
生産性向上特別措置法　革新的データ産業活用計画　認定企業一覧（令和3年3月31日時点）

No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
1 株式会社ジェーシービー 8010401050511 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 平成30年7月13日 有
2 株式会社アルファパーチェス 8010401090648 各種商品卸売業 平成30年7月19日 無
3 株式会社日伝 8120001077522 機械器具卸売業 平成30年7月27日 無
4 キヤノン株式会社 6010801003186 業務用機械器具製造業 平成30年9月20日 無
5 株式会社ユニクロ 9250001001451 繊維・衣服等卸業 平成30年9月28日 無
6 株式会社プレステージ・インターナショナル 1010001089262 その他の事業サービス業 平成30年9月28日 無
7 富士電機株式会社 9020001071492 電気機械器具製造業 平成30年10月12日 無
8 日本食研ホールディングス株式会社 3500001012115 食料品製造業 平成30年10月30日 無
9 株式会社ヨロズ大分 9320001011071 輸送用機械器具製造業 平成30年10月31日 無
10 昭栄化学工業株式会社 6011101009270 化学工業 平成30年11月19日 無
11 東ソー・クォーツ株式会社 1390001002550 窯業・土石製品製造業 平成30年12月6日 無
12 東京インキ株式会社 8011501003045 化学工業 平成30年12月7日 無
13 大和証券株式会社 9010001063235 金融商品取引業、商品先物取引業 平成30年12月13日 有
14 朝日放送テレビ株式会社 8120001204927 放送業 平成30年12月25日 有
15 株式会社LIXIL 8010601028126 金属製品製造業 平成30年12月26日 無
16 株式会社ソディック 3020001020736 生産用機械器具製造業 平成30年12月26日 無
17 市光工業株式会社 9021001035727 輸送用機械器具製造業 平成30年12月26日 無
18 森六ホールディングス株式会社 9010401054420 専門サービス業（他に分類されないもの） 平成30年12月26日 無
19 サンエツ金属株式会社 9230001014075 非鉄金属製造業 平成30年12月27日 無
20 クリエイト株式会社 7120001042923 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 平成30年12月27日 無
21 株式会社NTTドコモ 1010001067912 通信業 平成31年1月11日 無
22 株式会社ファーストリテイリング 9250001000684 専門サービス業（他に分類されないもの） 平成31年1月16日 無
23 凸版印刷株式会社 7010501016231 印刷・同関連業 平成31年1月25日 無
24 株式会社明電舎 4010701009640 電気機械器具製造業 平成31年1月30日 有
25 東洋ビジュアルソリューションズ株式会社 9010001186399 化学工業 平成31年2月1日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議

