
宣言日 事業所名 所在地

平成30年3月1日 松山流域森林組合 東温市

平成31年2月18日 有限会社　石坂養鶏 今治市

令和1年9月24日 株式会社　瀬戸内園芸センタ― 今治市

令和2年6月18日 一般社団法人　南予森林管理推進センター 北宇和郡

平成30年2月20日 株式会社　森水産 松山市

令和2年3月12日 有限会社　清水水産 宇和島市

平成31年2月7日 株式会社　相原組 松山市

令和1年10月24日 西日本砕石　株式会社 新居浜市

平成28年4月25日 株式会社　門屋組 松山市

平成28年6月16日 株式会社　眞鍋組 今治市

平成28年6月24日 有限会社　三木水道工業所 四国中央市

平成28年7月15日 株式会社　愛水 新居浜市

平成28年11月25日 中央道路　株式会社 四国中央市

平成28年12月9日 株式会社　一宮工務店 新居浜市

平成28年12月16日 株式会社　戒田商事 松山市

平成29年2月2日 株式会社　ダイキアクシス 松山市

平成29年4月21日 べスト産業　株式会社 松山市

平成29年4月26日 有限会社　伊予ハウジング 伊予郡

平成29年5月8日 株式会社　マーク住研 西条市

平成29年7月25日 株式会社　川之江電設 四国中央市

平成29年8月10日 大進建設　株式会社 松山市

平成29年8月18日 株式会社　マルイ 西条市

平成29年8月18日 久保興業　株式会社 喜多郡

平成29年8月18日 株式会社　コラボハウス 松山市

平成29年8月21日 丸石設備工業株式会社 今治市

平成29年8月21日 越智電気工事　株式会社 今治市

平成29年8月21日 石岡建設　株式会社 喜多郡

平成29年8月22日 株式会社　久保建設 上浮穴郡

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

農業、林業

漁業

砿業、採石業、砂利摂取業

建設業



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年8月22日 有限会社　丸電工業 大洲市

平成29年8月24日 上田消防建設　株式会社　松山店 松山市

平成29年8月24日 株式会社　ビルド商会 松山市

平成29年8月24日 イケダ産業　株式会社 松山市

平成29年8月28日 アトム緑化開発　株式会社 松山市

平成29年9月22日 小野電業　株式会社 新居浜市

平成29年10月13日 株式会社　大野興産 伊予市

平成30年2月21日 株式会社　松岡工務店 松山市

平成30年2月23日 株式会社　風土 松山市

平成30年2月26日 株式会社　エネルギ―　システム 松山市

平成30年2月26日 平野建設　株式会社 西予市

平成30年2月26日 株式会社　杉野工務店 松山市

平成30年2月27日 山電工業　株式会社 松山市

平成30年2月28日 坂井建設　株式会社 喜多郡

平成30年2月28日 有限会社　三和興産 今治市

平成30年3月1日 株式会社　よしだ 新居浜市

平成30年3月2日 株式会社　シゲタ 新居浜市

平成30年3月8日 近藤電設　株式会社 四国中央市

平成30年3月9日 株式会社　佐々木組 大洲市

平成30年3月9日 株式会社　渡辺建設 今治市

平成30年3月12日 尾藤建設　株式会社 四国中央市

平成30年8月21日 株式会社　四国ライト 今治市

平成30年11月26日 株式会社　ティーメック 松山市

平成30年11月27日 有限会社　ハウジング・エフ 松山市

平成30年11月27日 中央建設　株式会社 今治市

平成31年1月29日 株式会社　都築工業 伊予郡

平成31年1月30日 興伸電気建設工業　株式会社 松山市

平成31年1月30日 株式会社　ＤＡＤ 松山市

平成31年1月30日 有限会社　キヨカワ商事 松山市

平成31年1月31日 株式会社　イオタオーエーシステム 松山市

平成31年2月5日 株式会社　藤本重機 今治市

平成31年2月5日 株式会社　吉野土建 松山市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成31年2月25日 朝日建設　株式会社 松山市

