平成２９年度スポーツエールカンパニー 認定企業
番号

所在地

企業名

主な取組

1

福島県郡山市 ゼビオ株式会社

従業員の健康増進のため、全国の各店舗または地域店舗共同で運動会や
大縄跳び、3×3（スリーバイスリー）等のスポーツイベントを実施

2

群馬県前橋市 株式会社globeコーポレーション

ラジオ体操の実施や地域のマラソン・ウォーキングイベントへの参加

3

埼玉県越谷市 ホダカ株式会社

4

千葉県千葉市 株式会社ザオバ

5

千葉県千葉市 株式会社BlueOcean

6

千葉県君津市 株式会社ベストバランス

7

千葉県長柄町 リソル生命の森株式会社

8

東京都千代田区 アビームコンサルティング株式会社

9

東京都千代田区 いちご株式会社

出勤日での社内全体でのサイクリングの実施や、自転車通勤奨励のため距
離に応じた通勤ポイント制度（商品への交換）の導入
社内トレーニングスペースの設置及び会社からのプロテイン支給、スポーツイベ
ントへの参加推奨
"maemuki taiso"（オリジナルの楽曲・振り付けによる体操）の実施及び
他社への出張指導
ラジオ体操やランニングイベントを主催し、社員と地域住民が一体となって参
加
報奨制度を採り入れた社員向け体力測定と所有するゴルフ場を利用した健
康ウォーキングの実施
社員向けにストレッチや筋トレ、ウォーキング等のセミナーや運動推進キャン
ペーンを実施
社員による部活動（フットサル、ランニング、ゴルフ）及び全役職員参加の
朝礼にてストレッチ運動の実施
被災地支援を目的としたスポーツイベント参加時に利用できる休暇と活動費
の利用促進、約30に及ぶ社内クラブ活動の支援
社員向け障害者スポーツ体験会やフットサル大会を開催、また各地チャリティ
ラン・ウォークへ社員が参加者とボランティアの両面から参加
スマートフォンやウェアラブル機器で歩数を計測し、個人やチームごとに競い合
う「歩こうキャンペーン」の実施
週一回のオフィス内体操や運動プログラムの実施、日常の運動推奨、社内
サークルのサポートやスポーツイベントへの社員の参加促進等

10

東京都千代田区 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

11

東京都千代田区 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

12

東京都千代田区 株式会社NTTドコモ

13

東京都千代田区 大塚製薬株式会社

14

東京都千代田区 オントフ株式会社

階段利用の促進、朝の体操を実施

15

東京都千代田区 株式会社かんぽ生命保険

各部署におけるラジオ体操・みんなの体操の実施と取組支援

16

東京都千代田区 協和発酵キリン株式会社

スタンディングワーク・ミーティング、ラジオ体操の実施や本社大運動会の開催

17

東京都千代田区 株式会社久慈設計 東京支社

18

東京都千代田区 KNT-CTホールディングス株式会社

19

東京都千代田区 JXTGエネルギー株式会社

20

東京都千代田区 信号器材株式会社 東京本社

21

東京都千代田区 株式会社セブン銀行

22

東京都千代田区 第一生命保険株式会社

23

東京都千代田区 TANAKAホールディングス株式会社

24

東京都千代田区 株式会社つなひろワールド

25

東京都千代田区 帝人株式会社

26

東京都千代田区 東京海上日動火災保険株式会社

27

東京都千代田区 日本写真判定株式会社

28

東京都千代田区 日本生命保険相互会社

ラジオ体操や、社内スポーツレクリエーション（ゴルフ、ボウリング、街なみ
ウォーキング等）の実施
東京マラソンやウォーキング・フットボール大会、ボッチャ大会等へ社員が競技
者と大会運営の両面から参加
社員や家族が参加するブラインドサッカー等の障害者スポーツ体験会や、社
内レクリエーションの一環でボッチャ大会を開催
卓球大会への参加と大会運営
社員の健康増進、一体感の醸成、コミュニケーションの活性化を目的に、駅
伝大会へ参加（2006年より）
「健康第一アプリ」によるウォーキング支援やオフィスでの朝礼時の体操、社員
参加のソフトボール大会を実施
従業員の身体を動かすイベントの企画・実施、障害者スポーツの体験会等
社員に競技用車椅子を１台支給し、社員全員で車椅子ソフトボールの大
会へ参加
帝人グループ健康ウォーキングの実施のほか、従業員クラブ活動支援、職場
でのラジオ体操を実施
社内障害者スポーツ体験会の実施、また、社内に簡易ボッチャコートを設置
し、社員有志がボッチャ部として活動
ラジオ体操（オリジナル映像）の実施、階段の利用促進、自転車サークル
活動の活動支援
毎朝のフィットネスの実施や、社員向け障害者スポーツ体験会、運動会、ソ
フトボール大会を開催
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29

