阪府 製造業 https://www.takara-standard.co.jp/files/parts/20210520.pdf

フクシマガリレイ株式会社 大阪府 製造業 https://www.galilei.co.jp/info/1884/

日本生命保険相互会社 大阪府 金融業、保険業 https://www.nissay.co.jp/coronavirusoshirase/telework.pdf

株式会社ソフト99コーポレーション 大阪府 製造業 https://www.soft99.co.jp/news/detail/telework/

大同生命保険株式会社 大阪府 金融業、保険業 https://www.daido-life.co.jp/company/info/pdf/shukkin.pdf

関電不動産開発株式会社 大阪府 不動産業、物品賃貸業 https://www.kanden-rd.co.jp/

ダイハツ工業株式会社 大阪府 製造業 https://www.daihatsu.com/jp/news/infomation/index.html#_ga=2.78767703.276750262.1621811802

バイエル薬品株式会社 大阪府 製造業 https://www.pharma.bayer.jp/ja/notice-25-05-2021

株式会社オプテージ 大阪府 情報通信業 https://optage.co.jp/announce/announce_202111.html

住友生命保険相互会社 大阪府 金融業、保険業 https://www.sumitomolife.co.jp/coronavirus8.pdf

株式会社ロイヤルホテル 大阪府 宿泊業、飲食サービス業 https://www.rihga.co.jp/news/telework

阪神高速道路株式会社 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://hanshin-exp.co.jp/company/topics/post_442.html

エスペック株式会社 大阪府 製造業 https://www.espec.co.jp/news/corporate/2021/detail210428.html

マツダクレジット株式会社 大阪府 金融業、保険業 https://www.mazdacr.co.jp/company/index.html

ダイドーグループホールディングス株式会社 大阪府 卸売業、小売業 https://www.dydo-ghd.co.jp/ir/pdf/20210511_00.pdf

モリト株式会社 大阪府 卸売業、小売業 http://www.morito.co.jp/hd/news/file/20210528.pdf

西日本高速道路株式会社 大阪府 サービス業（他に分類されないもの） https://corp.w-nexco.co.jp/corona_measures/

株式会社千趣会 大阪府 卸売業、小売業 https://www.senshukai.co.jp/main/top/csr/safety/safety01.html

テイカ株式会社 大阪府 製造業 http://www.tayca.co.jp/covid/index.html

株式会社ミライト・テクノロジーズ 大阪府 建設業 https://www.miratec.co.jp/news/

シキボウ株式会社 大阪府 製造業 https://ssl4.eir-parts.net/doc/3109/ir_material13/166849/00.pdf

サムティ株式会社 大阪府 不動産業、物品賃貸業 https://www.samty.co.jp/ja/letter.html

ユニチカ株式会社 大阪府 製造業 https://www.unitika.co.jp/corona/info210601/

NTN株式会社 大阪府 製造業 https://www.ntn.co.jp/japan/news/press/news202100049.html

株式会社ハークスレイ 大阪府 卸売業、小売業 https://www.hokkahokka-tei.jp/news/2021/20210601.pdf

株式会社　日阪製作所 大阪府 製造業 https://www.hisaka.co.jp/cms/topics/2021/08/cv3-2.html

京セラドキュメントソリューションズ株式会社 大阪府 製造業 https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/news/rls_2021/rls_20210601.html

大阪中小企業投資育成株式会社 大阪府 金融業、保険業 https://www.sbic-wj.co.jp/

日立造船株式会社 大阪府 製造業 https://www.hitachizosen.co.jp/whatsnew_telework.pdf

帝人株式会社 大阪府 製造業 https://www.teijin.co.jp/about/info_covid19/information02.html

アイオン株式会社 大阪府 製造業 https://www.aion-kk.co.jp/topics/telework/

株式会社インターロジサービス 大阪府 運輸業、郵便業 http://www.interlogi.co.jp/company.html#comapny02

ハウス食品グループ本社株式会社 大阪府 製造業 https://housefoods-group.com/

株式会社いずみ 大阪府 卸売業、小売業 https://izumi-bf.co.jp/news/topics_remotework/
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サンスター株式会社 大阪府 製造業 https://jp.sunstar.com/notice/

サンスター技研株式会社 大阪府 製造業 https://jp.sunstar.com/notice/

公益財団法人国際花と緑の博覧会記念協会 大阪府 分類不能の産業 https://www.expo-cosmos.or.jp/news/uploads/RemoteWork2021.pdf