平成31年3月14日 長久築炉工業株式会社 伊予郡

平成31年3月28日 株式会社　富士造型 松山市

平成31年4月3日 東昇技建　株式会社 松山市

令和1年6月3日 重松建設　株式会社 今治市

令和1年6月6日 株式会社　後藤サイディング 西条市

令和1年6月7日 立花電気株式会社 今治市

令和1年6月18日 株式会社　西渕工務店 喜多郡

令和1年7月29日 株式会社　宮嶋組 西条市

令和1年9月2日 株式会社　有光組 松山市

令和1年9月5日 有限会社　周桑電機工業所 西条市

令和1年9月25日 薦田建設　株式会社 新居浜市

令和1年10月9日 株式会社　愛研化工機 松山市

令和1年10月16日 株式会社　Ｋｉｚｕｋｕｒｉ屋 松山市

令和1年10月28日 宇和土建　株式会社 西予市

令和1年11月5日 小野石材　株式会社 西予市

令和1年12月9日 青木電気工業　株式会社 松山市

令和2年2月12日 株式会社　ブリッジカンパニー 喜多郡

令和2年2月19日 冨永建設　有限会社 西予市

令和2年3月10日 株式会社　レイワン 松山市

令和2年3月18日 受川建設工業　株式会社 四国中央市

令和2年3月23日 丹下建設工業　株式会社 西条市

令和2年3月31日 昭和建設　有限会社 八幡浜市

令和2年4月1日 四国ホーム　株式会社 松山市

令和2年4月22日 香川建設　株式会社 大洲市

令和2年6月19日 株式会社　高橋工務店 西条市

令和2年6月23日 株式会社　成武建設 松山市

令和2年7月29日 株式会社　タニグチ 今治市

令和2年8月28日 株式会社　ノエック 西条市

令和2年9月3日 有限会社　鳥生工務店 今治市

令和2年9月16日 谷本建設工業　株式会社 大洲市

令和2年11月4日 株式会社　せんば 今治市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和2年11月9日 城東開発解体　株式会社 松山市

令和2年11月16日 株式会社　鎌田工業 大洲市

令和3年1月25日 株式会社　弓山建設 西条市

令和3年2月8日 臨海建設　株式会社 松山市

令和3年2月9日 株式会社　長浜機設 大洲市

令和3年2月18日 株式会社　林鐵工所 松山市

平成28年4月14日 愛麺　株式会社 松山市

平成28年4月28日 岡田印刷　株式会社 松山市

平成28年5月31日 株式会社　ヒカリ 東温市

平成28年6月3日 丸三産業　株式会社 八幡浜市

平成28年7月27日 株式会社　三好鉄工所 新居浜市

平成28年12月5日 萩尾高圧容器　株式会社 新居浜市

平成28年12月7日 西部鉄工　株式会社 松山市

平成28年12月8日 株式会社　志賀商店 西条市

平成28年12月12日 株式会社　高須賀製作所 松山市

平成28年12月20日 岸本工業　株式会社 今治市

平成28年12月20日 摂陽明正　株式会社 伊予郡

平成28年12月20日 株式会社　あわしま堂 八幡浜市

平成28年12月21日 同心染工　株式会社 今治市

平成28年12月21日 株式会社　小泉製菓 松山市

平成28年12月26日 ＪＡえひめ　アイパックス株式会社 大洲市

平成29年1月5日 株式会社　波止浜鉄工所 今治市

平成29年1月30日 梅錦山川　株式会社 四国中央市

平成29年2月6日 米山工業　株式会社 伊予郡

平成29年2月16日 トータスエンジニアリング　株式会社 伊予郡

平成29年3月10日 株式会社　明朗社 伊予郡

平成29年3月14日 株式会社　西電 西条市

平成29年5月1日 岡本化成　株式会社 今治市

平成29年5月26日 シブヤ精機　株式会社 松山市

平成29年8月2日 伯方塩業　株式会社　松山支店 松山市

平成29年8月18日 株式会社　富士炭化興業 大洲市

製造業



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年8月18日 有限会社　中村かまぼこ店 宇和島市

平成29年8月18日 リュウグウ　株式会社 四国中央市

平成29年8月21日 広文社印刷　株式会社 宇和島市

平成29年8月21日 西染工　株式会社 今治市

平成29年8月21日 株式会社　田窪工業所 今治市

平成29年8月29日 株式会社　アイセイテック 今治市

平成29年9月4日 伯方塩業　株式会社 今治市

平成29年10月2日 有限会社　ＳＰＣ 四国中央市

平成29年11月28日 セキ　株式会社 松山市

平成30年2月22日 寿東産業　株式会社 伊予市

平成30年2月22日 米田青果食品　株式会社 松山市

平成30年2月23日 株式会社　重宝 宇和島市

平成30年2月23日 渡辺パイル織物　株式会社 西条市

平成30年2月26日 ふたば　株式会社 東温市

平成30年2月26日 株式会社　四国中央市総合サービスセンター 四国中央市

平成30年2月26日 ヒカリ紙工　株式会社 四国中央市

平成30年2月26日 北宇和生コン　株式会社 北宇和郡

平成30年2月27日 眞鍋造機株式会社 今治市

平成30年2月27日 阿川食品　株式会社 伊予市

平成30年2月27日 株式会社　エムディテクノス 西条市

平成30年2月28日 株式会社　ΝＳＰ 四国中央市

平成30年2月28日 ナブテスコマリン四国　株式会社 今治市

平成30年3月12日 有限会社　ビー･ピー･ユニオン 西予市

平成30年3月12日 大森産業　株式会社 喜多郡

平成30年3月12日 遠赤青汁　株式会社 東温市

平成30年3月15日 中央紙工　株式会社 四国中央市

平成30年4月16日 合資会社　野中かまぼこ店 宇和島市

平成30年6月29日 クラレテクノ　株式会社　西条営業所 西条市

平成30年7月12日 株式会社　中温 松山市

平成30年7月27日 エイトワン　株式会社 四国中央市

平成30年7月30日 Ｓ．Ｓ．Ｉ．　株式会社 今治市

平成30年9月12日 仙味エキス　株式会社 大洲市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成30年9月13日 マルトモ　株式会社 伊予市

