
機密性1

2022.8.25現在

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市港区 2300049 平成28年10月1日 九條運送　株式会社　名古屋営業所

名古屋市港区 2300104 平成28年10月1日 グランドトランスポート　有限会社

名古屋市港区 2300123 平成28年10月20日 株式会社　安達運輸

名古屋市港区 2300127 平成28年10月20日 株式会社　丸高運輸

名古屋市港区 2300255 平成28年12月5日 株式会社　３ＷＭ

名古屋市港区 2300273 平成28年12月5日 社会福祉法人　親和会　親愛保育園

名古屋市港区 2300312 平成28年12月6日 リサイクルテック・ジャパン株式会社

名古屋市港区 2300357 平成28年12月12日
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会愛知事務
所

名古屋市港区 2300501 平成28年12月27日 株式会社　シバサキ

名古屋市港区 2300512 平成29年1月10日 株式会社　ＭＩＭモデル

名古屋市港区 2300572 平成29年1月16日 愛知鋼業　株式会社

名古屋市港区 2300573 平成29年1月16日 株式会社　京名電工

名古屋市港区 2300605 平成29年1月20日 一般財団法人こども財団リーゴ正保保育園

名古屋市港区 2300812 平成29年2月22日 株式会社　南部企業

名古屋市港区 2300838 平成29年4月1日 栄タイヤ　株式会社

名古屋市港区 2301166 平成29年5月1日 東工　株式会社

名古屋市港区 2301211 平成29年5月9日 公益財団法人　名古屋食肉公社

名古屋市港区 2301397 平成29年7月18日 海津運輸　有限会社

名古屋市港区 2301452 平成29年7月24日 有限会社　旭テック

名古屋市港区 2301453 平成29年7月24日 シャッター本舗　株式会社

名古屋市港区 2301455 平成29年7月24日 株式会社　サンエネック

名古屋市港区 2301698 平成30年1月4日 コヅカテクノ　株式会社

名古屋市港区 2301768 平成30年4月1日 株式会社　アスラック

名古屋市港区 2301769 平成30年4月1日 株式会社　オーエヌトランス

名古屋市港区 2301865 平成30年4月19日 株式会社　ナリタ塗装

名古屋市港区 2302050 平成30年5月22日 日本港湾リース株式会社

名古屋市港区 2302085 平成30年5月31日 ラフテル　株式会社

健康宣言チャレンジ事業所一覧（名古屋）
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市港区 2302117 平成30年6月5日 株式会社　ナゴヤマリンサ―ビス

名古屋市港区 2302347 平成30年7月30日 オーアンドケイ　有限会社

名古屋市港区 2302398 平成30年8月29日 株式会社　トーマ東海

名古屋市港区 2302427 平成30年9月12日 サハシ特殊鋼　株式会社

名古屋市港区 2302501 平成30年9月27日 株式会社　西村製作所

名古屋市港区 2302559 平成30年10月11日 山利興業　有限会社

名古屋市港区 2302573 平成30年10月17日 株式会社　テクノモリモト

名古屋市港区 2302617 平成30年10月30日 エヤコンサ―ビス　株式会社

名古屋市港区 2302693 平成30年11月21日 中京ライナー　株式会社

名古屋市港区 2302703 平成30年11月26日 愛伸興業　株式会社

名古屋市港区 2302730 平成30年12月17日 株式会社　アオヤギ

名古屋市港区 2302842 平成31年1月31日 富士　株式会社

名古屋市港区 2302959 平成31年3月14日 有限会社　吉田新聞店

名古屋市港区 2303037 平成31年4月25日 吉田工機　株式会社

名古屋市港区 2303075 令和1年5月8日 柏菱エンジニアリング　株式会社

名古屋市港区 2303083 令和1年5月8日 社会福祉法人　華陽会

名古屋市港区 2303277 令和1年7月4日 株式会社　ティーズコンシェル

名古屋市港区 2303321 令和1年7月11日 有限会社　ブライトオート

名古屋市港区 2303410 令和1年7月31日 株式会社ＬｉｆｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ

名古屋市港区 2303418 令和1年8月8日 株式会社　奥村自動車

名古屋市港区 2303470 令和1年8月22日 有限会社　ホウリン

名古屋市港区 2303568 令和1年9月19日 株式会社　小島組

名古屋市港区 2303569 令和1年9月19日 株式会社　名港フラワーブリッジ

名古屋市港区 2303632 令和1年10月3日 株式会社　東邦モータース

名古屋市港区 2303727 令和1年10月30日 株式会社　タナテックス

名古屋市港区 2303745 令和1年11月11日 株式会社　武田コーポレーション

名古屋市港区 2303807 令和2年1月23日 名宝陸運　有限会社

名古屋市港区 2303915 令和2年3月2日 サンテツ 運輸 　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市港区 2303959 令和2年3月13日 株式会社　ＨＡＹＡＳＥ

名古屋市港区 2303960 令和2年3月13日 株式会社　ライフワン

名古屋市港区 2304142 令和2年5月8日 ＯＦＦＩＣＥ　ＯＳＡＷＡ　合同会社

名古屋市港区 2304232 令和2年8月6日 ＣＲＯＳＳ’ｅ　合同会社

名古屋市港区 2304351 令和2年10月15日 株式会社　大晋

名古屋市港区 2304401 令和2年11月5日 株式会社　アイエヌティー

名古屋市港区 2304479 令和2年12月3日 合同会社　Ｋ＆ＡＣ

名古屋市港区 2304480 令和2年12月3日 株式会社　ディアーズカンパニー

名古屋市港区 2304481 令和2年12月3日 株式会社　サン・ディアーズ

名古屋市港区 2304492 令和2年12月3日 有限会社　南陽運送

名古屋市港区 2304530 令和3年1月28日 エンパイアホールディングス　株式会社

名古屋市港区 2304679 令和3年5月6日 港西 鉄工 　有限会社

名古屋市港区 2304761 令和3年6月10日 株式会社　Ｃ－ＵＮＩＴ　ＳＱＵＡＲＥ

名古屋市港区 2304797 令和3年6月24日 渡辺精密工業　株式会社

名古屋市港区 2304857 令和3年7月8日 サンワネクサス　株式会社

名古屋市港区 2304870 令和3年7月8日

名古屋市港区 2304891 令和3年7月8日 株式会社　共栄

名古屋市港区 2304977 令和3年7月29日 株式会社　第一名誠

名古屋市港区 2304978 令和3年8月5日 有限会社　西川製作所

名古屋市港区 2305017 令和3年8月12日 株式会社　伊藤建設工業

名古屋市港区 2305019 令和3年8月12日 港友運輸　株式会社

名古屋市港区 2305020 令和3年8月12日 東海タンカ―　株式会社

名古屋市港区 2305028 令和3年8月12日 有限会社　増田木工所

名古屋市港区 2305029 令和3年8月12日 株式会社　桂商会

名古屋市港区 2305061 令和3年8月19日 株式会社　カト―鋸

名古屋市港区 2305062 令和3年8月19日 鵜飼鋼材販売　株式会社

名古屋市港区 2305111 令和3年8月26日 大西運輸　株式会社

名古屋市港区 2305121 令和3年9月2日 犬飼建設　株式会社
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名古屋市港区 2305167 令和3年9月9日 今村工業　株式会社

名古屋市港区 2305192 令和3年9月16日 丸正電機工業　株式会社

名古屋市港区 2305378 令和3年9月24日 アクア　株式会社

名古屋市港区 2305513 令和3年9月30日 エスシー技建　株式会社

名古屋市港区 2305729 令和3年10月28日 株式会社　空見スチールサービス

名古屋市港区 2305779 令和3年10月29日 株式会社　カノークス建材

名古屋市港区 2305799 令和3年10月29日 有限会社　名港空気工業所

名古屋市港区 2305830 令和3年11月11日 株式会社　磯部工業

名古屋市港区 2305856 令和3年11月11日 江場酸素工業　株式会社

名古屋市港区 2305862 令和3年11月18日 三和重機　有限会社

名古屋市港区 2305933 令和3年11月25日 どうぶつ検査センター　株式会社

名古屋市港区 2305948 令和3年12月2日 昭和金属　株式会社

名古屋市港区 2305976 令和3年12月2日 大同トレーディング　株式会社

名古屋市港区 2306059 令和3年12月9日 株式会社　知多リサイクル

名古屋市港区 2306076 令和3年12月9日 有限会社　テクノサービス

名古屋市港区 2306228 令和4年2月3日 株式会社　ラディスト

名古屋市港区 2306362 令和4年3月17日 株式会社　アステツ建設

名古屋市港区 2306373 令和4年3月17日 株式会社　カメダ

名古屋市港区 2306466 令和4年3月31日 小掠特殊鋼　株式会社

名古屋市港区 2306508 令和4年4月7日 株式会社　カトウ自動車

名古屋市港区 2306542 令和4年4月21日 有限会社　武村工業

名古屋市港区 2306573 令和4年4月28日 有限会社　ジェット

名古屋市港区 2306663 令和4年5月19日 知多港運　株式会社

名古屋市港区 2306859 令和4年6月30日 前田バルブ工業　株式会社

名古屋市港区 2306877 令和4年6月30日 株式会社　オールコネクト

名古屋市港区 2306902 令和4年7月7日 名阪運輸　株式会社

名古屋市港区 2307021 令和4年8月12日 株式会社　ＨＯＫＵＳＨＩＮ

名古屋市守山区 2300186 平成28年11月30日 二葉産業　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市守山区 2300212 平成28年11月30日 株式会社　玉越