東京都千代田区 日本郵船株式会社

社員の健康増進と社会貢献活動のためチャリティ皇居RUN＋WALKを実
施（参加者の総周回数に応じた金額を寄付）

30

東京都千代田区 野村ホールディングス株式会社

障がい者スポーツ体験会の実施と児童養護施設でのスポーツ大会開催

31

東京都千代田区 株式会社パソナグループ

32

東京都千代田区 株式会社ベネフィット・ワン

33

東京都千代田区 堀江車輌電装株式会社

34

東京都千代田区 株式会社みずほフィナンシャルグループ

35

東京都千代田区 ミズノ株式会社

36

東京都千代田区 三菱電機株式会社

37

東京都千代田区 三井住友海上火災保険株式会社

38

東京都千代田区 明治安田生命保険相互会社

39

東京都中央区 いちよしビジネスサービス株式会社

40

東京都中央区 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

41

東京都中央区 株式会社イトー

42

東京都中央区 株式会社イトーキ

43

東京都中央区 株式会社オーエンス

44

東京都中央区 株式会社協栄

45

東京都中央区 清水建設株式会社

46

東京都中央区 株式会社シモン

47

東京都中央区 株式会社CAC Holdings

48

東京都中央区 株式会社スポーツビズ

49

東京都中央区 住友生命保険相互会社

50

東京都中央区 株式会社住ゴム産業

51

東京都中央区 セントラルスポーツ株式会社

52

東京都中央区 太陽生命保険株式会社

53

東京都中央区 大同生命保険株式会社

54

東京都中央区 中外製薬株式会社

55

東京都港区

アクセンチュア株式会社

27のクラブ活動の支援と社内ポータルサイトを活用したクラブ紹介

56

東京都港区

伊藤忠エネクス株式会社

社員の健康増進・コミュニケーションの質向上を目的として、スポーツ活動を
行う社内団体に対して活動費の一部を会社で補助

UNDOKAI World Cupの実施や、社員が企画し社員が参加するスポーツ
イベントの開催、ウォーキングコミュニティの活動等
企業対抗スポーツ大会の運営・参加、健康ポイントを用いた従業員向け健
康増進イベントの実施
障害者と健常者のフットサルチームにおける活動へ社員が参加（練習・東京
都フットサルリーグへの参加）
社員スポーツイベント（フットサル大会）の実施や、26の運動部活動などを
推進
始業前の「ミズノ体操」実施の奨励、社内スポーツイベントの開催、部活動
への費用補助、ウォーキング通勤手当の運用などを実施
職場体操の励行や社員のクラブ活動のサポート、ボッチャ練習会・大会出場
を実施
社員の心身健康の増進、年令・役職や所属部署を超えたコミュニケーション
の一層の活性化を目的に、社内公認スポーツ部を積極的に推進・支援
ウォーキングを必須とした「健康チャレンジ！キャンペーン」の実施や始業前の
オリジナル元気体操の実施等
始業時に役職員全員参加でラジオ体操を実施
11月・12月を健康月間とし、「階段奨励活動」や「一駅分歩く運動」などの
各種健康増進プログラムを実施
全社員に万歩計を配布し、江戸五街道の総距離を1年間かけて完歩する
「目指せ！五街道制覇！」を実施
スタンディングワーク・ミーティングの実施等、オフィス環境の整備による健康活
動の「Workcise」の促進等
社内ストレッチの実施や社員による地域のマラソン大会への参加などを実施
本社ビル内の階段利用の促進及び所属アスリートによる社員向けのラフティ
ング大会イベントの開催
職場の一体感醸成を目的としたスポーツ大会（ソフトボール、ボウリング、駅
伝等）やウォーキングラリーの実施
2か月間の歩数をチームで競う「わーくわくウォーキング」の実施や、階ごとに応
援メッセージを掲示しての階段利用の奨励
社内ボッチャサークルの定期的練習会と体験会の開催及び有志による大会
参加
スポーツを通じたコミュニケーションの活性化のため、テニス・フットサル・ゴルフ
等のスポーツ活動推進制度を実施
職員の健康増進のために各部署にてチームを作り、２週間程度の期間で平
均歩数を競い合うウォーキングイベントを継続的に実施
社員や家族参加でのスポーツ活動（ラジオ体操、ボウリング大会、ソフトボー
ル大会、ヨガレッスン等）を実施
同好会活動の推進と支援、自社スポーツ施設の利用推進、本社オフィス内
へトレーニングマシンの設置などを実施
従業員の「クアオルト健康ウォーキング」への参加による健康寿命延伸への取
組支援
従業員の健康増進に向けた取組み「DAIDO－ココ・カラ」（ウェアラブル端
末の提供・ウォーキングキャンペーン等）を実践
従業員や一般市民向けの障害者スポーツ（ブラインドスポーツ、車椅子ソフ
トボール）体験会の実施
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57