平成30年10月19日 ウダカエンジニアリング　株式会社 四国中央市

平成30年12月3日 株式会社　アテックス 松山市

平成31年1月28日 株式会社ライフネット松山 松山市

平成31年1月28日 株式会社　三協システム 松山市

平成31年1月29日 富岡製材　株式会社 伊予市

平成31年1月30日 株式会社　愛新鉄工所 新居浜市

平成31年1月31日 西南開発　株式会社 八幡浜市

平成31年1月31日 宇和国産材加工協同組合 西予市

平成31年2月1日 常裕パルプ工業　株式会社 四国中央市

平成31年2月1日 株式会社　大昌鉄工所 四国中央市

平成31年2月4日 株式会社　大栄パルプ作業 四国中央市

平成31年2月4日 サンヨー食品　株式会社 四国中央市

平成31年2月6日 今治市

平成31年2月6日 木村塗装　有限会社 今治市

平成31年2月6日 株式会社　富士印刷 四国中央市

平成31年2月6日 株式会社　マルヤス 新居浜市

平成31年2月7日 金柳製紙　株式会社 四国中央市

平成31年2月12日 今治造船　株式会社　西条工場 西条市

平成31年2月18日 株式会社　大石工作所 新居浜市

平成31年2月21日 株式会社　中央ステンレス 四国中央市

平成31年2月22日 株式会社　アドバンテック 西条市

平成31年2月25日 有限会社　三光工業所 新居浜市

平成31年2月26日 協和生コン　株式会社 西条市

平成31年2月27日 スラブ　株式会社 伊予郡

平成31年2月28日 株式会社　上脇 今治市

平成31年3月14日 有限会社　岡田電研工業所 松山市

平成31年3月18日 有限会社　東明工業 伊予郡

令和1年7月10日 カクケイ　株式会社 四国中央市

令和1年8月7日 三木特種製紙　株式会社 四国中央市

令和1年9月3日 東予ブラスト工業　株式会社 西条市

令和1年9月30日 株式会社　山蔵ふるさと味工房 今治市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和1年10月7日 朝日共販　株式会社 西宇和郡

令和1年10月23日 株式会社　近藤リメイク 四国中央市

令和2年1月23日 有限会社　新栄食品 松山市

令和2年2月10日 株式会社　エムエスディー 西宇和郡

令和2年2月10日 株式会社　ヒロコウ 新居浜市

令和2年2月10日 株式会社　浅野鍛造所 西条市

令和2年2月12日 三木産業　株式会社 新居浜市

令和2年2月12日 株式会社　薄墨羊羹 松山市

令和2年2月14日 丸石製紙　株式会社 四国中央市

令和2年2月17日 波動法製造　株式会社 新居浜市

令和2年2月17日 城南織物　株式会社 今治市

令和2年2月27日 ニッシングルメビーフ　株式会社 松山市

令和2年2月28日 株式会社　ガルバ興業 西条市

令和2年3月6日 愛媛三段ブロック　株式会社 今治市

令和2年3月9日 株式会社　南海木材センター 大洲市

令和2年4月16日 株式会社　新光 今治市

令和2年5月7日 有限会社　佐々木組 新居浜市

令和2年5月11日 BEMAC　株式会社 今治市

令和2年5月29日 株式会社　サン・プロアクティブ 西条市

令和2年8月7日 愛和印刷　株式会社 今治市

令和2年9月1日 有限会社　オーケー電装 松山市

令和2年9月14日 株式会社　クロカワ 西条市

令和2年10月7日 丸栄タオル　株式会社 今治市

令和2年10月21日 有限会社　森下工業所 西条市

令和2年10月21日 ジャスティン　株式会社 四国中央市

令和2年10月22日 大富士製紙　株式会社 四国中央市

令和2年10月22日 大東　株式会社 四国中央市

令和2年10月23日 株式会社　マルカワ 四国中央市

令和2年10月23日 株式会社　マサノ 四国中央市

令和2年10月29日 株式会社　フジカ 北宇和郡

令和2年11月9日 城東開発解体　株式会社 松山市

令和2年11月16日 株式会社　鎌田工業 大洲市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和2年11月16日 檜垣造船　株式会社 今治市