名古屋市守山区 2300223 平成28年11月30日 株式会社　ハルス

名古屋市守山区 2300326 平成28年12月7日 株式会社　ライフケアみおつくし

名古屋市守山区 2300370 平成28年12月12日 株式会社　サングリーン

名古屋市守山区 2300483 平成28年12月27日 株式会社　丹羽由運送

名古屋市守山区 2300484 平成28年12月27日 株式会社　丹羽由

名古屋市守山区 2300489 平成28年12月27日 株式会社　ブライトリンク

名古屋市守山区 2300506 平成28年12月27日 合資会社守山サービスステェーション

名古屋市守山区 2300840 平成29年4月1日 エグチホールディングス　株式会社

名古屋市守山区 2300952 平成29年4月26日 株式会社　愛研

名古屋市守山区 2300990 平成29年4月26日 株式会社　マルケイ

名古屋市守山区 2301033 平成29年4月27日 萬寿食品　株式会社

名古屋市守山区 2301091 平成29年4月27日 株式会社　坂口製作所

名古屋市守山区 2301128 平成29年5月1日 有限会社　桐島組

名古屋市守山区 2301137 平成29年5月1日 株式会社　ケンショー

名古屋市守山区 2301183 平成29年5月9日 桂化学工業　株式会社

名古屋市守山区 2301239 平成29年5月9日 株式会社　メイラク

名古屋市守山区 2301429 平成29年7月18日 株式会社　リフトニーズ

名古屋市守山区 2301458 平成29年7月24日 社会福祉法人　慈尊会ひなた保育園

名古屋市守山区 2301482 平成29年7月24日 株式会社　光明

名古屋市守山区 2301491 平成29年7月31日 一般社団法人障害者地域生活支援会

名古屋市守山区 2301508 平成29年7月31日 フルタ工業　株式会社

名古屋市守山区 2301511 平成29年7月31日 ユーアイ精機　株式会社

名古屋市守山区 2301552 平成29年8月7日 株式会社　加藤組

名古屋市守山区 2301622 平成29年10月2日 株式会社　サガミホールディングス

名古屋市守山区 2301646 平成29年11月14日 株式会社　小澤製作所

名古屋市守山区 2301653 平成29年11月14日 株式会社　アルドテクニクス

名古屋市守山区 2301674 平成29年11月30日 有限会社　ニィックス



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市守山区 2301761 平成30年4月1日 大同至高　株式会社

名古屋市守山区 2301902 平成30年4月19日 株式会社　メディ・ケア

名古屋市守山区 2302042 平成30年5月22日 エヌ・エス　株式会社

名古屋市守山区 2302072 平成30年5月31日 株式会社　秀栄

名古屋市守山区 2302090 平成30年6月5日 ＧＲＯＷＴＨ　株式会社

名古屋市守山区 2302165 平成30年6月19日 星山興業　株式会社

名古屋市守山区 2302188 平成30年6月27日 株式会社　ナカシロ

名古屋市守山区 2302205 平成30年6月27日 株式会社　マルモ運輸

名古屋市守山区 2302459 平成30年9月26日 株式会社　Ｅｙｅｃｏｎ

名古屋市守山区 2302629 平成30年11月8日 フィールド　株式会社

名古屋市守山区 2303061 平成31年4月25日 株式会社　プリンター

名古屋市守山区 2303126 令和1年5月23日 株式会社　インターライズ

名古屋市守山区 2303132 令和1年5月23日 株式会社　春水園

名古屋市守山区 2303175 令和1年6月6日 水谷厚子税理士事務所

名古屋市守山区 2303238 令和1年6月27日 株式会社　オフィス・アイ

名古屋市守山区 2303244 令和1年6月27日 有限会社　にこにこ造園

名古屋市守山区 2303278 令和1年7月4日 興濃運輸　有限会社

名古屋市守山区 2303348 令和1年7月18日 株式会社　スズキ名古屋

名古屋市守山区 2303392 令和1年7月31日 株式会社　ギブニック 豊明

名古屋市守山区 2303393 令和1年7月31日 名東自動車　株式会社

名古屋市守山区 2303417 令和1年8月8日 有限会社　カードック大曽根

名古屋市守山区 2303424 令和1年8月8日 大喜　有限会社

名古屋市守山区 2303460 令和1年8月15日 株式会社　ハーツ

名古屋市守山区 2303508 令和1年9月5日 有限会社　トーカイ保険企画

名古屋市守山区 2303561 令和1年9月19日 ゼット工業　株式会社

名古屋市守山区 2303585 令和1年9月27日 日生産業　株式会社

名古屋市守山区 2303637 令和1年10月10日 株式会社　加藤鈑金整備

名古屋市守山区 2303684 令和1年10月17日 株式会社　輪華
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名古屋市守山区 2303774 令和1年12月12日 ライオン交通　株式会社

名古屋市守山区 2304106 令和2年4月23日
株式会社　テリア　動物医療センターもりやま犬と
猫の病院

名古屋市守山区 2304125 令和2年4月23日 株式会社　山翔

名古屋市守山区 2304177 令和2年6月25日 トライエンジニアリング　株式会社

名古屋市守山区 2304234 令和2年8月6日 株式会社　オータカ流通

名古屋市守山区 2304279 令和2年9月3日 有限会社　アスクル

名古屋市守山区 2304346 令和2年10月8日 名陸流通　株式会社

名古屋市守山区 2304352 令和2年10月15日 フジ建設　株式会社

名古屋市守山区 2304411 令和2年11月5日 株式会社　ホンダカーズ東尾張

名古屋市守山区 2304449 令和2年11月19日 高山産業運輸　株式会社

名古屋市守山区 2304457 令和2年11月19日 株式会社　熊谷電設

名古屋市守山区 2304458 令和2年11月19日 株式会社　立建

名古屋市守山区 2304522 令和3年1月21日 株式会社　早川トムソン

名古屋市守山区 2304575 令和3年3月25日 有限会社　後藤縫製

名古屋市守山区 2304614 令和3年4月22日 株式会社　ボーマーインターナショナル

名古屋市守山区 2304660 令和3年5月6日 ロングウッドスポーツ　株式会社

名古屋市守山区 2304710 令和3年5月20日 有限会社　山忠運輸

名古屋市守山区 2304736 令和3年5月27日 若杉鋼材　株式会社

名古屋市守山区 2304829 令和3年7月1日 住宅型有料老人ホーム　緑

名古屋市守山区 2304899 令和3年7月15日 有限会社　イトウ電設

名古屋市守山区 2305025 令和3年8月12日 株式会社　五州建設

名古屋市守山区 2305066 令和3年8月19日 ロコウェイホールディングス　株式会社

名古屋市守山区 2305069 令和3年8月19日 日本ロジスト　株式会社

名古屋市守山区 2305165 令和3年9月9日 株式会社　フロイデ

名古屋市守山区 2305371 令和3年9月24日 株式会社　Ｍ・Ｍ・Ｃ

名古屋市守山区 2305372 令和3年9月24日 株式会社　大嶽設備

名古屋市守山区 2305382 令和3年9月24日 株式会社　セイシングランドワーク

名古屋市守山区 2305432 令和3年9月24日 有限会社　Ｋ･Ｔ･Ｐ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市守山区 2305448 令和3年9月24日 株式会社　Ｄ．Ｄ．Ｊ