東京都港区

株式会社ケー・ティー・システム

昇降デスクやスタンディングチェアーの導入

58

東京都港区

広友物産株式会社

59

東京都港区

株式会社JPホールディングス

60

東京都港区

株式会社じげん

61

東京都港区

株式会社叙々苑

62

東京都港区

株式会社シンカーミクセル

63

東京都港区

全日本空輸株式会社

64

東京都港区

綜合警備保障株式会社

65

東京都港区

株式会社タクト・マシン・サービス

66

東京都港区

東亜道路工業株式会社

67

東京都港区

東京ガス株式会社

68

東京都港区

東京トヨペット株式会社

店舗・部署対抗の野球大会を実施

69

東京都港区

TOTO株式会社

社内運動部の支援やラジオ体操の実施と、社内健康増進セミナーの実施

70

東京都港区

トッパン・フォームズ株式会社

71

東京都港区

トヨタ東京カローラ株式会社

72

東京都港区

トヨタ東京販売ホールディングス株式会社

就業時間前のラジオ体操の実施と社内クラブ活動のバックアップ

73

東京都港区

日本通運株式会社

健康で明るい職場づくりに向けて、一日2回の「日通体操」の実施

74

東京都港区

日本電気株式会社（ＮＥＣグループ）

75

東京都港区

株式会社バイタルエリア

76

東京都港区

株式会社長谷工コミュニティ

77

東京都港区

株式会社ピーエスシー

78

東京都港区

前田道路株式会社東京支店

79

東京都港区

三井化学株式会社

80

東京都港区

株式会社読売広告社

81

東京都新宿区 株式会社アスリートプランニング

82

東京都新宿区 株式会社ANSIN-LINK

83

東京都新宿区 株式会社エコ・プラン

84

東京都新宿区 株式会社オフィス２４

朝礼前のラジオ体操や毎月の部門を超えたヨガ教室の開催の他、昇降デス
クの導入など「心身ともに健康」に働ける環境づくりを推進
従業員の健康増進のための1日2回のラジオ体操の実施やスポーツを通じた
社員交流のための社内運動会の開催
気分転換にオフィスでのスポーツ活動推進とエレベータの原則利用禁止の実
践、休日の大会参加や部活動の支援等
スポーツを通じて従業員がコミュニケーションを図り、元気に働ける会社づくりを
目的として部活動の推進、運動会・バレーボール大会等を開催
スポーツ企画運営委員を募集し、毎年20回超のイベントを実施するほか、
毎年、一大イベントとして東京マラソンへ参加
2up3down活動やグループ大運動会、バレーボール大会等の実施などス
ポーツを通じて社員の健康増進と職場の一体感を醸成
運動部の支援、護身術の奨励や全支社対象のサッカー大会「ALSOKカッ
プ」を開催
拠点毎にチームを作り、チャリティ駅伝やその他スポーツイベントへ積極的に参
加
社員の心と体の健康促進のため、１日１万歩、61日間で61万歩を目標と
した社内ウォーキング大会を実施
朝のラジオ体操の実施や、日常の身体活動量の増加のきっかけづくりとして
のウォーキングキャンペーンの開催

始業前のラジオ体操の実施と社内スポーツ活動（馬術部、剣道部、野球
部、サッカー部、スキューバダイビング等）の推進
社員参加のスポーツイベント（ソフトボール、ゴルフ、高尾山登山、モータース
ポーツ）開催と企業駅伝への参加、ラジオ体操の実施