やおコミュニティ放送株式会社 大阪府 情報通信業 http://792.jp

株式会社シノプス 大阪府 情報通信業 https://www.sinops.jp/news/210607met

シャープ株式会社 大阪府 製造業 https://corporate.jp.sharp/info/notices/covid19/action/

株式会社きんでん 大阪府 建設業 https://www.kinden.co.jp/pdf/2021-06-08_1.pdf

フジコピアン株式会社 大阪府 製造業 http://www.fujicopian.com/news/pdf/2021_r03/005.pdf

株式会社三社電機製作所 大阪府 製造業 https://www.sansha.co.jp/news/2021/2540/

森下仁丹株式会社 大阪府 製造業 https://www.jintan.co.jp/corona/

三精テクノロジーズ株式会社 大阪府 製造業 https://www.sansei-technologies.com/news/pdf/20210628.pdf

神鋼商事株式会社 大阪府 卸売業、小売業 https://news.shinsho.co.jp/pdf/20210707_175856aaaa.pdf

小野薬品工業株式会社 大阪府 製造業 https://www.ono.co.jp/covid-19

株式会社マンダム 大阪府 製造業 https://www.mandom.co.jp/info/remotework.html

株式会社エムウィズ 大阪府 学術研究、専門・技術サービス業 https://mwis.co.jp/news/

株式会社近貨 大阪府 運輸業、郵便業 http://www.kinka.jp/covid19.html

サカタインクス株式会社 大阪府 製造業 http://www.inx.co.jp/etc/info/covid-19.html

新明和工業株式会社 兵庫県 製造業 https://www.shinmaywa.co.jp/covid-19.html

東リ株式会社 兵庫県 製造業 https://www.toli.co.jp/newsrelease/newscovid19.html

株式会社神戸製鋼所 兵庫県 製造業 https://www.kobelco.co.jp/covid-19/index.html

TOYO TIRE株式会社 兵庫県 製造業 https://www.toyotires.co.jp/covid-19/

住友ゴム工業株式会社 兵庫県 製造業 https://www.srigroup.co.jp/

本州四国連絡高速道路株式会社 兵庫県 運輸業、郵便業 https://www.jb-honshi.co.jp/corp_index/corp_news/

UCCホールディングス株式会社 兵庫県 製造業 https://www.ucc.co.jp/press/announce_uccgroup2.html

山陽特殊製鋼株式会社 兵庫県 製造業 http://www.sanyo-steel.co.jp/system/upload/news/20210531.pdf

株式会社アシックス 兵庫県 製造業 https://corp.asics.com/jp/notice/covid

虹技株式会社 兵庫県 製造業 https://www.kogi.co.jp/pdf/topics/koronataiou.pdf

ＳＴＡＲＬＥＣＳ株式会社 兵庫県 サービス業（他に分類されないもの） https://jp.sunstar.com/notice/

兵庫県経営者協会 兵庫県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.hpea.jp/article.php?id=287

神戸医療福祉大学 兵庫県 教育、学習支援業 http://www.kinwu.ac.jp/zengaku/index.html?id=62525&pid=27786

三ツ星ベルト株式会社 兵庫県 製造業 https://www.mitsuboshi.com/japan/newsrelease/2021/img/Mitsuboshi_COVID19_20210614.pdf

シスメックス株式会社 兵庫県 製造業 https://www.sysmex.co.jp/information/210621.pdf

TOA株式会社 兵庫県 製造業 https://www.toa.co.jp/news/2021/210625.htm

和歌山電力株式会社 和歌山県 電気・ガス・熱供給・水道業

https://w-

epco.co.jp/2021/05/17/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%

A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3

%81%86%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%AE%9F/

株式会社サイバーリンクス 和歌山県 情報通信業 https://www.cyber-l.co.jp/corporate/remote-work/

株式会社ファイナール 鳥取県 製造業 https://finarl.co.jp/news.html#/ndetail?id=ndoh9dwa7

岡山ガス株式会社 岡山県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.okagas.co.jp/okagas/

水島瓦斯株式会社 岡山県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.mizushima-gas.co.jp/data/192/news_dtl/

国立大学法人岡山大学 岡山県 教育、学習支援業 https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/tostaff-aboutcoronavirus.html

学校法人加計学園 岡山県 教育、学習支援業 https://www.kake.ac.jp/up_load_files/freetext/information/file/shukinnsakugenn.pdf