名古屋市守山区 2305468 令和3年9月30日 丸正精工　株式会社

名古屋市守山区 2305476 令和3年9月30日 株式会社　レ・ヴァン

名古屋市守山区 2305504 令和3年9月30日 株式会社　東都建設機器サービス

名古屋市守山区 2305505 令和3年9月30日 株式会社　ミュー

名古屋市守山区 2305506 令和3年9月30日 株式会社　護ＭＡＭＯＲＵ

名古屋市守山区 2305507 令和3年9月30日 エースエンジ　株式会社

名古屋市守山区 2305508 令和3年9月30日 株式会社　タクティー

名古屋市守山区 2305528 令和3年10月7日 中京ストレージ　株式会社

名古屋市守山区 2305550 令和3年10月7日 株式会社　ウエダ

名古屋市守山区 2305552 令和3年10月7日 株式会社　エリアリカ

名古屋市守山区 2305574 令和3年10月14日 株式会社　青電社

名古屋市守山区 2305591 令和3年10月14日 敷島産業　株式会社

名古屋市守山区 2305599 令和3年10月14日 粋商事　株式会社

名古屋市守山区 2305607 令和3年10月14日 株式会社　ぐりーんらいふＰＡＬ

名古屋市守山区 2305626 令和3年10月14日 有限会社　猪高研磨工業所

名古屋市守山区 2305649 令和3年10月21日 株式会社　富士

名古屋市守山区 2305697 令和3年10月21日 株式会社　センチュリー･ガード

名古屋市守山区 2305718 令和3年10月21日 株式会社　信和産業

名古屋市守山区 2305746 令和3年10月28日 株式会社　中部オオタ工業

名古屋市守山区 2305795 令和3年10月29日 フジ　電計装　株式会社

名古屋市守山区 2305811 令和3年10月29日 株式会社　ケンシン

名古屋市守山区 2305870 令和3年11月18日 株式会社　オオツカ

名古屋市守山区 2305873 令和3年11月18日 株式会社　東海ビルテック

名古屋市守山区 2305874 令和3年11月18日 株式会社　ＤＤＣ

名古屋市守山区 2305887 令和3年11月18日 株式会社　ワット

名古屋市守山区 2305912 令和3年11月18日 株式会社　ＺＥＮＺＩＮ

名古屋市守山区 2305968 令和3年12月2日 株式会社　オカベカミコン



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市守山区 2306000 令和3年12月2日 大森電機　株式会社

名古屋市守山区 2306032 令和3年12月2日 株式会社　協立造園技研

名古屋市守山区 2306067 令和3年12月9日 株式会社　プラスシード

名古屋市守山区 2306113 令和3年12月23日 株式会社　ＹＯＲＯＺＵ

名古屋市守山区 2306226 令和4年2月3日 エーイーシー　株式会社

名古屋市守山区 2306413 令和4年3月24日 株式会社　ミノルトレイド

名古屋市守山区 2306445 令和4年3月31日 有限会社　エムケイ商会

名古屋市守山区 2306583 令和4年4月28日 株式会社　岩田製作所

名古屋市守山区 2306605 令和4年5月12日 親和精機　株式会社

名古屋市守山区 2306667 令和4年5月19日 有限会社　名和スクリーン

名古屋市守山区 2306679 令和4年5月26日 株式会社　ｍｅｔｅｃо

名古屋市守山区 2306687 令和4年5月26日 有限会社　サフィックス

名古屋市守山区 2306716 令和4年5月26日 株式会社　三鈴電気商会

名古屋市守山区 2306719 令和4年5月26日 有限会社　中部ケアマネジメントサービス

名古屋市守山区 2306827 令和4年6月16日 有限会社　ケー･エス･ピー

名古屋市守山区 2306944 令和4年7月28日 有限会社　ヤマダ紙器製作所

名古屋市守山区 2306949 令和4年7月28日 有限会社　丸山左官

名古屋市昭和区 2300051 平成28年10月1日 株式会社　エム・イー・テクノロジー

名古屋市昭和区 2300154 平成28年11月1日 株式会社　ヘルスケアシステムズ

名古屋市昭和区 2300260 平成28年12月5日 株式会社　ストーン

名古屋市昭和区 2300521 平成29年1月10日 社会保険労務士法人　びいずろうむ

名古屋市昭和区 2300820 平成29年2月28日 有限会社平成ペットライフサポート

名古屋市昭和区 2300877 平成29年4月19日 名古屋緑地建設　株式会社

名古屋市昭和区 2300939 平成29年4月21日 クマガイ工業名古屋　株式会社

名古屋市昭和区 2300983 平成29年4月26日 株式会社　ナカシマ

名古屋市昭和区 2301344 平成29年7月7日 光洋マテリカ　株式会社

名古屋市昭和区 2301520 平成29年7月31日 加藤建設　株式会社

名古屋市昭和区 2301564 平成29年8月18日 株式会社　アゲイン



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市昭和区 2301595 平成29年9月4日 イー・バレイ　株式会社

名古屋市昭和区 2301621 平成29年10月2日 株式会社　第一塗装店

名古屋市昭和区 2301690 平成29年12月20日 平出デンソー部　株式会社

名古屋市昭和区 2301767 平成30年4月1日 株式会社　リブライト

名古屋市昭和区 2301770 平成30年4月1日 株式会社　サン通信機器

名古屋市昭和区 2301922 平成30年4月26日 株式会社　サンワ

名古屋市昭和区 2301999 平成30年5月16日 株式会社　澤田建築事務所

名古屋市昭和区 2302291 平成30年7月10日 合同会社　リヴァイア

名古屋市昭和区 2302556 平成30年10月11日 株式会社　川瀬電気工業所

名古屋市昭和区 2302619 平成30年10月30日 株式会社　フォレスト

名古屋市昭和区 2302657 平成30年11月8日 中部復建　株式会社

名古屋市昭和区 2302743 平成30年12月17日 竹田印刷　株式会社

名古屋市昭和区 2302864 平成31年2月7日 孟鋼鉄　株式会社

名古屋市昭和区 2303214 令和1年6月20日 株式会社　サイトー

名古屋市昭和区 2303239 令和1年6月27日 株式会社　サンオフィス

名古屋市昭和区 2303264 令和1年7月4日 社会福祉法人　名古屋ライトハウス

名古屋市昭和区 2303330 令和1年7月18日 有限会社　ＡＯΙ保険事務所

名古屋市昭和区 2303414 令和1年7月31日 グランド石油　株式会社

名古屋市昭和区 2303587 令和1年9月27日 医療法人　陽明会

名古屋市昭和区 2303588 令和1年9月27日 株式会社　メッドインフォマティクス

名古屋市昭和区 2303589 令和1年9月27日 高齢社会街づくり研究所　株式会社

名古屋市昭和区 2303590 令和1年9月27日 株式会社　ヘルスケアイノベーション

名古屋市昭和区 2303597 令和1年9月27日 医療法人社団　健翔会

名古屋市昭和区 2303618 令和1年10月3日 有限会社　サンリツ

名古屋市昭和区 2303700 令和1年10月24日 株式会社　昭和

名古屋市昭和区 2303706 令和1年10月24日 株式会社　映像畑

名古屋市昭和区 2303719 令和1年10月30日 中部電子システム　株式会社

名古屋市昭和区 2303750 令和1年11月15日 安藤　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市昭和区 2303756 令和1年11月22日 広商ＮＥＸＵＳ　株式会社

名古屋市昭和区 2303865 令和2年2月14日 児童養護施設　南山寮

名古屋市昭和区 2303866 令和2年2月14日 幼保連携型認定こども園南山ルンビニー園

名古屋市昭和区 2303867 令和2年2月14日 特別養護老人ホーム南山の郷

名古屋市昭和区 2303868 令和2年2月14日 南山の郷デイサービスセンター

名古屋市昭和区 2303869 令和2年2月14日 ケアハウス南山の郷

名古屋市昭和区 2303870 令和2年2月14日 認知症ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑみなみやま

名古屋市昭和区 2303914 令和2年3月2日 株式会社　ミユキ商会

名古屋市昭和区 2304206 令和2年7月27日 株式会社　イワタ

名古屋市昭和区 2304295 令和2年9月10日 株式会社　エアスト

名古屋市昭和区 2304404 令和2年11月5日 株式会社　近藤研究所

名古屋市昭和区 2304477 令和2年12月3日 株式会社　ポスティング・サービス

名古屋市昭和区 2304674 令和3年5月6日 株式会社　永和商事

名古屋市昭和区 2304698 令和3年5月13日 株式会社　西田葬儀社

名古屋市昭和区 2304762 令和3年6月10日 株式会社　石川マテリアル

名古屋市昭和区 2304966 令和3年7月29日 株式会社　豊誠建設

名古屋市昭和区 2304973 令和3年7月29日 日本パーツ機器　株式会社

名古屋市昭和区 2304991 令和3年8月5日 名古屋理研電具　株式会社

名古屋市昭和区 2305037 令和3年8月19日 株式会社　太田電工社

名古屋市昭和区 2305321 令和3年9月16日 株式会社　オフィス・ファーロ

名古屋市昭和区 2305325 令和3年9月16日 三己建設　株式会社

名古屋市昭和区 2305404 令和3年9月24日 株式会社　電子のゴトー

名古屋市昭和区 2305410 令和3年9月24日 株式会社　恭臣

名古屋市昭和区 2305411 令和3年9月24日 有限会社　フォルマント･テック

名古屋市昭和区 2305420 令和3年9月24日 株式会社　マイセルフ

名古屋市昭和区 2305463 令和3年9月30日 株式会社　サカエコーポ

名古屋市昭和区 2305495 令和3年9月30日 有限会社　井上電設

名古屋市昭和区 2305531 令和3年10月7日 株式会社　ニシカワ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市昭和区 2305537 令和3年10月7日 株式会社　イー・アール・エス

名古屋市昭和区 2305538 令和3年10月7日 株式会社　イハラ合成

名古屋市昭和区 2305541 令和3年10月7日 株式会社　石黒製作所

名古屋市昭和区 2305553 令和3年10月7日 株式会社　杉原商店

名古屋市昭和区 2305712 令和3年10月21日 株式会社　トータルケアサポート誉

名古屋市昭和区 2305775 令和3年10月28日 電子システム　株式会社

名古屋市昭和区 2305831 令和3年11月11日 株式会社　ソルナ

名古屋市昭和区 2305877 令和3年11月18日 有限会社　トミー

名古屋市昭和区 2305881 令和3年11月18日 名東電気工事　株式会社

名古屋市昭和区 2305894 令和3年11月18日 株式会社　川上キカイ

名古屋市昭和区 2306023 令和3年12月2日 株式会社　栄住建設

名古屋市昭和区 2306240 令和4年2月3日 有限会社　山都屋

名古屋市昭和区 2306242 令和4年2月3日 池内ベルト商工　株式会社

名古屋市昭和区 2306287 令和4年2月24日 美ツ冨士自動車工業　株式会社

名古屋市昭和区 2306534 令和4年4月21日 合同会社　Ｃ７

名古屋市昭和区 2306615 令和4年5月12日 有限会社　ダンケ設備

名古屋市昭和区 2306636 令和4年5月19日 税理士法人　後藤会計事務所

名古屋市昭和区 2306637 令和4年5月19日 株式会社　東洋精工

名古屋市昭和区 2306697 令和4年5月26日 株式会社　ＮＵＫコーポレーション

名古屋市昭和区 2306733 令和4年6月2日 株式会社　Ｊマテリアル

名古屋市昭和区 2306735 令和4年6月2日 株式会社　ツーライド

名古屋市昭和区 2306784 令和4年6月9日 株式会社　ＡＰＯＬＬＯ１１

名古屋市昭和区 2306788 令和4年6月9日 有限会社　アスマ

名古屋市昭和区 2306954 令和4年8月4日 株式会社　光和

名古屋市昭和区 2306987 令和4年8月4日 瀧上建設興業　株式会社

名古屋市昭和区 2306994 令和4年8月12日 株式会社　豊和

名古屋市昭和区 2307046 令和4年8月18日 曽我建設　株式会社

名古屋市昭和区 2307056 令和4年8月25日 ＳＴＡＲＴ　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市瑞穂区 2300035 平成28年10月1日 エヌジーケイ・キルンテック株式会社

名古屋市瑞穂区 2300163 平成28年11月24日 公益財団法人　服部国際奨学財団

名古屋市瑞穂区 2300171 平成28年11月24日 株式会社　藤金工務店

名古屋市瑞穂区 2300192 平成28年11月30日 オバナヤ　セメンテックス株式会社

名古屋市瑞穂区 2300461 平成28年12月27日 株式会社　トヨトミ

名古屋市瑞穂区 2300474 平成28年12月27日 株式会社　飯島産業

名古屋市瑞穂区 2300799 平成29年2月8日 株式会社　永楽堂

名古屋市瑞穂区 2300916 平成29年4月21日 株式会社　中部ＥＥＮ

名古屋市瑞穂区 2300942 平成29年4月21日 安立鋼業　株式会社

名古屋市瑞穂区 2301011 平成29年4月26日 株式会社　フォースター

名古屋市瑞穂区 2301097 平成29年5月1日 医療法人　成田外科

名古屋市瑞穂区 2301115 平成29年5月1日 株式会社　アドプランナー

名古屋市瑞穂区 2301322 平成29年6月8日 医療法人　笑顔会

名古屋市瑞穂区 2301419 平成29年7月18日 株式会社　名古屋機器

名古屋市瑞穂区 2301474 平成29年7月24日 株式会社　みずほ不動産販売

名古屋市瑞穂区 2301493 平成29年7月31日 株式会社　三陽

名古屋市瑞穂区 2301580 平成29年8月18日 株式会社　城南警備保障

名古屋市瑞穂区 2301687 平成29年12月13日 株式会社　ＶＪ

名古屋市瑞穂区 2301857 平成30年4月13日 株式会社　ＦＵＴＵＲＯ

名古屋市瑞穂区 2301976 平成30年5月2日 株式会社　ケイ・エスプリ

名古屋市瑞穂区 2302034 平成30年5月22日 株式会社　ＹＲＳ

名古屋市瑞穂区 2302702 平成30年11月26日 有限会社　パール金属

名古屋市瑞穂区 2302781 平成30年12月20日 壽工業　株式会社

名古屋市瑞穂区 2303100 令和1年5月16日 伊藤信産業　株式会社

名古屋市瑞穂区 2303412 令和1年7月31日 株式会社　佐藤自動車工場

名古屋市瑞穂区 2303440 令和1年8月8日 合同会社　ラビッツ

名古屋市瑞穂区 2303574 令和1年9月19日 株式会社　ユノ

名古屋市瑞穂区 2303584 令和1年9月27日 太陽電化工業　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市瑞穂区 2303633 令和1年10月3日 株式会社　北川組

名古屋市瑞穂区 2303987 令和2年3月13日 ヌースヘア　株式会社

名古屋市瑞穂区 2304137 令和2年4月30日 戸松冶金　株式会社

名古屋市瑞穂区 2304146 令和2年5月14日 三和商事　株式会社

名古屋市瑞穂区 2304151 令和2年5月21日 株式会社　サンエース

名古屋市瑞穂区 2304160 令和2年6月4日 有限会社　片岡保険事務所

名古屋市瑞穂区 2304309 令和2年9月17日 有限会社　ＫＡＴＯＫＵ

名古屋市瑞穂区 2304609 令和3年4月15日 株式会社　アルファプランニング

名古屋市瑞穂区 2304671 令和3年5月6日 瑞陵スチ―ル　株式会社

名古屋市瑞穂区 2304707 令和3年5月20日 豊臣ソフト開発　株式会社

名古屋市瑞穂区 2304846 令和3年7月1日 若葉自動車　株式会社

名古屋市瑞穂区 2304860 令和3年7月8日 敬愛　有限会社　瑞穂ケアセンターあお空

名古屋市瑞穂区 2305106 令和3年8月26日 株式会社　メドイット

名古屋市瑞穂区 2305162 令和3年9月9日 株式会社　エムシーセンター

名古屋市瑞穂区 2305332 令和3年9月16日 株式会社　ラムセス

名古屋市瑞穂区 2305361 令和3年9月16日 株式会社　ＴＥＣ名古屋

名古屋市瑞穂区 2305452 令和3年9月24日 株式会社　フジコー

名古屋市瑞穂区 2305453 令和3年9月24日 三栄美容　株式会社

名古屋市瑞穂区 2305484 令和3年9月30日 ツール・ワン　株式会社

名古屋市瑞穂区 2305632 令和3年10月14日 株式会社　山内メッキ

名古屋市瑞穂区 2305736 令和3年10月28日 株式会社　グリーンプラス

名古屋市瑞穂区 2306160 令和4年1月13日 株式会社　ＨＣ．Ｈｏｍｅ’ｓ

名古屋市瑞穂区 2306335 令和4年3月10日 有限会社　トラッフル

名古屋市瑞穂区 2306392 令和4年3月17日 有限会社　すずむら

名古屋市瑞穂区 2306635 令和4年5月19日 有限会社　渡辺鍍金工業所

名古屋市瑞穂区 2306671 令和4年5月19日 株式会社　佐々木コーテイング

名古屋市瑞穂区 2306672 令和4年5月19日 株式会社　佐々木製作所

名古屋市瑞穂区 2306688 令和4年5月26日 株式会社　源商会



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市瑞穂区 2307051 令和4年8月25日 株式会社　ティーエムシー