26
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
株式会社三菱UFJ銀行

4010001073486
5010001008846

銀行業 平成31年2月8日 有

27 三井住友信託銀行株式会社 2010001146005 銀行業 平成31年2月15日 有

28 オプテックスグループ株式会社 1160001000321
電子部品・デバイス・電子回路製造業
専門サービス業

平成31年2月15日 無

29 ユニ・チャームプロダクツ株式会社 7500001014710 パルプ・紙・紙加工品製造業 平成31年2月22日 無
30 日清食品株式会社 7120001133929 食料品製造業 平成31年2月22日 無
31 株式会社魚国総本社 1120001074930 飲食料品小売業 平成31年2月22日 有
32 株式会社赤ちゃん本舗 6120001077342 各種商品小売業 平成31年2月27日 有
33 株式会社シップデータセンター 6010001172229 情報サービス業 平成31年2月28日 無
34 シノブフーズ株式会社 2120001049881 食料品製造業 平成31年3月5日 無
35 株式会社JERA 6010001167617 電気業 平成31年3月12日 有
36 京都中央信用金庫 8130005004513 協同組織金融業 平成31年3月12日 有
37 日本情報通信株式会社 5010001087865 情報サービス業 平成31年3月13日 無
38 イビデン株式会社 6200001013231 電子部品・デバイス・電子回路製造業 平成31年3月18日 無
39 森永製菓株式会社 1010401029660 食料品製造業 平成31年3月20日 無
40 株式会社ベネッセコーポレーション 1260001011820 その他教育、学習支援業 平成31年3月22日 有
41 東芝メモリ株式会社 5010001184349 電子部品・デバイス・電子回路製造業 平成31年3月22日 無
42 日本生命保険相互会社 3120005007273 保険業 平成31年3月25日 有
43 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 3011001027739 損害保険業 平成31年3月26日 無
44 株式会社テレビ朝日 6010401108393 放送業 平成31年3月27日 無
45 横河マニュファクチャリング株式会社 4012801008134 電気機械器具製造業 平成31年3月27日 無
46 三菱UFJ信託銀行株式会社 6010001008770 銀行業 平成31年3月29日 有
47 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 7010001034799 保険業 平成31年3月29日 有
48 株式会社カネカ 8120001059628 化学工業 平成31年3月29日 無
49 朝日放送テレビ株式会社 8120001204927 放送業 平成31年3月29日 有
50 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 3011001027739 損害保険業 平成31年4月10日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
51 岡谷エレクトロニクス株式会社 7020001045894 機械器具卸売業 平成31年4月11日 無
52 株式会社ハマケイ 4020001024141 飲食料品小売業 平成31年4月16日 無
53 アクサ損害保険株式会社 2010501031037 保険業 平成31年4月19日 有
54 株式会社ワイテック 2240001036645 金属製品製造業 平成31年4月22日 無
55 オークマ株式会社 1180001081319 生産用機械器具製造業 平成31年4月23日 無
56 株式会社富士精機 3180001076416 輸送用機械器具製造業 平成31年4月23日 無
57 堺LNG株式会社 5120101009799 ガス業 平成31年4月26日 無
58 株式会社キャタラー 2080401014639 輸送用機械器具製造業 平成31年4月26日 無
59 東芝機械株式会社 3010001034836 生産用機械器具製造業 令和元年5月9日 無
60 株式会社アダストリア 1050001002254 織物・衣服・身の回り品小売業 令和元年5月10日 無
61 株式会社村田製作所 4130001030475 電子部品・デバイス・電子回路製造業 令和元年5月13日 無
62 株式会社ファーストリテイリング 9250001000684 専門サービス業（他に分類されないもの） 令和元年5月17日 無
63 東芝三菱電機産業システム株式会社 1010401041839 電気機械器具製造業 令和元年5月20日 無
64 豊田鉄工株式会社 3180301018927 輸送用機械器具製造業 令和元年5月22日 無
65 日本瓦斯株式会社 9010001061924 ガス業 令和元年5月30日 有
66 東洋インキ株式会社 9010001139175 化学工業 令和元年5月31日 無
67 セーレン株式会社 9210001001785 繊維・衣服等卸業 令和元年6月5日 無
68 第一生命保険株式会社 1010001174683 保険業 令和元年6月7日 有
69 EIZO株式会社 8220001009300 電気機械器具製造業 令和元年6月7日 無
70 パイロットインキ株式会社 6180001009125 その他製造業 令和元年6月18日 無
71 ヱスビー食品株式会社 6010001034750 食料品製造業 令和元年6月20日 無
72 株式会社NTTドコモ 1010001067912 通信業 令和元年6月21日 有
73 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 3011001027739 損害保険業 令和元年6月21日 有
74 株式会社松井 9430001016101 その他の卸売業 令和元年6月21日 無
75 株式会社三菱UFJ銀行 5010001008846 銀行業 令和元年6月24日 有



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
76 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 4011101023372 損害保険業 令和元年6月26日 有
77 アクサ生命保険株式会社 8010401060741 保険業 令和元年7月3日 有
78 昭和電工株式会社 9010401014548 化学工業 令和元年7月16日 無
79 中部電力株式会社 3180001017428 電気業 令和元年7月16日 無
80 JFEスチール株式会社 1010001008668 鉄鋼業 令和元年7月19日 無

