
令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

株式会社　アグサス 平成28年4月4日

愛麺　株式会社 平成28年4月14日

株式会社　門屋組 平成28年4月25日

岡田印刷　株式会社 平成28年4月28日

株式会社　第一自動車練習所 平成28年5月10日

山の手リゾート　株式会社 平成28年5月11日

社会福祉法人　喜久寿ウェルケア高浜 平成28年6月7日

社会福祉法人　愛寿会 平成28年6月13日

社会福祉法人　平成会 平成28年6月17日

南海測量設計　株式会社 平成28年6月23日

株式会社　ｎｅｘｔ 平成28年7月11日

株式会社　松山丸三 平成28年7月14日

社会福祉法人　福角会 平成28年8月9日

松山容器　株式会社 平成28年8月9日

株式会社　パルソフトウェアサービス 平成28年11月9日

アカマツ　株式会社 平成28年11月22日

有限会社　リフレエンタープライズ 平成28年11月27日

株式会社　ＲｅｆｒｅＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 平成28年11月27日

ＲＮΒコーポレーション　株式会社 平成28年12月1日

松山商工会議所 平成28年12月2日

佐川印刷　株式会社 平成28年12月5日

愛媛県商工会連合会 平成28年12月5日

西部鉄工　株式会社 平成28年12月7日

順風会　健診センター 平成28年12月9日

株式会社　高須賀製作所 平成28年12月12日

株式会社　戒田商事 平成28年12月16日

社会福祉法人恩賜財団済生会松山特別養護老人ホーム 平成28年12月19日

愛媛県経営者協会 平成28年12月19日

一般社団法人　愛媛県建設業協会 平成28年12月20日

株式会社　小泉製菓 平成28年12月21日

株式会社　四国消防 平成28年12月21日

事業所一覧

松山市



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

有限会社　ノリテック 平成29年1月5日

DCMライフサポート　株式会社 平成29年1月10日

株式会社　キャップ 平成29年1月19日

平成29年1月20日

株式会社　伸栄設計 平成29年1月26日

社会福祉法人　恩賜財団済生会　松山病院 平成29年1月31日

社会福祉法人　済生会　姫原特別養護老人ホーム 平成29年2月1日

株式会社　ダイキアクシス 平成29年2月2日

村上産業　株式会社 平成29年2月10日

愛媛県国民健康保険団体　連合会 平成29年2月10日

四国総合流通　株式会社 平成29年2月22日

株式会社　ライフネット 平成29年2月22日

社会福祉法人　松山市社会福祉事業団 平成29年2月23日

キスケ　株式会社 平成29年2月27日

株式会社　シンツ 平成29年3月1日

医療法人　結和会　松山西病院 平成29年4月13日

宇和島自動車運送　株式会社 平成29年4月18日

べスト産業　株式会社 平成29年4月21日

株式会社　アサヒジム 平成29年4月26日

株式会社　亀楽 平成29年5月1日

株式会社　いきいき介護 平成29年5月1日

株式会社　愛媛建設コンサルタント 平成29年5月11日

シブヤ精機　株式会社 平成29年5月26日

株式会社　つくし 平成29年5月26日

有限会社　イヨメディカル 平成29年6月2日

株式会社　エスピーシー 平成29年6月14日

株式会社　ＪＡえひめ総合情報センター 平成29年7月25日

山下消化器外科クリニック 平成29年7月25日

伯方塩業　株式会社　松山支店 平成29年8月2日

大進建設　株式会社 平成29年8月10日

株式会社　コラボハウス 平成29年8月18日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