名古屋市西区 2300022 平成28年10月1日 株式会社　平田塗装店

名古屋市西区 2300040 平成28年10月1日 株式会社　日新社

名古屋市西区 2300048 平成28年10月1日 松宮株式会社

名古屋市西区 2300105 平成28年10月1日 名西運輸　株式会社

名古屋市西区 2300113 平成28年10月1日 株式会社　冨士パーライト

名古屋市西区 2300175 平成28年11月25日 株式会社　シーアンドエス・コムズ

名古屋市西区 2300190 平成28年11月30日 三永株式会社

名古屋市西区 2300193 平成28年11月30日 株式会社　牛福久

名古屋市西区 2300197 平成28年11月30日 株式会社　レック

名古屋市西区 2300230 平成28年12月2日 カクダイ製菓株式会社

名古屋市西区 2300241 平成28年12月5日 株式会社　エフスリィー

名古屋市西区 2300242 平成28年12月5日 株式会社　寿美屋

名古屋市西区 2300246 平成28年12月5日 医療法人　恵愛会　小林病院

名古屋市西区 2300253 平成28年12月5日 中部土地調査株式会社

名古屋市西区 2300328 平成28年12月7日 社会福祉法人　エゼル福祉会

名古屋市西区 2300347 平成28年12月8日 社会福祉法人　よつ葉の会

名古屋市西区 2300355 平成28年12月8日 株式会社　エディット

名古屋市西区 2300459 平成28年12月27日 ユニオン電商株式会社

名古屋市西区 2300467 平成28年12月27日 プレミアム・フロンティア株式会社

名古屋市西区 2300478 平成28年12月27日 社会福祉法人　諏訪福祉会上小田井保育園

名古屋市西区 2300555 平成29年1月10日 株式会社　ディトムス

名古屋市西区 2300557 平成29年1月10日 株式会社　リバーブプランニング

名古屋市西区 2300563 平成29年1月16日 東陽機器販売株式会社

名古屋市西区 2300567 平成29年1月16日 有限会社　ギンガ

名古屋市西区 2300606 平成29年1月20日 一般財団法人こども財団リーゴ五才美保育園

名古屋市西区 2300608 平成29年1月20日 一般財団法人こども財団リーゴ上小田井保育園

名古屋市西区 2300639 平成29年1月20日 株式会社　大伸製作所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市西区 2300660 平成29年1月20日 スペースシステムズ　株式会社

名古屋市西区 2300679 平成29年1月20日 玄海工業株式会社

名古屋市西区 2300688 平成29年1月20日 社会福祉法人　長生福寿会

名古屋市西区 2300795 平成29年2月8日 株式会社　神田設計

名古屋市西区 2300825 平成29年3月8日 有限会社　コマダ設計室

名古屋市西区 2300972 平成29年4月26日 井上株式会社

名古屋市西区 2301025 平成29年4月26日 株式会社　名進

名古屋市西区 2301085 平成29年4月27日 ユニテック　株式会社

名古屋市西区 2301086 平成29年4月27日 岐阜工業株式会社

名古屋市西区 2301114 平成29年5月1日 株式会社　みどりや

名古屋市西区 2301138 平成29年5月1日 株式会社　永冨

名古屋市西区 2301169 平成29年5月1日 株式会社　大塚製作所

名古屋市西区 2301341 平成29年7月7日 キャリオ技研　株式会社

名古屋市西区 2301347 平成29年7月7日 有限会社　中央鉄工所

名古屋市西区 2301385 平成29年7月18日 大洋金網株式会社

名古屋市西区 2301410 平成29年7月18日 オオハシ産業株式会社

名古屋市西区 2301425 平成29年7月18日 江川電気工事　株式会社

名古屋市西区 2301485 平成29年7月24日 株式会社　長村商店

名古屋市西区 2301655 平成29年11月22日 株式会社　不二興産

名古屋市西区 2301706 平成30年1月18日 有限会社　長谷川組工業

名古屋市西区 2301743 平成30年2月15日 株式会社　飯田設計

名古屋市西区 2301744 平成30年2月15日 株式会社　中日エンジニアリング

名古屋市西区 2301747 平成30年2月15日 株式会社　ミッション

名古屋市西区 2301754 平成30年3月1日 安田印刷工業株式会社

名古屋市西区 2301820 平成30年4月4日 東海模型株式会社

名古屋市西区 2301909 平成30年4月26日 合同会社　ＳＳＣ

名古屋市西区 2301967 平成30年5月2日 株式会社　浅野商店

名古屋市西区 2302043 平成30年5月22日 株式会社　ＭＡＳＴＥＲ　ＰＩＥＣＥ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市西区 2302129 平成30年6月14日 日本配送運輸株式会社

名古屋市西区 2302236 平成30年7月5日 愛知県土地改良事業団体　連合会

名古屋市西区 2302336 平成30年7月24日 健康保険組合連合会　愛知連合会

名古屋市西区 2302440 平成30年9月13日 日東電設　株式会社

名古屋市西区 2302499 平成30年9月26日 株式会社　水野建設

名古屋市西区 2302514 平成30年10月1日 有限会社　和弘印刷

名古屋市西区 2302566 平成30年10月17日 株式会社　常磐建工

名古屋市西区 2302572 平成30年10月17日 株式会社　白菊

名古屋市西区 2302661 平成30年11月13日 光模型教材株式会社

名古屋市西区 2302688 平成30年11月21日 太美工芸株式会社

名古屋市西区 2302698 平成30年11月22日 株式会社　メニコンネクト

名古屋市西区 2302756 平成30年12月17日 古川電機製作株式会社

名古屋市西区 2302924 平成31年3月7日 アサヒ金属中部株式会社

名古屋市西区 2302946 平成31年3月13日 株式会社　Ｓｅｒｇｅ源’ｓ

名古屋市西区 2302996 平成31年4月8日 株式会社　ブラストワークス

名古屋市西区 2303078 令和1年5月8日 株式会社　シントー

名古屋市西区 2303110 令和1年5月16日 株式会社　ノダキ

名古屋市西区 2303115 令和1年5月23日 有限会社　三武塗装

名古屋市西区 2303120 令和1年5月23日 ＫＣＣ株式会社

名古屋市西区 2303170 令和1年6月6日 春日井製菓株式会社

名古屋市西区 2303276 令和1年7月4日 清田産業株式会社

名古屋市西区 2303297 令和1年7月4日 株式会社ﾆｭｰﾌﾚﾝﾄﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

名古屋市西区 2303346 令和1年7月18日 サクラエージェンシー　株式会社

名古屋市西区 2303358 令和1年7月18日 株式会社　ａｉｄｅｒ

名古屋市西区 2303369 令和1年7月25日 株式会社　マルワ興産

名古屋市西区 2303384 令和1年7月25日 株式会社　ムカイ

名古屋市西区 2303409 令和1年7月31日

名古屋市西区 2303436 令和1年8月8日 株式会社　アイワ外装



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市西区 2303490 令和1年8月29日 社会保険労務士法人　とうかい

名古屋市西区 2303504 令和1年9月5日 株式会社　エムパック

名古屋市西区 2303506 令和1年9月5日 ダイシン商事　株式会社

名古屋市西区 2303619 令和1年10月3日 東海重設株式会社

名古屋市西区 2303622 令和1年10月3日 朝明化工機　株式会社

名古屋市西区 2303658 令和1年10月10日 昭和企画株式会社

名古屋市西区 2303669 令和1年10月17日 株式会社　白菊保険事務所

名古屋市西区 2303673 令和1年10月17日 Ｈ＆Ｈ　株式会社

名古屋市西区 2303730 令和1年11月11日 株式会社　エイシンホケン事務所

名古屋市西区 2303735 令和1年11月11日 有限会社　麸柳商店

名古屋市西区 2303746 令和1年11月15日 株式会社　三鈴防災設備

名古屋市西区 2303835 令和2年1月30日 株式会社ピーアンドピーコーポレーション

名古屋市西区 2303856 令和2年2月6日 名古屋樹脂工業株式会社

名古屋市西区 2303957 令和2年3月13日 株式会社　ハーモニィ

名古屋市西区 2303974 令和2年3月13日 株式会社　ダイワプランニング

名古屋市西区 2303983 令和2年3月13日 株式会社　クリンテックサービス

名古屋市西区 2304248 令和2年8月13日 有限会社　国電機製作所

名古屋市西区 2304317 令和2年9月24日 株式会社　山本建材

名古屋市西区 2304386 令和2年10月29日 アルファフードスタッフ　株式会社

名古屋市西区 2304391 令和2年10月29日 株式会社　Ｌｉｌｌｙ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