ザ・コーポレートゲームズ東京をはじめとする各種スポーツ大会への参加、ボッ
チャ部の発足と活動推進及びリフレッシュ体操の実施
従業員のサッカー大会参加時の出場給、勝利給の支給や、土曜日サッカー
の実施等による生涯サッカーの推進
社内スポーツクラブの活動支援及びイベント企画のほか、各部署で合計歩
数を競う「レッツウォーキングチーム対抗戦」への参加
健康維持増進、組織を超えた社員間のコミュニケーション活性化を目的と
し、スポーツサークル活動や、全社スポーツ大会を実施
「スポーツでつくる健康、広がる調和！」のキャッチフレーズのもと、職場全従
業員参加でラジオ体操を実施
チームや個人で運動量に応じて獲得するマイルをゲーム感覚で貯める、3か
月間の健康づくりプログラムの実施
「ザ・コーポレートゲームズ東京２０１７アジアパシフィック」に４年連続で参
加、社内運動部活動の支援
陸上部や野球部等の社員部活動の推進、ボクシングやボディビル等の大会
出場社員への支援
所属プロ選手や経験者の指導による社員体験プログラム「運動が苦手な方
でも楽しもう！」（フットサル、テニス、ボルタリング、スノーボード等）の実施
70％以上の社員が参加する7つの部活やサークルの運営を実施、また全国
各拠点の社員が参加するスキーツアーを開催
社内外向けのパラスポーツ体験「シッティングバレーボール教室」を毎月開催
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毎朝、全員参加のスロートレーニングの実施や、スタンディングディスクの導入
等「就業時間の3％を社員の健康活動に充てる」ことの社内ルール化
座りすぎ解消のための1分間ランニングと昇降式デスク利用、職場のトレーニ
東京都新宿区 公益財団法人明治安田厚生事業団
ング施設の活用等により日常のスポーツ化を推進
社内でスタートしたソフトボール大会が憧れの地（神宮外苑軟式グラウン
東京都新宿区 株式会社ザ・ファースト
ド）での開催で関係先を含め２００名を超える規模に成長。
新入社員入社式のタイミングに合わせて、全国各拠点から一つの地域に集
東京都新宿区 株式会社スポーツフィールド
まり、全社員運動会を実施
毎日15時からのラジオ体操の実施や、部活への支援、社内支社対抗野球
東京都新宿区 株式会社セノン
大会、スポーツフェスタの実施、スポーツコンシェルジュの採用
クラブ活動の支援とFacebookを用いたクラブ活動、各種イベントの活動記
東京都新宿区 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
録の発信
全社員にウエアラブル端末を配布し、ウォーキングキャンペーン「あるこう
東京都新宿区 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
10,000歩」の実施とクアオルトへの社員参加
社員とその家族の健康確保と活力醸成のため、総合体育祭・駅伝大会・野
東京都新宿区 大日本印刷株式会社
球大会・ウォーキングイベント等を実施
社員の健康増進と貧困に苦しむ子どもたちへの支援をマッチングさせた、「快
東京都新宿区 日清食品ホールディングス株式会社
★段★セブンサミット踏破プロジェクト」（階段上りプロジェクト）の実施
社員のフィットネスクラブの利用促進とスポーツ同好会の活動支援、全社ボウ
東京都新宿区 野村不動産パートナーズ株式会社
リング大会等を開催
通勤定期を一駅前までとする、毎日健康・ウォーキング通勤の導入や始業
東京都新宿区 株式会社VOYAGE
時のVOYAGEストレッチ体操の実施
楽しく歩くことをサポートしながら社会貢献もできるアプリ「マニュライフウォーク」
東京都新宿区 マニュライフ生命保険株式会社
を使用したウォーキングを推奨
東京都新宿区 株式会社協和

97

東京都新宿区 株式会社三越伊勢丹

オリジナルストレッチ「三越伊勢丹体操」を全社で実施

98

東京都文京区 株式会社東京ドームスポーツ

社員への積極的な運動・スポーツへの参加奨励や夏休みラジオ体操会の実
施

99

東京都文京区 山本光学株式会社

健康増進を図る取組としてラジオ体操の実施、階段利用の奨励

100

東京都千代田区 朝日信用金庫

ストレッチ体操の実施と職員スポーツクラブ活動の推奨と支援

101

東京都台東区 凸版印刷株式会社

企画から運営まで社員で行う企業運動会の実施

102

東京都墨田区 アルケア株式会社

103

東京都墨田区 東武鉄道株式会社

104

東京都墨田区 株式会社ルネサンス

105

東京都江東区 株式会社アシックス

106

東京都江東区 SCSK株式会社

107

東京都江東区 SGホールディングス株式会社

108

東京都江東区 株式会社ぎょうせい

109

東京都江東区 株式会社フジクラ

110

東京都品川区 株式会社第一テクノ

111

東京都品川区 東京システムハウス株式会社

日本ITチャリティ駅伝への参加や社内サークル活動の促進

112

東京都品川区 日本航空株式会社

朝礼時に「本気のラジオ体操」を実施するほか、各事業所に「ウエルネスリー
ダー」を配置して職場の健康課題に見合った「ウエルネス活動」を実施

スポーツ＆レクリエーション制度による職場単位の活性化や、社内部活動
（マラソン、フットサル等）の推進
本社屋内で毎日15時より3分間、全館に音楽放送を流しての体操時間を
設定
ランニングイベントやスポーツ大会参加への積極的支援や自社店舗の休館
日・始業前にスタジオを利用して「スポーツ倶楽部」活動等を実施
サマータイム制やスポーツ休暇の施行等の制度変革と、立ち会議や座位でで
きるリフレッシュエクササイズ等による業務中の運動機会の提供
健康の維持・増進につながる行動をポイント化し、インセンティブを与える「健
康わくわくマイレージ制度」で健康経営を推進
ファミリー大運動会やフィットネス教室の開催、階段移動の推奨等を実施
社員による会社周辺での「スポーツごみ拾い大会」の実施や公認部活動へ
の活動支援を通じた社内スポーツの推進
従業員に歩数計を配布し歩数イベントを年2回開催するほか、健康を意識
させるセミナーを開催
全社員が積極的に運動することを心がけ、始業前のラジオ体操、午後3時の
ストレッチ体操の励行、階段利用の推奨などを実施
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平成２９年度スポーツエールカンパニー 認定企業
番号