医療法人社団　越智クリニック 平成29年8月18日

城北運送　株式会社 平成29年8月21日

株式会社　荒倉建設コンサルタント 平成29年8月21日

八紘開発　株式会社 平成29年8月21日

平成29年8月21日

社会福祉法人　金亀会 平成29年8月21日

上田消防建設　株式会社　松山店 平成29年8月24日

株式会社　ビルド商会 平成29年8月24日

イケダ産業　株式会社 平成29年8月24日

株式会社　ウイン 平成29年8月24日

アトム緑化開発　株式会社 平成29年8月28日

アトム総合企画　株式会社 平成29年8月28日

株式会社　エス・アンド・エイ 平成29年8月28日

株式会社　アトム商事 平成29年8月28日

有限会社　中武商事 平成29年8月28日

株式会社　マツスイ 平成29年8月28日

有限会社　エイ・エフ・エフ 平成29年8月28日

有限会社　豊稔商事 平成29年8月28日

アトム総業　株式会社 平成29年8月28日

株式会社　エイ・シー・エス 平成29年8月28日

株式会社　松山公益社 平成29年8月28日

株式会社　ウインクラブ 平成29年8月28日

社会福祉法人和泉蓮華会　松山市運営委託園道後保育園 平成29年8月28日

医療法人　順風会　天山病院 平成29年8月28日

医療法人　順風会康復センター星岡 平成29年8月28日

医療法人　順風会　天山歯科クリニック 平成29年8月28日

社会福祉法人　白寿会白寿荘 平成29年8月28日

社会福祉法人　白寿会れんげ荘 平成29年8月28日

社会福祉法人　白寿会デイサービスセンター和泉 平成29年8月28日

社会福祉法人白寿会高齢者総合福祉施設サンシティ北条 平成29年8月28日

社会福祉法人和泉蓮華会　松山市運営委託園浮穴保育園 平成29年8月28日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

社会福祉法人　和泉蓮華会　和泉保育園 平成29年8月28日

株式会社　ケアメイツ・ネットワーク 平成29年8月28日

アトムタクシー　有限会社 平成29年8月28日

平成29年8月28日

芙蓉メンテナンス　株式会社 平成29年8月28日

株式会社　笹錦食産 平成29年8月28日

有限会社　アトム・　ジーピーエスサービス 平成29年8月28日

株式会社　城西 平成29年9月4日

医療法人　菅井内科 平成29年9月4日

社会保険労務士法人　あいパートナーズ 平成29年10月11日

株式会社　アイムービック 平成29年11月10日

一般社団法人　エヒメ健診協会 平成29年11月10日

セキ　株式会社 平成29年11月28日

株式会社　森水産 平成30年2月20日

大栄海運　株式会社 平成30年2月20日

株式会社　松岡工務店 平成30年2月21日

有限会社　大豊陸送 平成30年2月21日

株式会社　愛媛プレスウイン 平成30年2月21日

株式会社　世良 平成30年2月21日

株式会社　城西自動車学校 平成30年2月21日

株式会社　愛あい 平成30年2月21日

株式会社　四ッ葉 平成30年2月21日

株式会社　アース警備 平成30年2月21日

米田青果食品　株式会社 平成30年2月22日

三友技研　株式会社 平成30年2月22日

株式会社　風土 平成30年2月23日

医療法人　幸泉会　産科婦人科ばらのいずみクリニック 平成30年2月23日

株式会社　エネルギ―　システム 平成30年2月26日

株式会社　杉野工務店 平成30年2月26日

重松倉庫　株式会社 平成30年2月26日

国際セーフティー　株式会社　松山支社 平成30年2月26日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