ネットリンクス株式会社 岡山県 情報通信業 https://ottele.net-links.co.jp/news/2021/95065/

マツダ株式会社 広島県 製造業 https://www.mazda.com/ja/covid-19/workstyle/

中国電力株式会社 広島県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.energia.co.jp/assets/info/2021/reduction_torikumi.pdf

中国電力ネットワーク株式会社 広島県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.energia.co.jp/nw/information/assets/info/2021/reduction_torikumi.pdf

公立大学法人広島市立大学 広島県 教育、学習支援業 https://www.hiroshima-cu.ac.jp/news/c00026787/

株式会社　ジェイ・エム・エス 広島県 製造業 http://www.jms.cc/ir/press_release/2021/210601_01.pdf

株式会社広島朝日広告社 広島県 学術研究、専門・技術サービス業 https://www.hiroasa.jp/2106-taisaku.pdf

長沼商事株式会社 広島県 卸売業、小売業

http://naganuma.co.jp/shoji/wp-

content/uploads/sites/3/2021/06/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A

6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%AF%BE%E7%

AD%96%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

株式会社フレスタ 広島県 卸売業、小売業 http://www.fresta.co.jp/img/news/20200501_news.pdf

中電プラント株式会社 広島県 建設業 http://www.chuden-plant.co.jp/sakugen.pdf

学校法人修道学園広島修道大学 広島県 教育、学習支援業 https://www.shudo-u.ac.jp/kouhyou/htpcot00000035q9-att/htpcot0000005vmn.pdf

広島電鉄株式会社 広島県 運輸業、郵便業 https://www.hiroden.co.jp/topics/2021/pdf/covid19/attendance.pdf

中電技術コンサルタント株式会社 広島県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.cecnet.co.jp/images/news/telework-726.pdf

株式会社バルコム 広島県 卸売業、小売業

https://balcom.jp/n-

company/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%

AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%

82%8B%E4%B8%BB%E3%81%AA%E5%8F%96%E7%B5%84%E3%81%BF/

府中商工会議所 広島県 サービス業（他に分類されないもの） https://fuchucci.or.jp

株式会社MEDIAS 広島県 情報通信業 http://www.md-s.jp/1097-2/

丸加ホールディングス株式会社 広島県 分類不能の産業

https://maruka-holdings.jp/cont/wp-

content/uploads/2022/01/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%8

2%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%8F%96%E7%B5%84%

E3%81%BF.pdf

株式会社GOWEB 広島県 サービス業（他に分類されないもの） https://goweb.jp/info/news/2021/10/282/

学校法人梅光学院 山口県 教育、学習支援業 https://baiko.app.box.com/notes/811858983181?s=i6fstvjy5nohecfxjp2kq7gfzstqt9lh

UBE株式会社 山口県 製造業 https://www.ube.co.jp/ube/jp/info/2022/20221216_01.html

徳島化製事業協業組合 徳島県 製造業 https://tokushimakasei.takara-bune.net/COVID-19.html

株式会社大塚製薬工場 徳島県 製造業 https://www.otsukakj.jp/info/20210601.html

徳島商工会議所 徳島県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.tokushimacci.or.jp/latest_information/2021060223857/

徳島県商工会連合会 徳島県 分類不能の産業 https://r.goope.jp/tsci/info/3951837

公益財団法人とくしま産業振興機構 徳島県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.our-think.or.jp/?mode=detail&p=312777

株式会社ヨコタコーポレーション 徳島県 製造業 http://www.yokota-inc.com/company/index.html

四国化成工業株式会社 香川県 製造業 https://www.shikoku.co.jp/news/entry572/

株式会社タダノ 香川県 製造業 https://www.tadano.co.jp/news/upload/docs/210525.pdf

四国電力株式会社 香川県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.yonden.co.jp/corporate/telework/index.html

四国電力送配電株式会社 香川県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.yonden.co.jp/nw/norm/telework/index.html

四国旅客鉄道株式会社 香川県 運輸業、郵便業 https://www.jr-shikoku.co.jp/02_information/34_employee/

株式会社エイチビーソフトスタジオ 愛媛県 情報通信業 https://www.hbss.co.jp/office/

公益財団法人愛媛県消防協会 愛媛県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.ehime-syokyou119.jp/oshirase/4300

愛媛県高等学校PTA連合会 愛媛県 教育、学習支援業 ehime-koupren@poem.ocn.jp

南レク株式会社 愛媛県 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.nanreku.jp/

株式会社グルーヴエナジー 愛媛県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://groove-energy.com/p/initiative1.html