所在地

企業名

主な取組
始業時のラジオ体操やボウリング大会・ヨガ教室の実施及び社内フットサルク
ラブの支援
全国8地区で、全社員が参加する「ローソン元気チャレンジ」の一環として健
康大運動会を開催

113

東京都品川区 ヤスマ株式会社

114

東京都品川区 株式会社ローソン

115

東京都目黒区 株式会社ホリプロ

社員のスポーツ部活動（マラソン、ゴルフ、卓球等）の推奨

116

東京都目黒区 株式会社ユカ

支店・部署対抗の社内運動会や野球大会・フットサル大会を実施

117

東京都大田区 医療法人社団涓泉会（山王リハビリ・クリニック）

社員の東京マラソンへの出場と年1回のスポーツフェスタ（社内運動会）の
開催の他、月に2回地域体育館で各種スポーツ活動を実施

118

東京都大田区 関西ペイント株式会社

毎朝のラジオ体操やボウリング大会の実施、部活動の推進等

119

東京都大田区 城南信用金庫馬込支店

始業前、近隣のスポーツクラブインストラクターの協力を得てストレッチと筋トレ
を会議室で実施

120

東京都世田谷区 一般社団法人鬼ごっこ協会

社内部活動（フットサル、ジョギング、ウォーキング等）の推進

121

東京都世田谷区 管清工業株式会社

東日本大震災復興支援イベント「ツール・ド・三陸」への社員参加

122

東京都世田谷区 長谷川体育施設株式会社

スポーツクラブやスポーツサークルの支援など、社員のスポーツ参加を促進

123

東京都渋谷区 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

2か月間の歩数達成基準を設定し、毎日の歩数を記録する社内ウォーキン
グキャンペーンを実施（参加者全員が達成）

124

東京都渋谷区
世田谷区・目黒区

ウェルネス・ブランド・コーポレーション

姿勢改善ストレッチなど、スタッフへの運動プログラムの実施

125

東京都渋谷区 株式会社ギガプライズ

部活動（野球、ゴルフ等）の推奨と活動費補助等の活動支援を実施

126

東京都渋谷区 共同カイテック株式会社

127

東京都渋谷区 京王観光株式会社

128

東京都渋谷区 高栄警備保障株式会社

空手部などの社内部活動の推進

129

東京都渋谷区 公益財団法人日本体育協会

「立ち会議」の実施や、就業前後・昼休みにトレーニング器具や実施場所の
提供、シャワールームの開放等を実施

130

東京都渋谷区 合同会社ビーサバイ

トレーナー以外の社員が、空き時間にトレーニングを定期的に実施

131

東京都渋谷区 株式会社ゴールドウイン

132

東京都渋谷区 株式会社サニーサイドアップ

133

東京都渋谷区 テルモ株式会社

134

東京都渋谷区 東急スポーツシステム株式会社

135

東京都渋谷区 東京急行電鉄株式会社

136

東京都渋谷区

137

東京都渋谷区

138

東京都渋谷区

139

東京都渋谷区

140

東京都渋谷区

会社公認部活動の推進や社内放送による毎日のラジオ体操の実施及び社
員とその家族が参加するチャリティウォーキングを開催
社員のスポーツ活動への活動費補助による支援と部署対抗ソフトボール大
会・ボウリング等社内スポーツイベントを開催

全社員毎朝のラジオ体操を実施、社内運動会、ウォーキングキャンペーン
（3か月間）を実施
「幸せは歩いてこない」制度や「クラブ活動支援制度」等の運動を通じた健康
管理の促進や健康報奨金を支給
歩いた歩数を入力してWEB上で植物を育てると、本物の果物が自宅に届く
「WEBウォーキング大会 健康チャレンジログ」の実施
自社運動施設を利用した社内＆系列グループ会社対抗従業員フットサル
大会を12年前より開催
「歩く」の習慣化に向けたワークスタイル変革促進や職場対応ウォーキング選
手権の実施