令和2年11月20日 南予生コン　株式会社 宇和島市

令和3年1月18日 川之江造機　株式会社 四国中央市

令和3年1月26日 海野尾タオル株式会社 今治市

平成30年1月4日 四国ガス　株式会社 今治市

平成30年3月12日 愛媛ベニー　株式会社 伊予郡

平成31年2月13日 エナジー・ワン　株式会社 松山市

平成28年11月9日 株式会社　パルソフトウェアサービス 松山市

平成28年12月5日 佐川印刷　株式会社 松山市

平成29年1月27日 サンブロードバンド　株式会社 今治市

平成29年6月14日 株式会社　エスピーシー 松山市

平成29年7月25日 株式会社　ＪＡえひめ総合情報センター 松山市

平成29年8月21日 株式会社　フロントエンド 四国中央市

平成29年8月24日 株式会社　ウイン 松山市

平成29年11月10日 株式会社　アイムービック 松山市

平成31年1月29日 株式会社　ウォンズ 宇和島市

平成31年1月31日 一般財団法人　八西ＣＡＴＶ 西宇和郡

平成31年1月31日 株式会社　アイシーシー 新居浜市

令和1年7月24日 ワンサ　株式会社 松山市

令和1年9月6日 株式会社　フェローシステム 松山市

令和2年2月27日 有限会社　直樹 松山市

令和2年3月19日 株式会社　サイバースペース 松山市

令和2年10月14日 株式会社　ハートネットワーク 新居浜市

令和3年2月8日 ピクセルソフトウェア　株式会社 新居浜市

平成28年11月25日 宇和島ハイヤ―　株式会社 宇和島市

平成29年1月23日 城戸運送　有限会社 大洲市

平成29年2月9日 伯方運送　株式会社 今治市

平成29年2月22日 四国総合流通　株式会社 松山市

平成29年3月8日 株式会社　植西運送 伊予市

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業、郵便業



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年4月18日 宇和島自動車運送　株式会社 松山市

平成29年7月27日 桑原運輸　株式会社 新居浜市

平成29年8月18日 株式会社　ガイヤエクスプレス 宇和島市

平成29年8月21日 城北運送　株式会社 松山市

平成29年8月28日 アトム総合企画　株式会社 松山市

平成29年8月28日 アトムタクシ―　株式会社 八幡浜市

平成29年9月25日 川之江港湾運送　株式会社 四国中央市

平成29年11月1日 有限会社　奥島観光 伊予市

平成30年2月20日 大栄海運　株式会社 松山市

平成30年2月21日 有限会社　大豊陸送 松山市

平成30年2月22日 丸回企業　株式会社 八幡浜市

平成30年2月22日 株式会社　ダッシュ速配 伊予市

平成30年2月23日 保内運送　有限会社 八幡浜市

平成30年2月26日 トーヨー・ロジテック　株式会社 四国中央市

平成30年2月26日 重松倉庫　株式会社 松山市

平成30年3月6日 全日本運輸　株式会社 今治市

平成30年3月6日 瀬戸内運輸　株式会社 今治市

平成30年3月12日 株式会社　ＡＭＴ 東温市

平成30年6月18日 有限会社　山内陸送 松山市

平成30年6月29日 アイネット　株式会社 四国中央市

平成30年8月6日 株式会社　四国陸整 西条市

平成30年10月25日 有限会社　川滝運送 四国中央市

平成31年1月28日 関西運送　株式会社 松山市

平成31年1月29日 有限会社　南海運送 松山市

平成31年1月29日 有限会社　二神タクシー 松山市

平成31年1月29日 宇和島運輸　株式会社 八幡浜市

平成31年1月29日 カネサ運輸　株式会社 伊予市

平成31年1月29日 協和運送　有限会社 松山市

平成31年1月30日 富士運輸倉庫　有限会社 松山市

平成31年1月31日 大西物流　株式会社 四国中央市

平成31年2月1日 浜栄港運　株式会社 新居浜市

平成31年2月7日 日章観光タクシー株式会社 松山市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和1年8月2日 有限会社　宮窪総合運送 今治市

