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企業名 概要 対象 金額等

アイル
業務管理システムの開発・提供。4月か
ら全社員を原則在宅勤務とし，「在宅勤
務手当」を支給

全社員（取締役，執行役員，新入社
員，求職者を除く） 一律5万円

アクシアルリテイ
リング

スーパー展開。従業員の心身の休息にあ
ててもらうのため商品券を贈呈

グループ13社のレギュラー社員，
パート社員，アルバイト社員約1万
6,300人

傘下の店舗で使える商品券1人あた
り2,000～5,000円分（一定の勤務期
間などの条件付き）
6月1日～9月末までに取得できる
有給休暇付与
4月にも特別手当を支給

アートコーポレー
ション 一時金を支給 全従業員 2万円

イオン
従業員の労働負担の高まりに配慮するた
め特別手当を支給（はじめに緊急事態宣
言が出された7都府県から全国の従業員
に対象を広げて準備中）

傘下のスーパーやコンビニエンスス
トア，物流施設などで働くパート・
アルバイト従業員

一律1万円（5～10月までの役員報
酬の自主返納分を財源の一部とす
る）

イケダ金網 溶接金網などの製造・販売。社員に一時
金を支給 パートを含む41人 一律5万円

マスク100枚配布

伊藤忠商事 在宅勤務している社員をねぎらい士気を
高めるため，「特別慰労一時金」を支給 全社員

個人によって異なり，派遣社員や他
社から出向中の社員らには一律10万
円

イトーヨーカ堂 従業員のがんばりに応えるため，出勤日
数に応じた特別手当を支給

パートやアルバイトを含む全従業員
4万人

2日間の有給の特別休暇と「生活応
援チケット」も配布

ウィルゲート
コンテンツマーケティング。テレワーク
期間中の取引先や社員間でのウェブ会議
ツールを活用した交流の費用を補助

1回のリモート会食・飲み会につき
1人あたり上限3,000円（開催日，参
加人数，領収書を添付し申請）

SCSK
顧客先に常駐している従業員や在宅勤務
での光熱費増などのため｢特別支援一時
金｣を支給

グループの正社員や契約社員ら合計
約1万8,000人（役員は対象外）

一律3万円
（総額5億4,000万円）

エディオン 店頭で業務にあたる従業員の労をねぎら
うため，一時金を支給

パートやアルバイトを含む約1万
7,500人の全従業員

1人平均3万2,000円程度
（役職に応じて異なる，総額6億円
弱）

カワチ薬品
ドラッグストア運営。店舗運営に取り組
む従業員に感謝金として店舗で使える商
品券を支給

正社員，パート社員，嘱託社員の計
6,606人

一般社員3～4万円相当
店長など店舗管理者5～7万円相当
パート社員・嘱託社員1万円相当

クオールホール
ディングス

調剤薬局を展開。業務が負担が増すな
か，従業員らを激励するため「感謝金」
として特別手当を支給

正社員，嘱託社員，パートを含むグ
ループの全従業員

1人あたり数万円の見通し
（雇用形態によって異なる，総額約
3億円）

グリー オンラインでのランチや飲み会の費用を
補助 上限3,000円（1カ月1回まで）

ゲンキー ドラッグストア運営。最前線の従業員に
報いるため，還元感謝金を支給

ドラッグストアや物流センターで働
く従業員のうち，入社3カ月以上の
約5,500人

正社員1～2万円
パート5,000円～1万円
アルバイト5,000円
（入社年次や勤務時間による）

建設ニュース 外勤の従業員に「新型コロナ手当」を支
給

建設現場の確認やデータ収集のため
外出する従業員 月1万円

さくらインター
ネット

自宅のリモートワーク環境を整えるため
の支援として臨時の手当を支給

正社員，契約社員，嘱託社員，出向
社員，アルバイト，派遣社員

特別手当1万円（アルバイト3,000
円），通信手当3,500円
（5月以降は毎月3,000円の通信手当
を支給）
やむを得ず出社する従業員には1日
5,000円の「緊急出勤手当」を支給（約
80人）

SHIFT
IT システムの開発業務受託。取引先の
都合で在宅勤務ができない従業員に「危
険手当」を支給

直雇用の正社員，契約社員，アルバ
イトと派遣社員，業務委託契約者な
ど全従業員約2,800人のうち，在宅勤
務ができていない約1,200人

1日あたり3,000～4,000円
（在宅勤務でも高いセキュリティ環
境化が必要な業務については1日
4,000円の手当を支給）

連 資 料関

☆新型コロナウイルスに関連した手当等の支給やテレワーク費用の補助といった企業の支援策を紹介す
る。内容は，5月末までに新聞やホームページ等に情報が公表されていたものをまとめた。