特定非営利法人日本ウォーキングセラピスト協
職員同士で仕事の合間に短めのウォーキング活動や、ヨガ体操の実施
会
IoT活用による運動促進、フレックス・在宅勤務の利用、生活習慣の改善、
ドコモ・ヘルスケア株式会社
昇降デスクの導入など職場環境づくりによる健康経営の推進
社員全員参加のラジオ体操や部活動等のスポーツを通じた健康増進及び
株式会社フォーイット
社員同士のコミュニケーション活性化を実施
スタンディングミーティング、バランスボールミーティング（イスをバランスボールに
フリービット株式会社
した会議室）の実施や、スニーカー通勤の奨励
スポーツを通じたチームワークの強化及び健康増進のため、企業対抗運動
株式会社フルスピード
会への参加、スタンディングミーティング等を実施
－5－

平成２９年度スポーツエールカンパニー 認定企業
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所在地

企業名
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141

東京都渋谷区 有限会社プレミナ

「目指せ月間100万歩！みんなで歩こうプロジェクト」（通勤時間・業務中
徒歩推進イベント）の実施

142

東京都渋谷区 明和地所株式会社

従業員専用トレーニングジムの完備やフィットネスプログラムの実施

143

東京都渋谷区 株式会社メディカルネット

144

東京都渋谷区 株式会社YAZ

145

東京都渋谷区 リーフラス株式会社

146

東京都中野区 野村不動産ライフ＆スポーツ株式会社

147

東京都杉並区 日都産業株式会社

148

東京都豊島区 アポロメディカルホールディングス株式会社

149

東京都豊島区 株式会社Wiz

150

東京都豊島区 株式会社セレスポ

151

東京都豊島区 ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

152

東京都北区

株式会社サンアメニティ

153

東京都北区

タツミ産業株式会社

毎週水曜日の出社時に階段（３階）利用の促進

154

東京都北区

日本交通株式会社赤羽営業所

「早朝ウォークアンドラン」の実施やスポーツイベントの開催、所内スポーツジム
の開設等、スポーツを身近にする環境づくりを推進

155

東京都荒川区 城北信用金庫

地域スポーツイベントへの社員出場と運営支援

156

東京都板橋区 スポーツコミュニティ株式会社東京支社

社内のスポーツ活動の奨励や、活動に対する補助金の支給

157

東京都板橋区 株式会社スマートスポーツエンターテイメント

158

東京都板橋区 是吉興業株式会社

159

東京都板橋区 ねづクリニック

160

東京都練馬区 株式会社アメディア

161

東京都練馬区 サンシン電気株式会社

162

東京都江戸川区 株式会社HSコーポレーション

163

東京都八王子市 株式会社スタートライン

164

東京都八王子市 株式会社ムラウチドットコム

165

東京都立川市 株式会社アスティーク

ラジオ体操の実施や親睦ゴルフコンペの実施

166

東京都立川市 多摩信用金庫

役職員・家族大運動会の実施及び地域スポーツイベントへのスタッフ派遣

167

東京都立川市 株式会社立飛ホールディングス

ラジオ体操の実施や部活動の推進、スポーツクラブとの法人契約、社員の立
川シティハーフマラソンへの出場

168

東京都武蔵野市 株式会社トーシンパートナーズ

朝のラジオ体操と部活動（サッカー部・野球部）の実施

スポーツクラブの設立推奨及び活動費の補助（皇居ラン部、駅伝部、フット
サル部、ゴルフ部）
YAZ-FESと称して全社員参加の運動会を毎年実施するほか、各種運動
部の活動支援を実施
各地域で開催される野球大会を始めとした各種スポーツイベントへの社員の
参加及び参加推奨
ストレッチやコンディショニング、呼吸法などを内容とした、モーニングマインドフル
ネスプログラムを社員向けに実施
ラジオ体操の実施、ランニング同好会・ゴルフコンペの支援等を実施
オフィスへの運動器具導入や社内スポーツ交流会の実施、従業員への自社
コンディショニングスタジオ利用の促進
社内運動会や、ジムdeリフ制度（月4回以上運動施設に通うと補助金支
給）を実施
全社員対象の運動会の開催やクラブ活動の推進
通勤規則や補助制度（特別通勤手当、保険料補助）などを作成しての
自転車通勤の奨励
社員の地域スポーツイベント（マラソン、自転車、水泳、トライアスロン等）
への参加を推奨

運動不足解消とコミュニケーションづくりのため、スタッフや取引先とともにスポー
ツ活動（フットサル、ランニング、バスケ等）を実施
社員の自転車通勤の推奨と、競技と仕事を本気で両立するための実践の
場、ホグレル硬式野球部の活動支援
従業員自らの健康増進のため、立位接客、徒歩・自転車での出勤励行と
音楽をかけながらの清掃を兼ねた運動を実施
デスクワークで凝り固まった、首、肩を軽くするため、毎日午後3時から３分間
ストレッチの実施
身近な運動として、エレベーターやエスカレーターを利用せず、階段利用を推
奨・実践
毎年、全社員で25㎞のナイトウォークやHS運動会を実施
テニスを通じた社員交流会の実施と社内部活動（ダンス、トライアスロン、ゴ
ルフ等）の促進
スポーツイベントやマラソン大会への従業員の参加などを奨励し、結果をブロ
グで共有、また階段利用や徒歩通勤等を促進
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169