令和2年2月12日 有限会社　岡田タクシー 伊予郡

令和2年2月12日 株式会社　オリエントライン 松山市

令和2年2月13日 有限会社　大日通商 西条市

令和2年2月19日 青野海運　株式会社 新居浜市

令和2年2月27日 金栄丸港運　株式会社 新居浜市

令和2年4月1日 四国西濃運輸　株式会社 東温市

令和2年6月29日 有限会社　弘和物流 松山市

令和2年7月10日 丸住ライン　株式会社 四国中央市

令和2年7月16日 株式会社　増田運送 松山市

令和2年9月10日 大道海運　株式会社 今治市

令和2年9月14日 喜多浦海運　株式会社 今治市

令和2年9月15日 宇和島自動車　株式会社 宇和島市

令和2年11月20日 関西商事　株式会社 宇和島市

令和2年11月24日 ペガサス運輸　株式会社 四国中央市

令和3年2月17日 株式会社　アイロジ 伊予市

平成28年4月21日 株式会社　グリーンヒル 西予市

平成28年7月14日 株式会社　松山丸三 松山市

平成28年7月14日 株式会社　スジヤ 今治市

平成28年11月22日 アカマツ　株式会社 松山市

平成28年12月22日 ＤＣＭダイキ　株式会社 松山市

平成29年2月10日 村上産業　株式会社 松山市

平成29年3月1日 株式会社　シンツ 松山市

平成29年4月26日 株式会社　アサヒジム 松山市

平成29年5月12日 株式会社　丸菱商会 新居浜市

平成29年7月25日 有限会社　庄野 西条市

平成29年8月21日 株式会社　内子　フレッシュパーク　からり 喜多郡

平成29年8月23日 松山宮地弘商事　株式会社　新居浜営業所 新居浜市

平成29年8月28日 株式会社　エス・アンド・エイ 松山市

平成29年8月28日 株式会社　アトム商事 松山市

平成29年8月28日 有限会社　中武商事 松山市

卸売、小売業



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年8月28日 アトム石油　株式会社 八幡浜市

平成29年8月28日 株式会社　マツスイ 松山市

平成29年9月4日 株式会社　城西 松山市

平成29年9月11日 有限会社　宇摩調剤薬局 四国中央市

平成29年9月21日 日新電気興業　株式会社 宇和島市

平成29年10月13日 しんかわ駅前薬局 伊予市

平成29年12月8日 有限会社　ハリカ宇和島店 宇和島市

平成29年12月8日 有限会社　丸三商店 宇和島市

平成30年2月19日 株式会社　そごうマート 西条市

平成30年2月21日 株式会社　愛媛プレスウイン 松山市

平成30年2月21日 株式会社　世良 松山市

平成30年2月26日 株式会社　味彩 西予市

平成30年2月26日 株式会社　大見屋 宇和島市

平成30年2月27日 株式会社　サニーＴＳＵＢＡＫＩ 松山市

平成30年2月27日 松山宮地弘商事　株式会社　松山営業所 松山市

平成30年2月27日 株式会社　ヤツヅカ 伊予郡

平成30年2月28日 株式会社　スリーキューブ愛媛支店 松山市

平成30年3月1日 株式会社　ゴウダ 四国中央市

平成30年4月13日 石崎商事　株式会社 四国中央市

平成30年4月17日 株式会社　木藤時計店 宇和島市

平成30年5月17日 株式会社　石材振興会 松山市

平成30年8月22日 萩野鉄店　有限会社 松山市

平成30年10月1日 三原産業　株式会社 宇和島市

平成31年1月28日 松山青果　株式会社 松山市

平成31年1月28日 有限会社　サンエース 松山市

平成31年1月29日 株式会社　エントラスト四国 松山市

平成31年1月31日 トヨタカローラ愛媛　株式会社 松山市

平成31年2月4日 株式会社　日吉夢産地 北宇和郡

平成31年2月4日 フードブレイン　株式会社 四国中央市

平成31年2月4日 株式会社　徳昇 伊予市

平成31年2月12日 株式会社　エイビーエム 松山市

平成31年2月26日 愛媛トヨペット　株式会社 松山市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成31年2月27日 株式会社　ツヅキ 新居浜市