81
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

4010001116542 専門サービス業（他に分類されないもの） 令和元年7月23日 無

82 パイロットインキ株式会社 6180001009125 その他製造業 令和元年7月25日 無
83 コスモ石油株式会社 3010401010164 石油製品・石炭製品製造業 令和元年7月26日 無
84 株式会社ブリヂストン 3010001034943 ゴム製品製造業 令和元年7月31日 無
85 株式会社ニシザワ 8100001021003 各種商品小売業 令和元年7月31日 無
86 株式会社島根富士通 8280001003421 情報通信機械器具製造業 令和元年8月2日 無
87 野村ホールディングス株式会社 7010001034881 金融商品取引業 令和元年8月8日 無
88 三井住友海上火災保険株式会社 6010001008795 保険業 令和元年8月13日 有
89 積水成型工業株式会社 6120001059654 プラスチック製品製造業 令和元年8月22日 無
90 DOWAサーモエンジニアリング株式会社 7010001099181 金属製品製造業 令和元年8月23日 無
91 株式会社木曽路 9180001008132 飲食店 令和元年8月29日 有
92 株式会社フィットハウス 3200001017730 織物・衣服・身の回り品小売業 令和元年8月29日 有
93 京セラ株式会社 4130001000049 生産用機械器具製造業 令和元年9月6日 無
94 三井住友海上火災保険株式会社 6010001008795 損害保険業 令和元年9月11日 有
95 株式会社浜乙女 5180001032301 食料品製造業 令和元年9月24日 無
96 株式会社長登屋 7180001026474 一般卸売業 令和元年9月24日 無
97 イビデン株式会社 6200001013231 電子部品・デバイス・電子回路製造業 令和元年9月25日 無
98 アサヒロジスティクス株式会社 8030001071633 道路貨物運送業 令和元年9月27日 有
99 株式会社デンソー 9180301014251 輸送用機械器具製造業 令和元年9月30日 無
100 山崎製パン株式会社 4010001008806 飲食料品小売業 令和元年10月4日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
101 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス 6010401087893 織物・衣服・身の回り品小売業 令和元年10月9日 無

102
株式会社パーカーコーポレーション
パーカーアサヒ株式会社

5010001054386
9010001035589

建築材料、鉱物・金属材料等卸売業
ゴム製品製造業

令和元年10月24日 無

103 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 6010601032823 保険業 令和元年10月25日 無
104 住友電装株式会社 7190001015253 輸送用機械器具製造業 令和元年10月25日 無
105 西日本電信電話株式会社 7120001077523 通信業 令和元年10月25日 有
106 株式会社ソミック石川 4010601008387 輸送用機械器具製造業 令和元年10月28日 無
107 中央電力株式会社 1122001007449 電気業 令和元年10月28日 無
108 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 3011001027739 損害保険業 令和元年10月30日 有
109 朝日放送テレビ株式会社 8120001204927 放送業 令和元年10月31日 無
110 株式会社セガエンタテインメント 4010801014318 娯楽業 令和元年11月5日 有
111 横河電機株式会社 4012401012569 電気機械器具製造業 令和元年11月14日 無
112 アコム株式会社 6010001023778 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 令和元年11月22日 有
113 金属技研株式会社 4011201010452 金属製品製造業 令和元年11月28日 無
114 株式会社山陰合同銀行 6280001000230 銀行業 令和元年12月12日 無
115 日本航空株式会社 7010701007666 航空運輸業 令和元年12月13日 無
116 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 1360001008518 飲料・たばこ・飼料製造業 令和元年12月16日 無
117 株式会社三菱UFJ銀行 5010001008846 銀行業 令和元年12月18日 有
118 株式会社アルプス物流 9020001019401 道路貨物運送業 令和元年12月24日 無
119 有機合成薬品工業株式会社 9010001059621 化学工業 令和元年12月25日 無
120 JFEスチール株式会社 1010001008668 鉄鋼業 令和元年12月26日 無

121
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
株式会社

4290001021319 電子部品・デバイス・電子回路製造業 令和元年12月26日 無

122 トラスコ中山株式会社 5120001108073 各種商品卸売業 令和元年12月27日 無
123 トラスコ中山株式会社 5120001108073 各種商品卸売業 令和元年12月27日 無
124 株式会社デンソー 9180301014251 輸送用機械器具製造業 令和2年1月10日 無
125 株式会社ミラプロ 5090001011207 生産用機械器具製造業 令和2年1月10日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
126 株式会社キングコーポレーション 4180001035346 パルプ・紙・紙加工品製造業 令和2年1月14日 無
127 ローム・アポロ株式会社 5290001047081 電子部品・デバイス・電子回路製造業 令和2年1月17日 無
128 株式会社LIXIL 8010601028126 金属製品製造業 令和2年1月17日 無
129 三井化学株式会社 4010401052081 化学工業 令和2年1月20日 無
130 日本電産シンポ株式会社 9130001030561 はん用機械器具製造業 令和2年1月27日 無
131 日本瓦斯株式会社 9010001061924 ガス業 令和2年1月30日 有
132 株式会社KADOKAWA 2010001163289 印刷・同関連業、映像・音声・文字情報制作業 令和2年1月31日 無