山電工業　株式会社 平成30年2月27日

株式会社　サニーＴＳＵＢＡＫＩ 平成30年2月27日

松山宮地弘商事　株式会社　松山営業所 平成30年2月27日

株式会社　スリーキューブ愛媛支店 平成30年2月28日

南海放送サービス　株式会社 平成30年3月1日

平成30年3月2日

太平ビルサービス　株式会社　松山支店 平成30年3月9日

医療法人　同仁会　おおぞら病院 平成30年3月28日

株式会社　伊予エンジニアリング 平成30年5月10日

株式会社　伊予エンジニアリング・テクノロジー 平成30年5月10日

株式会社　石材振興会 平成30年5月17日

株式会社　ライフプロテクト 平成30年6月15日

有限会社　山内陸送 平成30年6月18日

株式会社　中温 平成30年7月12日

株式会社　イーズコーポレーション 平成30年7月24日

萩野鉄店　有限会社 平成30年8月22日

てくのインシュアランス　株式会社 平成30年8月24日

株式会社　ミック 平成30年10月17日

株式会社　大建設計工務 平成30年11月21日

株式会社　ティーメック 平成30年11月26日

株式会社　アイル・ラムシア 平成30年11月26日

有限会社　ハウジング・エフ 平成30年11月27日

株式会社　ベストパートナー 平成30年11月28日

株式会社　アテックス 平成30年12月3日

株式会社　日本交通社 平成31年1月8日

株式会社ライフネット松山 平成31年1月28日

株式会社　三協システム 平成31年1月28日

関西運送　株式会社 平成31年1月28日

松山青果　株式会社 平成31年1月28日

有限会社　サンエース 平成31年1月28日

株式会社　日東物産 平成31年1月28日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

有限会社　南海運送 平成31年1月29日

有限会社　二神タクシー 平成31年1月29日

協和運送　有限会社 平成31年1月29日

株式会社　エントラスト四国 平成31年1月29日

株式会社　長崎商事 平成31年1月29日

興伸電気建設工業　株式会社 平成31年1月30日

株式会社　ＤＡＤ 平成31年1月30日

有限会社　キヨカワ商事 平成31年1月30日

富士運輸倉庫　有限会社 平成31年1月30日

株式会社　イオタオーエーシステム 平成31年1月31日

トヨタカローラ愛媛　株式会社 平成31年1月31日

国立大学法人　愛媛大学 平成31年2月1日

株式会社　カナン・ジオリサーチ 平成31年2月1日

医療法人　矢野産婦人科 平成31年2月1日

株式会社　奏 平成31年2月1日

ＮＰＯ法人　ほっとねっと 平成31年2月4日

株式会社　ケアジャパン 平成31年2月4日

株式会社　吉野土建 平成31年2月5日

株式会社　相原組 平成31年2月7日

日章観光タクシー株式会社 平成31年2月7日

株式会社　エイビーエム 平成31年2月12日

エナジー・ワン　株式会社 平成31年2月13日

株式会社　モータリングケアワークス 平成31年2月14日

朝日建設　株式会社 平成31年2月25日

愛媛トヨペット　株式会社 平成31年2月26日

有限会社　岡田電研工業所 平成31年3月14日

有限会社　岡本金物店 平成31年3月19日

株式会社　富士造型 平成31年3月28日

東昇技建　株式会社 平成31年4月3日

有限会社　中之川金物店 令和1年6月12日

株式会社　パステムマツザワ 令和1年6月19日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

ワンサ　株式会社 令和1年7月24日

株式会社　有光組 令和1年9月2日

株式会社　フェローシステム 令和1年9月6日

有限会社　ほくと 令和1年9月6日

高松石油株式会社 令和1年9月19日

愛媛綜合警備保障　株式会社 令和1年9月27日

二幸送風機　株式会社 令和1年10月1日

株式会社　愛研化工機 令和1年10月9日

株式会社　Ｋｉｚｕｋｕｒｉ屋 令和1年10月16日

青木電気工業　株式会社 令和1年12月9日

有限会社　新栄食品 令和2年1月23日

三宝産業　株式会社 令和2年2月10日

株式会社　ジツタ 令和2年2月10日

株式会社　阿部総合鑑定所 令和2年2月10日

故紙リサイクルセンター　株式会社 令和2年2月10日

株式会社　薄墨羊羹 令和2年2月12日

株式会社　オリエントライン 令和2年2月12日

愛媛県中小企業団体中央会 令和2年2月12日

株式会社　西村商事 令和2年2月12日

株式会社　相原自動車商会 令和2年2月12日