名古屋市西区 2304437 令和2年11月19日 株式会社　マツザワ自動車

名古屋市西区 2304550 令和3年2月18日 ＡＬＳＯＫ愛知　株式会社

名古屋市西区 2304579 令和3年3月25日 オオサキメディカル　株式会社

名古屋市西区 2304617 令和3年4月22日 株式会社　バグトゥール

名古屋市西区 2304774 令和3年6月17日 中日電設株式会社

名古屋市西区 2304864 令和3年7月8日 ケアシステム　株式会社

名古屋市西区 2304958 令和3年7月29日 ナガイホールディングス　株式会社

名古屋市西区 2305093 令和3年8月26日 株式会社　ＡＰＥＸ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市西区 2305164 令和3年9月9日 株式会社　日本工建

名古屋市西区 2305203 令和3年9月16日 株式会社　山田事業所

名古屋市西区 2305218 令和3年9月16日 株式会社　バリュークリエイト

名古屋市西区 2305289 令和3年9月16日 株式会社　パル

名古屋市西区 2305461 令和3年9月30日 三友電子　株式会社

名古屋市西区 2305572 令和3年10月7日 株式会社　比良タイヤ工業所

名古屋市西区 2305579 令和3年10月14日 株式会社　ダイワテック

名古屋市西区 2305600 令和3年10月14日 倉内商工株式会社

名古屋市西区 2305752 令和3年10月28日 株式会社　アクティス

名古屋市西区 2305765 令和3年10月28日 株式会社　ノダキシーアンドシー

名古屋市西区 2305808 令和3年10月29日 株式会社　名栄社

名古屋市西区 2305822 令和3年11月1日 株式会社　ＩＨＮ

名古屋市西区 2306056 令和3年12月9日 ＭＡＲＵＪＯＵ　株式会社

名古屋市西区 2306083 令和3年12月9日 有限会社　西宝

名古屋市西区 2306121 令和3年12月23日 株式会社　アステム

名古屋市西区 2306376 令和4年3月17日 森川フードマシン株式会社

名古屋市西区 2306481 令和4年4月7日 名古屋市住宅供給公社

名古屋市西区 2306579 令和4年4月28日 ドリームスデザイン　株式会社

名古屋市西区 2306651 令和4年5月19日 藤間工業株式会社

名古屋市西区 2306696 令和4年5月26日 株式会社　松島建築

名古屋市西区 2306698 令和4年5月26日 ウエスト志の島　株式会社

名古屋市西区 2306710 令和4年5月26日 株式会社　一哲

名古屋市西区 2306711 令和4年5月26日 有限会社　石井製作所

名古屋市西区 2306753 令和4年6月2日 丸川製菓株式会社

名古屋市西区 2306816 令和4年6月16日 中央電機工事株式会社

名古屋市西区 2306880 令和4年6月30日 株式会社　ナゴヤグラビア

名古屋市西区 2306921 令和4年7月14日 株式会社　ロークス

名古屋市西区 2306984 令和4年8月4日 ワークライフ・エンカレッジ　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市西区 2307025 令和4年8月12日 株式会社　ＨＡＰＰＹ　ＪＯＩＮＴ

名古屋市西区 2307029 令和4年8月12日 株式会社　ファンタック

名古屋市西区 2307045 令和4年8月18日 株式会社　枇杷島技研

名古屋市西区 2307058 令和4年8月25日 株式会社　タム・タム

名古屋市西区 2307059 令和4年8月25日 株式会社　Ｒｅ．ＴＡＫＥ

名古屋市西区 2307067 令和4年8月25日 株式会社　都宣弘社

名古屋市千種区 2300021 平成28年10月1日 神田印刷工業　株式会社

名古屋市千種区 2300038 平成28年10月1日 株式会社　星が丘自動車学校

名古屋市千種区 2300130 平成28年10月20日 社会福祉法人　緑の丘福祉会どんぐり保育園

名古屋市千種区 2300358 平成28年12月12日 巴運輸　株式会社

名古屋市千種区 2300607 平成29年1月20日 一般財団法人こども財団リーゴ京命保育園

名古屋市千種区 2300654 平成29年1月20日 株式会社　サンスリー

名古屋市千種区 2300655 平成29年1月20日 株式会社　三洋販売

名古屋市千種区 2300669 平成29年1月20日 株式会社　瑞穂化成

名古屋市千種区 2300823 平成29年3月8日 有限会社　アニケア

名古屋市千種区 2300828 平成29年3月8日 株式会社　ドラッグスギヤマ

名古屋市千種区 2301089 平成29年4月27日 日本コミュニティ　株式会社

名古屋市千種区 2301165 平成29年5月1日 株式会社ライフスタイル・ウーマン

名古屋市千種区 2301179 平成29年5月9日 株式会社　金菱エンジニアリング

名古屋市千種区 2301180 平成29年5月9日 東海エンジニアリング　株式会社

名古屋市千種区 2301255 平成29年5月9日 公益財団法人名古屋市千種母子福祉協会

名古屋市千種区 2301277 平成29年5月15日 医療法人　ジーアイ会水野　宏　胃腸科内科

名古屋市千種区 2301329 平成29年6月14日 株式会社　交友社

名古屋市千種区 2301536 平成29年8月7日 ＫＥΝＳＨＩΝコンサルティング株式会社

名古屋市千種区 2301541 平成29年8月7日 株式会社　ディアイアール

名古屋市千種区 2301574 平成29年8月18日 株式会社　ｍ’ｓ　ｓｍｉｌｅ

名古屋市千種区 2301641 平成29年10月31日 ＴＳＵＹＯＭＩ　株式会社

名古屋市千種区 2301686 平成29年12月13日 株式会社　エクセレント



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市千種区 2301975 平成30年5月2日 株式会社　ちくさ正文館

名古屋市千種区 2302156 平成30年6月19日 株式会社　オリエント･サービス

名古屋市千種区 2302383 平成30年8月23日 株式会社　サワダエステート

名古屋市千種区 2302490 平成30年9月26日 みづのビル　有限会社

名古屋市千種区 2302935 平成31年3月7日 医療法人　順秀会

名古屋市千種区 2303076 令和1年5月8日 医療法人　オリエンタルクリニック

名古屋市千種区 2303077 令和1年5月8日 一般社団法人　オリエンタル労働衛生協会

名古屋市千種区 2303118 令和1年5月23日 合同会社　日野

名古屋市千種区 2303121 令和1年5月23日 株式会社　市基

名古屋市千種区 2303140 令和1年5月23日 石黒ベルト　株式会社

名古屋市千種区 2303208 令和1年6月20日 フジクリーン工業　株式会社

名古屋市千種区 2303550 令和1年9月12日 有限会社ザットインターナショナル

名古屋市千種区 2303583 令和1年9月27日 日響楽器　株式会社

名古屋市千種区 2303598 令和1年9月27日 株式会社　リハピネス

名古屋市千種区 2303705 令和1年10月24日 あいち交通　株式会社

名古屋市千種区 2303773 令和1年12月12日 伸和交通　株式会社

名古屋市千種区 2304067 令和2年4月9日 有限会社　大雄会計事務所

名古屋市千種区 2304120 令和2年4月23日 田澤物流　有限会社

名古屋市千種区 2304488 令和2年12月3日 株式会社　フォスター

名古屋市千種区 2304489 令和2年12月3日 株式会社　ドライバンク

名古屋市千種区 2304490 令和2年12月3日 株式会社　ジーエスコンサルティング

名古屋市千種区 2304491 令和2年12月3日 株式会社　デイジー

名古屋市千種区 2304694 令和3年5月13日 株式会社　清水工務店

名古屋市千種区 2304718 令和3年5月20日 株式会社　ＳＰＡＲＫＬＥ

名古屋市千種区 2304867 令和3年7月8日 株式会社　Ｃａｒｒｉｎｇ

名古屋市千種区 2304924 令和3年7月15日 株式会社　オーブ

名古屋市千種区 2305031 令和3年8月12日 一般社団法人　日本自由化事業協会

名古屋市千種区 2305088 令和3年8月26日 株式会社　パーク薬局



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市千種区 2305089 令和3年8月26日 有限会社　名工建装