133 株式会社パーカーコーポレーション
株式会社パーカーアコウスティック

5010001054386
9010001055117

金属材料等卸売業
その他の製造業

令和2年2月7日 無

134 住友ベークライト株式会社
九州住友ベークライト株式会社

9010701005073
2290801014102

プラスチック製品製造業 令和2年2月10日 無

135 JXTGエネルギー株式会社 4010001133876 石油製品・石炭製品製造業 令和2年2月13日 無
136 株式会社エフピコ 5240001029984 プラスチック製品製造業 令和2年2月13日 無
137 JFE鋼板株式会社 4010701023963 亜鉛鉄板製造業 令和2年2月14日 無
138 三菱UFJ国際投信株式会社 9010001034450 金融商品取引業 令和2年2月14日 無
139 レンゴー株式会社 1120001036880 パルプ・紙・紙加工品製造業 令和2年2月14日 無
140 日本パレットプール株式会社 4120001072956 物品賃貸リース業 令和2年2月19日 無
141 キスコフーズ株式会社 6013301002583 食料品製造業 令和2年2月20日 無

142
コスモエネルギーホールディングス株式会社
コスモ石油株式会社
コスモ石油マーケティング株式会社

1010401120741
3010401010164
9010401116534

石油製品・石炭製品製造業 令和2年2月25日 無

143 株式会社マンダム 1120001090234 化学工業 令和2年2月25日 無
144 ロックペイント株式会社 8120001050883 化学工業 令和2年2月25日 無
145 大紀商事株式会社 5120001083333 繊維工業 令和2年2月26日 無
146 株式会社テレビ朝日 6010401108393 放送業 令和2年2月27日 無
147 株式会社デンソー 9180301014251 輸送用機械器具製造業 令和2年2月27日 無
148 株式会社マイナビ 3010001029968 映像・音声・文字情報制作業 令和2年2月27日 無
149 住友電装株式会社 7190001015253 輸送用機械器具製造業 令和2年2月27日 無
150 株式会社中日新聞社 4180001037961 映像・音声・文字情報制作業 令和2年2月27日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
151 富士電機株式会社 9020001071492 電気機械器具製造業 令和2年2月27日 無
152 豊田鉃工株式会社 3180301018927 輸送用機械器具製造業 令和2年2月27日 無
153 株式会社千代田テクノル 7010001004851 計量器・理化学機械器具・光学機械器具等卸売業 令和2年2月27日 有
154 三菱ふそうトラック・バス株式会社 7020001078696 輸送用機械器具製造業 令和2年2月28日 無
155 日清シスコ株式会社 5120101005286 食料品製造業 令和2年3月2日 無
156 ハードグラス工業株式会社 9140001078773 窯業・土石製品製造業 令和2年3月2日 無
157 DOWAサーモエンジニアリング株式会社 7010001099181 金属製品製造業 令和2年3月2日 無
158 レンゴー株式会社 1120001036880 パルプ・紙・紙加工品製造業 令和2年3月3日 無
159 JFEスチール株式会社 1010001008668 鉄鋼業 令和2年3月3日 無
160 JFEコンテイナー株式会社 6010001112820 金属製品製造業 令和2年3月4日 無
161 株式会社日本カードネットワーク 9010401050510 補助的金融業等 令和2年3月4日 無
162 熊本朝日放送株式会社 5330001001331 テレビジョン放送業（衛星放送業を除く） 令和2年3月5日 無
163 株式会社三菱UFJ銀行 5010001008846 銀行業 令和2年3月6日 無
164 株式会社シティライト 5260001003277 機械器具小売業、中古自動車小売業 令和2年3月11日 無
165 東邦薬品株式会社 5010901023507 その他卸売業 令和2年3月12日 無
166 株式会社流通サービス 9030001035744 倉庫業 令和2年3月12日 無
167 イビデン株式会社 6200001013231 電子部品・デバイス・電子回路製造業 令和2年3月13日 無
168 株式会社メニコン 7180001017589 業務用機械器具製造業 令和2年3月13日 有
169 川崎重工株式会社 1140001005719 輸送用機械器具製造業 令和2年3月13日 無
170 中部興産株式会社 7200001018097 道路貨物運送業 令和2年3月13日 無
171 株式会社三菱UFJ銀行 5010001008846 銀行業 令和2年3月13日 有
172 東栄電機株式会社 7080101006683 電気機械器具製造業 令和2年3月13日 無