井関農機株式会社 愛媛県 製造業 https://www.iseki.co.jp/company/covid-19_taiou.pdf

愛媛県信用農業協同組合連合会 愛媛県 金融業、保険業 https://www.jabank-ehime.or.jp/kenshinren/news/news20210609.pdf

株式会社サイバー大学 福岡県 教育、学習支援業 https://pro.cyber-u.ac.jp/release/6395/

西部ガスホールディングス株式会社 福岡県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://hd.saibugas.co.jp/caution_detail/pdf/covid-19.pdf

九州旅客鉄道株式会社 福岡県 運輸業、郵便業 https://www.jrkyushu.co.jp/

ロイヤルホールディングス株式会社 福岡県 宿泊業、飲食サービス業 https://www.royal-holdings.co.jp/release/dd495af6ad321d85cba2f5adc0b14da6.pdf

株式会社キャッチアップ 福岡県 情報通信業 https://catchup.co.jp/news/archives/197

株式会社　シーガルズ 福岡県 宿泊業、飲食サービス業 https://seagulls.co.jp/info/index0x.html

サンセラ有限会社 福岡県 教育、学習支援業 https://studiozero-fukuoka.com/

株式会社　四葉ケアサービス 福岡県 医療、福祉 http://yotsubacare00h.blog.jp/
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西日本鉄道株式会社 福岡県 運輸業、郵便業 http://www.nishitetsu.jp/corona_top/corona_taisaku/

株式会社アステックペイント 福岡県 製造業

https://protimes.jp/news/%e3%80%8c%e7%b7%8a%e6%80%a5%e4%ba%8b%e6%85%8b%e5%ae%a3%e8%a8%

80%e3%80%8d%e3%81%ae%e7%99%ba%e4%bb%a4%e3%81%ab%e4%bc%b4%e3%81%86%e5%bd%93%e7%a4

%be%e3%81%ae%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84

株式会社安川電機 福岡県 製造業 https://www.yaskawa.co.jp/covid19

TOTO株式会社 福岡県 製造業 https://jp.toto.com/News/info_cv2020/pdf/20210525_efforts.pdf

九州電力株式会社 福岡県 電気・ガス・熱供給・水道業 http://www.kyuden.co.jp/company_telework.html

九州電力送配電株式会社 福岡県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.kyuden.co.jp/td_company_telework.html

信号電材株式会社 福岡県 製造業 https://www.shingo-d.co.jp/assets/news/pdf00000129.pdf

直方商工会議所 福岡県 サービス業（他に分類されないもの） http://www.nogata-cci.or.jp/

株式会社九州コーユー 佐賀県 情報通信業 https://www.k-koyu.co.jp/2021/05/post-16.html

株式会社佐賀電算センター 佐賀県 情報通信業 https://www.sdcns.co.jp/index/news/_2311.html

株式会社とっぺん 佐賀県 学術研究、専門・技術サービス業 https://toppen.jp/

社会福祉法人教證会　大楠の里保育園 佐賀県 医療、福祉 https://okusunosato.jp/category/news/

サガ・コア＆カッター工業株式会社 佐賀県 建設業 https://r.goope.jp/sagacore/info/3929497

株式会社日本さわやかグループ 熊本県 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.white-ex.co.jp/

株式会社KIS 熊本県 情報通信業 https://www.kis.co.jp/news/

株式会社DNS 熊本県 卸売業、小売業 https://www.dns-jp.co.jp/news/archives/40

白鷺電気工業株式会社 熊本県 建設業 https://www.shirasagidenki.co.jp/info/remote-work20210520/

金剛株式会社 熊本県 製造業 https://www.kongo-corp.co.jp/newtopics/2021-06-22.html

ジェイリース株式会社 大分県 金融業、保険業 https://www.j-lease.jp/news/archives/241

国立大学法人鹿児島大学 鹿児島県 教育、学習支援業 https://www.kagoshima-u.ac.jp/important/kuspecialsiteforcovid19.html

株式会社現場サポート 鹿児島県 情報通信業 https://support.genbasupport.com/topics-62207/

国立大学法人鹿屋体育大学 鹿児島県 教育、学習支援業 https://www.nifs-k.ac.jp/covid-19.html

沖縄電力株式会社 沖縄県 電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/whats_new/2021/210610.pdf

株式会社沖縄コングレ 沖縄県 サービス業（他に分類されないもの） https://www.okinawa-congre.co.jp/detail.jsp?id=100801&type=TopicsTopPage&select=&funcid=2&
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