新型コロナウイルスに関する手当等の支給
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島忠 一時金を支給 全従業員約6,200人（取締役や休職
者は除く）

1人あたり4～10万円
（総額4億5,000万円）

ジャパンマテリア
ル

消費喚起を目的に，一時金を支給（5月
末までに全額使い切るよう要請） 国内グループの全社員約1,200人

正社員，契約社員，嘱託社員10万円
パート5万円
（総額約1億円2,000万円）

ジンズホールディ
ングス

眼鏡店を展開。店舗での業務負担増のた
め，「営業継続特別感謝手当」を支給

営業中の店舗で働く従業員（契約社
員やアルバイトも含む）

フルタイム1,000円
パートタイム500円
（出勤1日あたり）

SKIYAKI
ファンクラブサイト運営。在宅勤務での
機材購入や有償の託児サービスを利用す
る従業員のために手当を支給

正社員，契約社員，アルバイトを含
む全従業員約80人（役員は除く） 一律10万円

スギホールディン
グス 薬局を展開。特別手当を支給 パート・アルバイトを含む全従業員

約2万6,000人

西友
最前線で貢献している現場従業員に特別
一時金「スーパーヒーロー・ボーナス」
を支給

現場の全アソシエイト（従業員）3
万3,500人 総額3億5,000万円

SOMPOケア
介護職員の働きに報いるため，特別手当
を支給（はじめに緊急事態宣言が出され
た7都府県の介護職員から全社に拡大）

全国の有料老人ホームやサービス付
き高齢者向け住宅などで働く約2万
人の介護職員

1日3,000円
パート社員は1時間375円（8時間
で3,000円）

チームバリスタ 飲食店経営。臨時休業中の食品などの購
入費として支度金を支給 社員（38人）とアルバイト（75人）

社員3万円
アルバイト1万円
マスク1人5枚配布

ツルハホールディ
ングス

ドラッグストア運営。現場の最前線にい
る従業員の労に報いるため，「特別感謝
金」を支給

グループの全従業員4万人 総額30億円を予定

テックファームグ
ループ

ソフト開発。在宅勤務での光熱費増など
のため「在宅勤務手当」を支給 社員約250人 在宅勤務1週につき1,000円（在宅

勤務中の通勤定期代は支給なし）

トモズ ドラッグストアを展開。店頭業務にあた
る従業員に報いるため「感謝金」を支給

正社員，パート，アルバイトの従業
員約3,800人（役員を除く）

正社員2万円
パート・アルバイト1万円

ハローズ 中四国でスーパーを展開。従業員への支
援・慰労として一時金を支給 全従業員8,300人

正社員・嘱託社員1万円
パート6,000円
アルバイト3,000円

バリュークリエー
ション

インターネット広告。オンラインの飲み
会や昼食会を開く社員に，持ち帰りや宅
配の商品の代金を補助

上限月額8,000円（領収書を提出）

日立製作所
6月から在宅勤務に必要な費用として手
当を支給。作業用の机などの購入費も補
助

全従業員
月3,000円
感染リスクが高い環境で仕事をする
従業員には1日あたり500～1,000円
支給

米マイクロン・テ
クノロジー

半導体大手。テレワークなどでの半導体
産業の供給網を整えるため，一時金を支
給

全世界の従業員の3分の2にあたる
約2万5,000人（日本では約3,800人
の従業員のうち約2,500人が対象）

国や地域によって異なり，日本は7
万5,000円

マツモトキヨシ
ホールディングス

営業継続に協力する従業員への感謝金と
して，特別手当を支給（まず4～5月分
を支給，6月以降は状況による）

パートら全従業員約2万人

ミクシィ
リモートワークで慣れない勤務に就いて
いる従業員をねぎらうため，特別賞与を
支給

直接雇用の正社員，契約社員，アル
バイトら約1,000人

5万円
一律の通勤手当を5月分で一時中止
する代わりに，光熱費等の負担増分
1万円，リモートワークの備品購入
費2万円（税別，上限）を支給

メルカリ 在宅勤務の環境整備のため，「在宅勤務
手当」を支給 グループ従業員1,800人の大半 社員1人あたり半年6万円

ユニ・チャーム 酒代などのオンライン懇親会費を補助 全従業員 月3,000円

ライフコーポレー
ション

スーパーを展開。業務の負担に配慮する
ため，一時金として「緊急特別感謝金」
を支給

3月時点で在籍していた社員やパー
ト，アルバイト従業員など約4万人

雇用形態によって異なる
（総額3億円）

LINE
在宅勤務での水道光熱費や通信費，マス
ク代として「新型コロナ対応手当」を支
給

直接雇用者 月5,000円