平成31年3月19日 有限会社　岡本金物店 松山市

令和1年6月12日 有限会社　中之川金物店 松山市

令和1年6月19日 株式会社　パステムマツザワ 松山市

令和1年7月12日 株式会社　オズメッセ 大洲市

令和1年9月19日 高松石油株式会社 松山市

令和1年10月9日 株式会社　クック・チャム四国 新居浜市

令和1年10月28日 大西金属　株式会社 四国中央市

令和2年2月6日 株式会社　地域法人無茶々園 西予市

令和2年2月7日 株式会社　大洲製材所 大洲市

令和2年2月7日 株式会社　土居銘木 宇和島市

令和2年2月10日 株式会社　乃万青果 今治市

令和2年2月10日 三宝産業　株式会社 松山市

令和2年2月10日 株式会社　ジツタ 松山市

令和2年2月14日 吉村硝子　株式会社 松山市

令和2年2月18日 株式会社　谷川商会 宇和島市

令和2年2月19日 株式会社　宇和島海道 西予市

令和2年3月3日 有限会社　愛媛ヒアリングエイド 松山市

令和2年4月6日 有限会社　キナミスポーツ 今治市

令和2年5月29日 株式会社　三和医科器械 松山市

令和2年7月27日 株式会社　日昇 伊予市

令和2年8月24日 株式会社　大屋 西条市

令和2年8月25日 三愛マリンペイント　株式会社 今治市

令和2年8月26日 三愛富士　株式会社 今治市

令和2年10月8日 有限会社　石川金物 西条市

令和2年10月8日 マエダ商事株式会社 松山市

令和2年11月9日 有限会社　モンド 松山市

令和2年11月16日 株式会社　タチバナ建材店 宇和島市

令和3年1月12日 山陽物産　株式会社 伊予市

令和3年1月22日 株式会社　エポラ 松山市

令和3年2月8日 松山毛織　株式会社 松山市

令和3年2月8日 株式会社　トマト 松山市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年8月28日 有限会社　エイ・エフ・エフ 松山市

平成29年8月28日 有限会社　豊稔商事 松山市

平成30年6月15日 株式会社　ライフプロテクト 松山市

平成30年7月24日 株式会社　イーズコーポレーション 松山市

平成30年8月24日 てくのインシュアランス　株式会社 松山市

平成30年10月17日 株式会社　ミック 松山市

平成30年11月26日 株式会社　アイル・ラムシア 松山市

平成30年11月27日 株式会社　村上保険サービス 西条市

平成30年11月28日 株式会社　ベストパートナー 松山市

平成30年12月20日 有限会社　新居浜損害保険事務所 新居浜市

令和2年4月6日 株式会社　かがやき総合保険企画 四国中央市

令和2年7月1日 株式会社　住星 四国中央市

令和2年9月8日 株式会社　INA 松山市

令和2年10月21日 有限会社　ゴーイング 新居浜市

平成28年4月4日 株式会社　アグサス 松山市

平成28年12月14日 波止浜興産株式会社 今治市

平成29年1月10日 ダイキ不動産情報株式会社 松山市

平成28年6月23日 南海測量設計　株式会社 松山市

平成28年7月11日 株式会社　ｎｅｘｔ 松山市

平成28年12月15日 株式会社　興新設計 新居浜市

平成29年1月26日 株式会社　伸栄設計 松山市

平成29年5月11日 株式会社　愛媛建設コンサルタント 松山市

平成29年8月18日 株式会社　富士建設コンサルタント 宇和島市

平成29年8月21日 株式会社　荒倉建設コンサルタント 松山市

平成29年8月28日 アトム総業　株式会社 松山市

平成29年10月11日 社会保険労務士法人　あいパートナーズ 松山市

平成30年3月1日 南海放送サービス　株式会社 松山市

平成30年3月7日 永田幸子税理士事務所 宇和島市

平成30年4月10日 有限会社　スマートエンジニアリング 西条市

不動産業・物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

金融・保険業



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成30年5月10日 株式会社　伊予エンジニアリング 松山市