名古屋市千種区 2305114 令和3年8月26日 株式会社　タケコシ

名古屋市千種区 2305140 令和3年9月9日 株式会社　フルカワエオス

名古屋市千種区 2305434 令和3年9月24日 シンコウメデイカル　株式会社

名古屋市千種区 2305435 令和3年9月24日 上野土木　株式会社

名古屋市千種区 2305436 令和3年9月24日 有限会社　エムズハート

名古屋市千種区 2305437 令和3年9月24日 栄新薬　株式会社

名古屋市千種区 2305510 令和3年9月30日 株式会社　加藤石材店

名古屋市千種区 2305511 令和3年9月30日 サノヤ食品　合同会社

名古屋市千種区 2305530 令和3年10月7日 中央瀝青工業　株式会社

名古屋市千種区 2305584 令和3年10月14日 昭和インターナショナル　株式会社

名古屋市千種区 2305603 令和3年10月14日 株式会社　ルルド

名古屋市千種区 2305624 令和3年10月14日 浅井産業　株式会社

名古屋市千種区 2305681 令和3年10月21日 伊勢屋金網工業　株式会社

名古屋市千種区 2305895 令和3年11月18日 株式会社　クオリティジャパン

名古屋市千種区 2306214 令和4年1月27日 株式会社　大忠工業

名古屋市千種区 2306303 令和4年2月24日 株式会社　小西製作所

名古屋市千種区 2306353 令和4年3月10日 Ｉｂｉｓ　株式会社

名古屋市千種区 2306395 令和4年3月17日 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ　合同会社

名古屋市千種区 2306403 令和4年3月24日 株式会社　イートクリエイト

名古屋市千種区 2306417 令和4年3月24日 株式会社　野々山ハウジング設備

名古屋市千種区 2306428 令和4年3月24日 株式会社　若尾綜合舞台

名古屋市千種区 2306431 令和4年3月31日 株式会社　Ｃ．Ｌ．Ｔ

名古屋市千種区 2306461 令和4年3月31日 有限会社　マルオト

名古屋市千種区 2306486 令和4年4月7日 株式会社　チャンスグループ

名古屋市千種区 2306492 令和4年4月7日 医療法人　優寿会

名古屋市千種区 2306585 令和4年4月28日 株式会社　オルサ

名古屋市千種区 2306586 令和4年4月28日 産交商事　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市千種区 2306608 令和4年5月12日 株式会社　ドットニュース

名古屋市千種区 2306610 令和4年5月12日 株式会社　星が丘モーターサービス

名古屋市千種区 2306611 令和4年5月12日 東山遊園　株式会社

名古屋市千種区 2306612 令和4年5月12日 株式会社　水野本社

名古屋市千種区 2306617 令和4年5月12日 株式会社　セサ・ジャパン

名古屋市千種区 2306789 令和4年6月9日 合同会社　ＭＳＪ

名古屋市千種区 2306837 令和4年6月23日 株式会社　スターシャル教育研究所

名古屋市千種区 2306940 令和4年7月28日 株式会社　水蔵

名古屋市千種区 2306942 令和4年7月28日 Ａｔｔｒｕｓ　株式会社

名古屋市千種区 2306951 令和4年7月28日 三神電機　株式会社

名古屋市千種区 2306963 令和4年8月4日 株式会社　ニーズ

名古屋市千種区 2306991 令和4年8月4日 協進　株式会社

名古屋市千種区 2307002 令和4年8月12日 有限会社　ヤママン

名古屋市千種区 2307008 令和4年8月12日 株式会社　グラックス・マツバラ

名古屋市千種区 2307049 令和4年8月25日

名古屋市中区 2300004 平成28年10月1日 特許業務法人　コスモス国際特許商標事務所

名古屋市中区 2300042 平成28年10月1日 国家公務員共済組合連合会　名城病院

名古屋市中区 2300071 平成28年10月1日 株式会社　オールハーツ・カンパニー

名古屋市中区 2300096 平成28年10月1日 株式会社　ＢＡＮＫＡＮわものや

名古屋市中区 2300103 平成28年10月1日 株式会社　ケイデン

名古屋市中区 2300140 平成28年10月20日 株式会社　美珠

名古屋市中区 2300144 平成28年10月20日 株式会社　ティーファスパートナーズ

名古屋市中区 2300185 平成28年11月30日 鈴中工業　株式会社

名古屋市中区 2300189 平成28年11月30日 株式会社　丸大

名古屋市中区 2300209 平成28年11月30日 株式会社　ピーエム

名古屋市中区 2300232 平成28年12月2日 大有建設　株式会社

名古屋市中区 2300258 平成28年12月5日 福田商事　株式会社

名古屋市中区 2300282 平成28年12月6日 株式会社　丸小本店



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2300290 平成28年12月6日 株式会社　イアス

名古屋市中区 2300291 平成28年12月6日 宇部生コンクリ―ト　株式会社

名古屋市中区 2300301 平成28年12月6日 株式会社　ウエルオン

名古屋市中区 2300302 平成28年12月6日 古庄電機産業株式会社

名古屋市中区 2300304 平成28年12月6日 株式会社　さくら警備保障

名古屋市中区 2300318 平成28年12月7日 株式会社　ＨＳＫＡＩ

名古屋市中区 2300334 平成28年12月7日 株式会社　テレビシティ

名古屋市中区 2300340 平成28年12月8日 三愛物産　株式会社

名古屋市中区 2300342 平成28年12月8日 スクエアプランニング　株式会社

名古屋市中区 2300356 平成28年12月12日 株式会社　ジャステック

名古屋市中区 2300362 平成28年12月12日 澤政興業　株式会社

名古屋市中区 2300364 平成28年12月12日 有限会社　菜花

名古屋市中区 2300368 平成28年12月12日 税理士法人　Βｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

名古屋市中区 2300371 平成28年12月12日 株式会社流行発信ホールディングス

名古屋市中区 2300372 平成28年12月12日 株式会社　流行発信

名古屋市中区 2300373 平成28年12月12日 株式会社　名古屋リビング新聞社

名古屋市中区 2300374 平成28年12月12日 株式会社　ＪＴＮ

名古屋市中区 2300394 平成28年12月12日 中日建設株式会社

名古屋市中区 2300403 平成28年12月19日 株式会社　ミニクリーン中部

名古屋市中区 2300417 平成28年12月19日 サカエチカマチ　株式会社

名古屋市中区 2300426 平成28年12月19日 富士ビジネス･マシンズ 株式会社

名古屋市中区 2300435 平成28年12月19日 株式会社　東電

名古屋市中区 2300444 平成28年12月19日 株式会社　エクセン

名古屋市中区 2300470 平成28年12月27日 株式会社岡田パテントサービス

名古屋市中区 2300499 平成28年12月27日 千代田電材　株式会社

名古屋市中区 2300507 平成28年12月27日 株式会社　ヨコイ

名古屋市中区 2300514 平成29年1月10日 株式会社　Μｉｗａ

名古屋市中区 2300518 平成29年1月10日



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2300552 平成29年1月10日 株式会社　トリオ

名古屋市中区 2300560 平成29年1月16日 株式会社　リフテ

名古屋市中区 2300603 平成29年1月20日 一般財団法人　こども財団

名古屋市中区 2300642 平成29年1月20日 株式会社　清水塗工店

名古屋市中区 2300662 平成29年1月20日 国家公務員共済組合連合会名古屋共済会館

名古屋市中区 2300666 平成29年1月20日

名古屋市中区 2300674 平成29年1月20日 株式会社　ジェイエスティ

名古屋市中区 2300710 平成29年1月20日 株式会社　東海アドエージェンシー

名古屋市中区 2300711 平成29年1月20日 中部コムテック　株式会社

名古屋市中区 2300714 平成29年1月25日 株式会社ヒューマンキャピタルカンパニー

名古屋市中区 2300721 平成29年1月25日 名古屋昭和建物サービス　株式会社

名古屋市中区 2300766 平成29年1月27日 アズソフト　株式会社

名古屋市中区 2300789 平成29年1月27日 株式会社　バッファロー

名古屋市中区 2300793 平成29年1月31日 株式会社　中川商会

名古屋市中区 2300801 平成29年2月8日 株式会社　吉桂

名古屋市中区 2300803 平成29年2月10日 株式会社　ナ・デックス

名古屋市中区 2300814 平成29年2月22日 ＡＺＡＰＡ　株式会社

名古屋市中区 2300815 平成29年2月22日 カタリスト　株式会社

名古屋市中区 2300829 平成29年3月10日 勤次郎　株式会社

名古屋市中区 2300831 平成29年3月14日 株式会社　テニテオ

名古屋市中区 2300832 平成29年3月14日 株式会社　ジャスウィル

名古屋市中区 2300835 平成29年4月1日
特定非営利活動法人障がい者自立支援センター
なごや

名古屋市中区 2300847 平成29年4月11日 株式会社　荒川印刷

名古屋市中区 2300864 平成29年4月18日
ほ

名古屋市中区 2300871 平成29年4月18日 エーワン情報サービス　株式会社

名古屋市中区 2300905 平成29年4月20日 株式会社　大商

名古屋市中区 2300947 平成29年4月21日 株式会社　界文社

名古屋市中区 2300999 平成29年4月26日 小島機鋼　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2301032 平成29年4月27日 秀栄アカウンティング　合同会社