東京都府中市 国際ソフトウェア株式会社

170

東京都町田市 医療法人社団三医会

171

東京都国立市 株式会社アミックグループ

172

東京都多摩市 有限会社村装

173

東京都多摩市 トヨタ西東京カローラ株式会社

174

東京都八丈島 株式会社ウェルネスファームひょうたん島

175

神奈川県横浜市 学校法人五大

176

新潟県新潟市 蒲原ガス株式会社

177

新潟県新潟市 株式会社シアンス

178

新潟県新潟市 ダイニチ工業株式会社

179

新潟県新潟市 第一生命保険株式会社 新潟支社

180

新潟県新潟市 株式会社新潟クボタ

181

新潟県新潟市 新潟運輸株式会社

182

新潟県新潟市 新潟信用金庫

183

新潟県新潟市 社会福祉法人新潟みずほ福祉会

184

新潟県新潟市 北陸ガス株式会社

185

新潟県長岡市 株式会社サカタ製作所

186

新潟県長岡市 株式会社大光銀行

187

新潟県三条市 株式会社兼古製作所

188

新潟県三条市 三条信用金庫

189

新潟県三条市 シマト工業株式会社

190

新潟県三条市 パール金属株式会社

191

新潟県三条市 株式会社マルト長谷川工作所

192

新潟県柏崎市 柏陽鋼機株式会社

193

新潟県柏崎市 株式会社ブルボン

194

新潟県新発田市 新発田ガス株式会社

195

新潟県新発田市 新発田ヤクルト販売株式会社

196

新潟県新発田市 株式会社ハードオフコーポレーション

主な取組
IT技術者の多い社員に歩く楽しさを浸透させるため、部門対抗歩け歩け大
会を実施（健康診断で血中脂質の高い社員は参加必須）
自転車・徒歩通勤者への健康手当の支給や、企業対抗スポーツ大会への
参加、毎週月曜日の朝のラジオ体操などを実施
社員による地域のスポーツ大会・イベントへの参加や応援及び協力
テニスやパデルの競技において、地域のイベント、試合など社員に積極的に参
加を推奨
本社社屋の階段移動の推奨やラジオ体操・ストレッチの実施の他、社内運
動部への活動費支援
島内運動会に企業チームとして参加
従業員及び家族へのスポーツスクールの受講優待・補助制度を通じたスポー
ツ実施機会の提供
従業員向けの毎朝のラジオ体操の実施及び野球部の大規模な大会への参
加に対する参加費費補助や特別休暇取得などの支援
社員が健康増進に関する行動目標を設定しチャレンジするイベント（2か月
間）の他、「減量グランプリ」を開催し、減量率の高い社員を社長が表彰
社員の部活動の支援と、全社員による運動会やラジオ体操の実施、また、
新入社員研修時に30ｋｍウォーキングを実施
毎朝の朝礼時によるラジオ体操の実施と社員の「新潟シティマラソン」への参
加奨励
社員の健康増進のため、毎朝、全社的にラジオ体操を20年間継続実施
始業前のラジオ体操の実施とマラソン・ランニングを実施している従業員への
ランニング用ユニフォームの支給
庫内運動部・愛好会・同好会活動（野球部・卓球部・マラソン・サッカー
等）への支援
新潟市早起き野球大会へ26年連続出場するほか、スポーツクラブ活動
（綱引、フットサル、マラソン、ウォーキング、ソフトバレーボール等）への支援
毎朝始業時にラジオ体操を実施、また、地域代表として大会参加する際の
特別休暇取得制度の導入
社員駐車場をあえて遠くに配置して歩く習慣づくりや、社員にヨガマットを配
布し、昼休みに体操等のために会議室を開放するなど運動機会を創出
始業前のオリジナル健康体操の実施と行内運動部（野球部、剣道部、ラ
ンナーズ）の活動支援
社員が自由に参加できる週2回の社外スポーツ活動（卓球、バレーボー
ル）時間の設定と、登山・スノボなどの同好会的活動の実施
クラブ活動（野球部、卓球部）への支援
朝礼時のラジオ体操の実施と社員のスポーツ活動（野球部、フットサル部、
スキー部等）への助成
エレベータの各階に標語を掲出することによる階段利用の促進及び三条市
推進「ちょこっと筋トレ」による運動機会の創出
ラジオ体操・日替わり筋トレメニューの実践と三条市推進「ちょこっと筋トレ」に
よる運動機会の創出
空きスペースの活用の観点から、広い駐車場での軽運動（キャッチボール
等）の実施や倉庫2階へのミニゴルフ練習場の設置
多種目の自社スポーツサークル活動・大会等の実施や社外スポーツ大会へ
の参加、朝礼時の体操や徒歩通勤の奨励などを実施
34年前から継続して毎朝のラジオ体操を実施
従事者が自ら筋トレやジョギング等の目標を設定して実践する、自己管理
『健康宣言』を推進
７つの運動部活動の支援や社員の「新潟シティマラソン」への参加奨励、及
び社員・グループ企業社員を対象とした野球大会を実施
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平成２９年度スポーツエールカンパニー 認定企業
番号