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 松山市

平成30年11月21日 株式会社　大建設計工務 松山市

平成31年2月1日 国立大学法人　愛媛大学 松山市

平成31年2月1日 株式会社　カナン・ジオリサーチ 松山市

平成31年2月5日 株式会社　シアテック 新居浜市

平成31年2月5日 株式会社　八紘設計コンサルタント 南宇和郡

令和2年2月7日 有限会社　井上測量事務所 西予市

令和2年2月10日 株式会社　阿部総合鑑定所 松山市

令和2年2月13日 有限会社　東新技研 新居浜市

令和2年2月25日 サンケイ設計　株式会社 今治市

令和2年3月4日 新企画設計　株式会社 松山市

令和2年4月10日 株式会社　ダイニン 大洲市

令和2年6月23日 株式会社　愛媛建築住宅センター 松山市

令和3年2月8日 株式会社　クツナコンサルタント 松山市

平成28年5月11日 山の手リゾート　株式会社 松山市

平成29年8月21日 八紘開発　株式会社 松山市

平成28年11月27日 有限会社　リフレエンタープライズ 松山市

平成28年11月27日 株式会社　ＲｅｆｒｅＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 松山市

平成29年2月1日 株式会社　公益社 伊予市

平成29年2月27日 キスケ　株式会社 松山市

平成29年8月28日 株式会社　エイ・シー・エス 松山市

平成29年8月28日 株式会社　松山公益社 松山市

平成29年8月28日 株式会社　ウインクラブ 松山市

平成30年3月6日 石田クリーニング　株式会社 伊予市

平成30年3月12日 南レク　株式会社 宇和島市

平成31年1月8日 株式会社　日本交通社 松山市

平成31年1月23日 有限会社　ヤングドライ新居浜 新居浜市

平成31年1月29日 清水商事　株式会社 八幡浜市

令和2年2月10日 一般財団法人　今治市多目的温泉保養館管理公社 今治市

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和2年8月11日 株式会社　FLIP 松山市

令和2年9月23日 有限会社　永井産業 大洲市

平成28年4月25日 公益財団法人　愛媛県動物園協会 伊予郡

平成28年5月10日 株式会社　第一自動車練習所 松山市

平成29年8月21日 松山市

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 松山市

平成30年2月21日 株式会社　城西自動車学校 松山市

令和2年2月10日 株式会社　オキノ 西予市

令和2年2月21日 株式会社　新居浜自動車教習所 新居浜市

平成28年6月3日 社会福祉法人　愛心会 宇和島市

平成28年6月7日 社会福祉法人　喜久寿ウェルケア高浜 松山市

平成28年6月8日 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市

平成28年6月13日 社会福祉法人　愛寿会 松山市

平成28年6月17日 社会福祉法人　平成会 松山市

平成28年8月9日 社会福祉法人　福角会 松山市

平成28年12月8日 有限会社　ケアサポートさくら 宇和島市

平成28年12月9日 順風会　健診センター 松山市

平成28年12月12日 社会福祉法人　ふたば会 新居浜市

平成28年12月14日 社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会 西予市

平成28年12月16日 社会医療法人　真泉会 今治市

平成28年12月19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 松山市

平成28年12月19日 株式会社　シルバーケアサービス 今治市

平成28年12月20日 社会福祉法人　中山梅寿会 伊予市

平成28年12月26日 一般社団法人　今治市医師会　今治市医師会市民病院 今治市

平成29年1月5日 有限会社　ノリテック 松山市

平成29年1月16日 医療法人　恕風会 大洲市

平成29年1月20日 松山市

平成29年1月31日 社会福祉法人　恩賜財団済生会　松山病院 松山市

平成29年2月1日 社会福祉法人　済生会　姫原特別養護老人ホーム 松山市

平成29年2月2日 社会福祉法人恩賜財団済生会今治老人保健施設希望の園 今治市

教育、学習支援業

医療、福祉



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年2月10日 愛媛県国民健康保険団体　連合会 松山市

平成29年2月22日 株式会社　ライフネット 松山市

平成29年2月23日 社会福祉法人　松山市社会福祉事業団 松山市

平成29年2月24日 医療法人補天会光生病院 今治市

平成29年3月17日 株式会社　メディックス 伊予郡

平成29年4月3日 社会福祉法人　大洲育成園 大洲市

平成29年4月13日 医療法人　結和会　松山西病院 松山市

平成29年5月1日 株式会社　亀楽 松山市

平成29年5月1日 株式会社　いきいき介護 松山市

平成29年5月26日 株式会社　つくし 松山市

平成29年6月2日 有限会社　イヨメディカル 松山市

平成29年7月7日 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市

平成29年7月19日 ウェルケア重信 東温市

平成29年7月25日 山下消化器外科クリニック 松山市

平成29年7月27日 社会福祉法人　吾子苑特別養護老人ホームサンランド 宇和島市

平成29年8月18日 医療法人社団　越智クリニック 松山市

平成29年8月21日 社会福祉法人　金亀会 松山市

平成29年8月22日 社会福祉法人　あおい会　星の里 西条市

平成29年8月28日 医療法人　順風会　天山病院 松山市

平成29年8月28日 医療法人　順風会八倉医院 伊予郡

平成29年8月28日 医療法人　順風会　老人保健施設　長安 東温市

平成29年8月28日 医療法人　順風会康復センター星岡 松山市

平成29年8月28日 医療法人　順風会　天山歯科クリニック 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　白寿会白寿荘 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　白寿会れんげ荘 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　白寿会　介護老人保健施設　西安 八幡浜市

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 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　白寿会　在宅介護複合施設　サンサン 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　和泉蓮華会　いきいきプチファーム 八幡浜市

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 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　和泉蓮華会　和泉保育園 松山市

平成29年8月28日 社会福祉法人　和泉蓮華会 伊予郡



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成29年8月28日 社会福祉法人和泉蓮華会八幡浜市運営委託園白浜保育所 八幡浜市

平成29年8月28日 株式会社　ケアメイツ・ネットワーク 松山市

平成29年8月28日 アトムタクシー　有限会社 松山市

平成29年9月4日 社会福祉法人　恩賜財団　済生会今治病院 今治市

平成29年9月4日 医療法人　菅井内科 松山市

平成29年9月4日 八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市

平成29年9月13日 医療法人　平成会　山内病院 今治市

平成29年10月4日 公益財団法人　正光会 宇和島市

平成29年10月16日 社会福祉法人　Ｓｉｇｎ 今治市

平成29年10月31日 株式会社　エンエンタープライズ 宇和島市

平成29年11月10日 一般社団法人　エヒメ健診協会 松山市

平成29年11月21日 有限会社　ケアセンター宇和島 宇和島市

平成29年11月22日 社会福祉法人　なごみの会 今治市

平成30年2月21日 株式会社　愛あい 松山市

平成30年2月21日 株式会社　四ッ葉 松山市

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 松山市

平成30年2月26日 株式会社　トモニー・えひめ 北宇和郡

平成30年2月22日 医療法人　三善会 宇和島市

平成30年2月27日 株式会社　サンメディカル 宇和島市

平成30年2月27日 社会福祉法人　みなと保育園 新居浜市

平成30年2月27日 社会福祉法人　西予総合福祉会 西予市

平成30年3月1日 宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘 宇和島市

平成30年3月2日 松山市

平成30年3月5日 合同会社　ひより 宇和島市

平成30年3月5日 株式会社　平野 今治市

平成30年3月5日 株式会社　よしまる 宇和島市

平成30年3月5日 医療法人　康仁会　西岡病院 四国中央市

平成30年3月7日 社会福祉法人　愛美会 四国中央市

平成30年3月9日 社会福祉法人　角野新田福祉会　新田保育園 新居浜市

平成30年3月12日 社会福祉法人　清和会　めぐみ保育園 西条市

平成30年3月28日 医療法人　同仁会　おおぞら病院 松山市

平成30年4月13日 社会医療法人　同心会　西条中央病院 西条市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成30年11月7日 社会医療法人　石川記念会 四国中央市