一般社団法人　愛媛県歯科医師会 令和2年2月13日

吉村硝子　株式会社 令和2年2月14日

グローバル環境サービス　株式会社 令和2年2月14日

愛媛県森林組合連合会 令和2年2月17日

有限会社　リライ 令和2年2月17日

株式会社　アコンプリシー 令和2年2月18日

ニッシングルメビーフ　株式会社 令和2年2月27日

有限会社　直樹 令和2年2月27日

有限会社　愛媛ヒアリングエイド 令和2年3月3日

新企画設計　株式会社 令和2年3月4日

株式会社　レイワン 令和2年3月10日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

株式会社　サイバースペース 令和2年3月19日

四国ホーム　株式会社 令和2年4月1日

株式会社　三和医科器械 令和2年5月29日

有限会社　キホク 令和2年6月15日

日本労働者協同組合連合会センター事業団 令和2年6月15日

特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 令和2年6月18日

企業組合　労協センター事業団 令和2年6月18日

株式会社　クローバー 令和2年6月18日

株式会社　成武建設 令和2年6月23日

株式会社　愛媛建築住宅センター 令和2年6月23日

有限会社　弘和物流 令和2年6月29日

株式会社　増田運送 令和2年7月16日

一般財団法人　創精会 令和2年8月3日

株式会社　FLIP 令和2年8月11日

有限会社　オーケー電装 令和2年9月1日

株式会社　INA 令和2年9月8日

マエダ商事株式会社 令和2年10月8日

株式会社　エルパティオ 令和2年10月28日

城東開発解体　株式会社 令和2年11月9日

有限会社　モンド 令和2年11月9日

城東開発　株式会社 令和2年11月9日

株式会社　中川自動車商会 令和2年12月15日

株式会社　エポラ 令和3年1月22日

臨海建設　株式会社 令和3年2月8日

松山毛織　株式会社 令和3年2月8日

株式会社　トマト 令和3年2月8日

株式会社　クツナコンサルタント 令和3年2月8日

株式会社　林鐵工所 令和3年2月18日

有限会社　山海興産 令和3年4月13日

株式会社　ウエストコンサルタント 令和3年4月21日

株式会社　エーワン開発 令和3年4月28日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

アストモスリテイリング　株式会社　四国カンパニー 令和3年5月11日

株式会社　大倉商店 令和3年5月13日

株式会社　三福快適生活 令和3年5月21日

株式会社　ライフベース 令和3年5月28日

新産道路　株式会社 令和3年5月31日

医療法人　ヒューマンリプロダクションつ　ばきウイメンズクリニック 令和3年6月3日

社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 令和3年6月8日

株式会社　瀬戸内自動車 令和3年6月17日

株式会社　フジ・スポーツ＆フィットネス 令和3年6月23日

株式会社　﨑山カーサービス 令和3年7月2日

株式会社　福田組 令和3年7月7日

愛媛県酒造協同組合 令和3年7月15日

全日本地理空間情報収集活用推進　株式会社　ACA 令和3年8月17日

株式会社　ホーム設備 令和3年8月19日

星企画　株式会社 令和3年8月19日

株式会社　愛橋 令和3年8月20日

株式会社　金城滋商事 令和3年8月24日

株式会社　e-KC 令和3年8月27日

ネットグローバル　株式会社 令和3年9月3日

株式会社　ワークメイト 令和3年9月3日

株式会社　想心季 令和3年9月3日

株式会社　IRIS 令和3年9月6日

株式会社　小笠原工務所 令和3年9月9日

NPO法人　どんまい 令和3年9月10日

大伸建設　有限会社 令和3年9月13日

八松硝子建材　株式会社 令和3年9月13日

株式会社　my Joice Japan 令和3年9月13日

株式会社　スカイネットシステム 令和3年9月15日

有限会社　コンパス 令和3年9月16日

株式会社　アイ・アイ・エー 令和3年9月17日

公益財団法人　松山市男女共同参画推進財団 令和3年9月30日

社会保険労務士法人アライズ 令和3年10月1日



令和3年11月4日現在

事業所名 宣言日

事業所一覧

松山市

株式会社　エイ・アンド・ブイ 令和3年10月22日

株式会社　親和技術コンサルタント 令和3年10月22日

※宣言日順で敬称は省略

※ホームページへの掲載を希望されていない事業所を除く