所在地

企業名

主な取組
40年以上にわたる朝のラジオ体操の実施と社員のスポーツ活動への助成金
支給
健康体操や活動量計使用による日常歩数の把握、ロビーへの張り紙により
体力のセルフチェックやフィットネスを実施
社内でのスポーツイベントへの助成金給付等、職員の自発的な健康増進に
資する活動への支援を実施

197

新潟県小千谷市 阿部幸製菓株式会社

198

岐阜県多治見市 株式会社アクトス

199

静岡県浜松市 社会福祉法人聖隷福祉事業団

200

愛知県名古屋市 愛知県自動車販売健康保険組合

201

愛知県名古屋市 佐久間特殊鋼株式会社

202

愛知県豊橋市 株式会社Performance Reha

203

愛知県東海市

204

愛知県大府市

205

静岡県沼津市

206

京都府京都市

207

大阪府大阪市

208

大阪府大阪市

209

大阪府羽曳野市

210

大阪府大阪市 パソナ・パナソニック ビジネスサービス株式会社 卓球大会、AJTA（玉入れ）大会の実施、体操・ストレッチ時間の設定

211

兵庫県神戸市 有限会社浅田コーポレーション

212

兵庫県神戸市 神戸商工会議所

213

兵庫県神戸市 バンドー化学株式会社

214

岡山県岡山市 株式会社両備システムソリューションズ

215

福岡県福岡市 社会保険労務士法人アドバンス

216

福岡県久留米市 アサヒシューズ株式会社

217

福岡県北九州市 グラッチャ子ども運動トレーニングセンター

ボウリング場やプールの利用補助や、テニス大会・健康ウォークへの参加奨励
SAKUMAロコモチャレンジ（フィットネスチェック、エクササイズ）の実施やプチ
健康増進コーナー（エアロバイク等）の設置
ストレッチやピラティス等を行いながら、リラックスした状態でのミーティングの実
施

医療法人社団大須賀医院 おおすが整形外
社員間でスカッシュバレー、野球やテニスを実施
科
毎週月曜日の朝礼前の待ち時間を利用して、座位でできる体操のビデオを
星和化成株式会社
放送、それ以外の曜日は各部署でラジオ体操を実践
一般財団法人芙蓉協会 聖隷沼津健康診 各課・係ごとに歩数記録、階段利用、筋トレ実施などの活動内容を設定し
断センター
て半年間実践し、その内容を表彰する「スマートライフコンテスト」を実施
診察前のラジオ体操の実施、京都マラソンへの参加と練習会、月１回のボ
もりした循環器科クリニック
ウリング大会等を実施
「クリエーターにも健康意識を！」を合言葉に社内部活動にて企業対抗駅伝
株式会社クレアネット
やマラソン大会への参加、富士山登山などを実施
全社員参加の体力測定会の実施や朝活（朝のストレッチや健康的な食
ロート製薬株式会社
事）の実践、チーム対抗での歩数計測を実施
併設フィットネスジムの利用や「０円ジム」と名付けた階段利用の推進など運
医療法人はぁとふる（はぁとふるグループ）
動機会の提供

ラジオ体操やスタンディングミーティングの実施、ノルディックウォーク、ランニング
等の指導・参加、年３回のランニング記録会の実施等
毎週水曜日に本部（ポートアイランド）から三宮まで約4kmの徒歩帰宅を
奨励、一定回数参加した職員には靴を進呈等
参加者のニーズに応じたオーダーメイドのオフィスヨガや運動教室、家族も参
加可能な社内運動会など、心身のリフレッシュに向けた“わくわく”健康づくり
社外からインストラクターを招いてのオフィサイズ（簡易エクササイズ）の実
施、「肩こり解消」簡易手順書を作成し社内配布
社員によるフットサル・ラジオ体操の実施
Wonderful walking（ウォーキングイベント）の実施及びスポーツ活動費
用補助制度の整備
社員及び社員の友人まで参加可能なスポーツアフターワーク（仕事終わりの
運動）の実施
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