平成31年2月1日 医療法人　矢野産婦人科 松山市

平成31年2月1日 株式会社　奏 松山市

平成31年2月1日 有限会社　モ―ドハヤシ 今治市

平成31年2月4日 ＮＰＯ法人　サスケ工房 新居浜市

平成31年2月4日 社会福祉法人　神拝保育園 西条市

平成31年2月4日 ＮＰＯ法人　ほっとねっと 松山市

平成31年2月4日 株式会社　ケアジャパン 松山市

平成31年2月7日 医療法人　順天会 今治市

平成31年2月8日 株式会社　さくら 西予市

平成31年2月12日 松前町社会福祉協議会 伊予郡

平成31年2月22日 株式会社　四国中央興産　在宅事業部 四国中央市

平成31年4月1日 医療法人　専心会 西条市

令和1年9月5日 株式会社　ＬｉＮｆ 宇和島市

令和1年9月6日 有限会社　ほくと 松山市

令和1年10月18日 一般社団法人　西条市医師会 西条市

令和2年2月10日 医療法人　よしもとレディースクリニック 大洲市

令和2年2月12日 株式会社　百笑一輝 西予市

令和2年2月13日 株式会社　東京ネバーランドえひめ 新居浜市

令和2年2月17日 一般社団法人　とあいと 今治市

令和2年2月18日 株式会社　アコンプリシー 松山市

令和2年2月18日 社会医療法人　社団更生会 西条市

令和2年2月20日 株式会社　アリックス 宇和島市

令和2年2月26日 有限会社　デイサービスセンター　ふれんど 新居浜市

令和2年3月19日 株式会社　ほのか介護移送訪問介護 西条市

令和2年6月18日 特定非営利活動法人　ワーカーズコープ 松山市

令和2年6月18日 企業組合　労協センター事業団 松山市

令和2年6月18日 株式会社　クローバー 松山市

令和2年8月3日 一般財団法人　創精会 松山市

令和3年2月2日 社会福祉法人　龍門福祉会 今治市

令和3年2月4日 株式会社　ドルトン 今治市

令和3年2月8日 特定非営利活動法人　ふくふくの会 越智郡



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和3年2月9日 社会福祉法人　鷲峰会 今治市

平成29年8月18日 吉田町漁業協同組合 宇和島市

平成30年2月27日 愛南漁業協同組合 南宇和郡

平成31年1月29日 南予森林組合 北宇和郡

平成31年2月6日 一般社団法人　宇摩交通安全協会 四国中央市

令和2年2月17日 愛媛県森林組合連合会 松山市

令和2年2月26日 西宇和農業協同組合 八幡浜市

平成28年8月9日 松山容器　株式会社 松山市

平成28年12月1日 ＲＮΒコーポレーション　株式会社 松山市

平成28年12月2日 松山商工会議所 松山市

平成28年12月5日 愛媛県商工会連合会 松山市

平成28年12月14日 株式会社　せとうち整備新居浜 新居浜市

平成28年12月19日 愛媛県経営者協会 松山市

平成28年12月20日 一般社団法人　愛媛県建設業協会 松山市

平成28年12月21日 株式会社　四国消防 松山市

平成29年1月19日 株式会社　キャップ 松山市

平成29年1月30日 株式会社　イナミコーポレーション 西条市

平成29年4月26日 公益財団法人　えひめ東予産業創造センター 新居浜市

平成29年8月28日 松山市

平成29年8月28日 芙蓉メンテナンス　株式会社 松山市

平成29年8月28日 株式会社　笹錦食産 松山市

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 松山市

平成30年2月21日 株式会社　アース警備 松山市

平成30年2月22日 旭警備保障　株式会社 伊予市

平成30年2月22日 三友技研　株式会社 松山市

平成30年2月23日 株式会社　サポートシステム 今治市

平成30年2月23日 株式会社　せとうち整備今治 今治市

平成30年2月26日 国際セーフティー　株式会社　松山支社 松山市

平成30年3月5日 国際セーフティー　株式会社　新居浜支店 新居浜市

平成30年3月9日 太平ビルサービス　株式会社　松山支店 松山市

複合サービス業

サービス業（他に分類されないもの）



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

平成30年3月19日 新興車輌　株式会社 喜多郡

平成30年3月22日 公益社団法人　新居浜市シルバー人材センター 新居浜市

平成30年10月31日 日栄修機　株式会社 四国中央市

平成31年1月29日 株式会社　長崎商事 松山市

平成31年1月29日 有限会社　クリーンセンター 大洲市

平成31年2月1日 愛媛たいき農業協同組合 大洲市

平成31年2月5日 株式会社　オートパルえひめ南 宇和島市

平成31年2月14日 株式会社　モータリングケアワークス 松山市

平成31年2月26日 株式会社　大洲自動車販売 大洲市

平成31年4月1日 アビリティーセンター　株式会社 新居浜市

令和1年5月29日 株式会社　イージーエス 新居浜市

令和1年6月10日 伊予商工会議所 伊予市

令和1年8月14日 公益社団法人　愛媛県紙パルプ工業会 四国中央市

令和1年9月5日 有限会社　中央清掃社 宇和島市

令和1年9月27日 愛媛綜合警備保障　株式会社 松山市

令和2年2月10日 故紙リサイクルセンター　株式会社 松山市

令和2年2月12日 愛媛県中小企業団体中央会 松山市

令和2年2月12日 株式会社　西村商事 松山市

令和2年2月12日 エコブリッジ　株式会社 喜多郡

令和2年2月12日 株式会社　相原自動車商会 松山市

令和2年2月13日 一般社団法人　愛媛県歯科医師会 松山市

令和2年2月14日 グローバル環境サービス　株式会社 松山市

令和2年2月17日 有限会社　リライ 松山市

令和2年2月26日 浜田電機鉄工　株式会社 西予市

令和2年3月19日 八幡浜商工会議所 八幡浜市

令和2年4月13日 有限会社　サンテック 今治市

令和2年6月15日 有限会社　キホク 松山市

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 松山市

令和2年9月4日 宇和島商工会議所 宇和島市

令和2年9月17日 共同計器　株式会社 新居浜市

令和2年9月23日 大洲商工会議所 大洲市

令和2年10月28日 株式会社　エルパティオ 松山市



宣言日 事業所名 所在地

令和3年2月28日現在

宣言事業所一覧

令和2年11月9日 城東開発　株式会社 松山市

令和2年12月15日 株式会社　中川自動車商会 松山市

令和3年2月8日 株式会社　丸之内そうご 宇和島市

平成31年1月30日 愛南町役場 南宇和郡

平成31年2月8日 宇和島市役所 宇和島市

公務

※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