173
北陸コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社ベネフレックス

8230001010901
7230001010927

飲食料品小売業 令和2年3月16日 無

174 合同会社ユー・エス・ジェイ 3010401120509 娯楽業 令和2年3月16日 無
175 日本食研ホールディングス株式会社 3500001012115 食料品製造業 令和2年3月18日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
176 株式会社アルプス物流 9020001019401 道路貨物運送業、倉庫業 令和2年3月19日 無
177 株式会社東京放送ホールディングス 5010401020855 放送業 令和2年3月19日 無
178 万田発酵株式会社 5240001038572 食料品製造業 令和2年3月19日 無
179 富士電機株式会社 9020001071492 電気機械器具製造業 令和2年3月23日 無
180 アクサダイレクト生命保険株式会社 3010001132763 保険業 令和2年3月26日 有
181 株式会社IDOM 1010001069520 その他の小売業 令和2年3月27日 有

182
株式会社ＪＥＲＡ
 株式会社常陸那珂ジェネレーション
ＪＥＲＡパワー武豊合同会社

6010001167617
5010501036009
7180003020673

電気業 令和2年3月27日 有

183 KDDI株式会社 9011101031552 通信業 令和2年3月27日 有

184
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社
西日本電信電話株式会社

4010401032249
7120001077523

通信業 令和2年3月27日 有

185 森トラスト・ビルマネジメント株式会社 7010401047013 不動産賃貸業・管理業 令和2年3月27日 無
186 富士通クライアントコンピューティング株式会社 3020001114711 情報通信機械器具製造業 令和2年3月27日 無
187 越智産業株式会社 5290001006723 建築材料、鉱物、金属材料等卸売業 令和2年3月27日 有
188 株式会社ジャルカード 2010701013124 貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関 令和2年3月30日 有
189 株式会社アライドマテリアル 6010401059967 非鉄金属製造業 令和2年3月30日 無
190 岡三リビック株式会社 9010401040684 技術サービス業（ほかに分類されないもの） 令和2年3月30日 無
191 株式会社白洋舎 4011001018621 洗濯・理容・美容・浴場業 令和2年3月30日 有
192 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー 3010401063740 無店舗小売業 令和2年3月31日 有
193 KDDI株式会社 9011101031552 通信業 令和2年3月31日 有
194 KDDI株式会社 9011101031552 通信業 令和2年3月31日 有
195 ファーマライズホールディングス株式会社 5011201003645 その他の小売業 令和2年3月31日 有
196 株式会社三井住友銀行 5010001008813 銀行業 令和2年3月31日 有
197 トラスコ中山株式会社 5120001108073 各種商品卸売業 令和2年3月31日 無
198 ニットーボーメディカル株式会社 8010001053798 化学工業 令和2年3月31日 無
199 バリュエンスジャパン株式会社 1010401148089 その他の卸売業 令和2年3月31日 有
200 株式会社ビックカメラ 9013301010402 その他の小売業 令和2年3月31日 無



No. 事業者の氏名又は名称 法人番号 事業分野 認定日 個情委協議
201 株式会社りそな銀行 6120001076393 銀行業 令和2年3月31日 有
202 三菱ふそうトラック・バス株式会社 7020001078696 輸送用機械器具製造業 令和2年3月31日 有

203
サントリーシステムテクノロジー株式会社
サントリービバレッジサービス株式会社

3120001123099
6012401010323

情報通信機械器具製造業
無店舗小売業

令和2年3月31日 無

204 オークマ株式会社 1180001081319 生産用機械器具製造業 令和2年3月31日 無
205 大阪市高速電気軌道株式会社 6120001206256 鉄道業 令和2年3月31日 有
206 日本電産シンポ株式会社 9130001030561 はん用機械器具製造業 令和2年3月31日 有
207 江崎グリコ株式会社 5120001049268 食料品製造業 令和2年3月31日 無
208 江崎グリコ株式会社 5120001049268 食料品製造業 令和2年3月31日 無
209 江崎グリコ株式会社 5120001049268 食料品製造業 令和2年3月31日 有
210 日清食品株式会社 7120001133939 食料品製造業 令和2年3月31日 無
211 ダイナミックマップ基盤株式会社 4010401125416 情報サービス業 令和2年12月4日 無
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