名古屋市中区 2301055 平成29年4月27日 川口化成品　株式会社

名古屋市中区 2301108 平成29年5月1日 株式会社　大鹿商行

名古屋市中区 2301111 平成29年5月1日 井上測量設計　株式会社

名古屋市中区 2301116 平成29年5月1日 株式会社　ｎａｎｏ

名古屋市中区 2301146 平成29年5月1日 税理士法人　青葉会

名古屋市中区 2301153 平成29年5月1日 株式会社　バイス・ネット

名古屋市中区 2301192 平成29年5月9日 ジャスト　株式会社

名古屋市中区 2301250 平成29年5月9日 株式会社　Ｓ＆Ｗ

名古屋市中区 2301290 平成29年5月19日 ひなた工房　株式会社

名古屋市中区 2301297 平成29年5月26日 株式会社　インタームーブ

名古屋市中区 2301328 平成29年6月14日 株式会社　名豊

名古屋市中区 2301356 平成29年7月7日 株式会社フリースタイルエンターテイメント

名古屋市中区 2301360 平成29年7月18日 株式会社　アイ･セプト

名古屋市中区 2301364 平成29年7月18日 有限会社　アップ・ロード

名古屋市中区 2301365 平成29年7月18日 株式会社　日本プリコム

名古屋市中区 2301368 平成29年7月18日 株式会社　東陽園

名古屋市中区 2301396 平成29年7月18日 有限会社ヤングライフプロポーサル

名古屋市中区 2301454 平成29年7月24日 株式会社　アヴァンセ

名古屋市中区 2301475 平成29年7月24日 株式会社　ブレイブ・アクト

名古屋市中区 2301477 平成29年7月24日 有限会社　尾畑

名古屋市中区 2301478 平成29年7月24日 尾畑長硝子　株式会社

名古屋市中区 2301479 平成29年7月24日 税理士法人　ザイムパートナーズ

名古屋市中区 2301487 平成29年7月24日 株式会社　都市研究所スペーシア

名古屋市中区 2301516 平成29年7月31日 株式会社　トライリンク

名古屋市中区 2301540 平成29年8月7日 東朋テクノロジー　株式会社

名古屋市中区 2301593 平成29年8月28日 東海クラリオン　株式会社

名古屋市中区 2301606 平成29年9月11日 社会保険労務士法人ザイムパートナーズ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2301614 平成29年9月25日 有限会社　水谷スタジオ

名古屋市中区 2301642 平成29年11月6日 株式会社ラッシュ・インターナショナル

名古屋市中区 2301649 平成29年11月14日 ブライド　株式会社

名古屋市中区 2301704 平成30年1月12日 株式会社　千代田

名古屋市中区 2301720 平成30年2月9日 株式会社　名豊保険

名古屋市中区 2301721 平成30年2月9日 キリックスリース　株式会社

名古屋市中区 2301723 平成30年2月9日 トヨタモビリティ東名古屋　株式会社

名古屋市中区 2301725 平成30年2月9日 株式会社　名豊本社

名古屋市中区 2301766 平成30年4月1日 第二制作　株式会社

名古屋市中区 2301773 平成30年4月1日 株式会社　人事労務管理研究所

名古屋市中区 2301774 平成30年4月1日 社会保険労務士法人労務管理センター

名古屋市中区 2301779 平成30年4月1日 一般社団法人　愛知県歯科医師会

名古屋市中区 2301784 平成30年4月1日 株式会社　未来

名古屋市中区 2301786 平成30年4月1日 株式会社　ＫＴキャピタル

名古屋市中区 2301792 平成30年4月4日 中部遊技機商業協同組合

名古屋市中区 2301797 平成30年4月4日 株式会社　プライムソフトサービス

名古屋市中区 2301853 平成30年4月13日 ＧＴソリューション　株式会社

名古屋市中区 2301900 平成30年4月19日 株式会社　ゲイン

名古屋市中区 2301945 平成30年5月2日 株式会社　イノベーションサービス

名古屋市中区 2301984 平成30年5月15日 アイ・スマイル社会保険労務士法人

名古屋市中区 2301988 平成30年5月15日 株式会社　Ｏｖｅｒ　ＲＥＶＯ

名古屋市中区 2301996 平成30年5月16日 株式会社　スタイルプラス

名古屋市中区 2302000 平成30年5月16日 株式会社　広瀬企画

名古屋市中区 2302014 平成30年5月16日 株式会社　日本道路計画

名古屋市中区 2302032 平成30年5月16日 株式会社　アイシー

名古屋市中区 2302040 平成30年5月22日 株式会社　中部デザイン研究所

名古屋市中区 2302174 平成30年6月27日 株式会社　テレホンリース

名古屋市中区 2302204 平成30年6月27日 株式会社　トーソー



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2302206 平成30年6月27日 株式会社　レクスト

名古屋市中区 2302207 平成30年6月27日 株式会社　ミニミニハウジング

名古屋市中区 2302212 平成30年6月27日 旭警備保障株式会社

名古屋市中区 2302244 平成30年7月5日 東郷産業株式会社

名古屋市中区 2302254 平成30年7月5日 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋株式会社

名古屋市中区 2302256 平成30年7月5日 株式会社　コアズ名古屋事業本部

名古屋市中区 2302259 平成30年7月5日 株式会社　田烏経営研究所

名古屋市中区 2302288 平成30年7月9日 名古屋商工会議所

名古屋市中区 2302297 平成30年7月17日 株式会社　エフケイ

名古屋市中区 2302313 平成30年7月17日 株式会社　コスモテレコム

名古屋市中区 2302316 平成30年7月19日 株式会社　ニュータス

名古屋市中区 2302332 平成30年7月24日 株式会社　ＩＤＳエンターテイメント

名古屋市中区 2302357 平成30年7月30日 株式会社　アイワット

名古屋市中区 2302376 平成30年8月22日 社会福祉法人　九十九会

名古屋市中区 2302377 平成30年8月22日 フルハシＥＰＯ　株式会社

名古屋市中区 2302509 平成30年10月1日 株式会社東京海上日動パートナーズ東海北陸

名古屋市中区 2302517 平成30年10月1日 ＧＡＫＯＰＵＬＡ　株式会社

名古屋市中区 2302518 平成30年10月1日 株式会社　リミックスプロダクツ

名古屋市中区 2302539 平成30年10月11日 株式会社　ナミト

名古屋市中区 2302575 平成30年10月18日 株式会社　共立工機

名古屋市中区 2302578 平成30年10月18日 株式会社　バズ・プランニング

名古屋市中区 2302585 平成30年10月24日 株式会社　保険ポイント

名古屋市中区 2302596 平成30年10月24日 ミライベース　株式会社

名古屋市中区 2302609 平成30年10月30日 株式会社　アビリブ

名古屋市中区 2302653 平成30年11月8日 富永電機　株式会社

名古屋市中区 2302666 平成30年11月13日 株式会社　リードウェイ

名古屋市中区 2302675 平成30年11月15日 社会保険労務士法人　Ｓ＆Ｒ

名古屋市中区 2302721 平成30年11月29日 株式会社　レアス



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2302841 平成31年1月31日 税理士法人　ＳＨＵＥＩ

名古屋市中区 2302870 平成31年2月7日 株式会社　中建設計

名古屋市中区 2302911 平成31年2月28日 株式会社　ロングサポート

名古屋市中区 2302948 平成31年3月13日 株式会社　インデックス

名古屋市中区 2302958 平成31年3月13日 名古屋倉庫　株式会社

名古屋市中区 2302982 平成31年4月1日 株式会社　豊田電研

名古屋市中区 2303001 平成31年4月8日 有限会社　アスリンク

名古屋市中区 2303004 平成31年4月16日 アルファ税理士法人

名古屋市中区 2303029 平成31年4月22日 株式会社　広報企画センター

名古屋市中区 2303034 平成31年4月25日 さくら総合法律事務所

名古屋市中区 2303041 平成31年4月25日 株式会社　Ｆｉｒｓｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ

名古屋市中区 2303085 令和1年5月8日 愛知県高齢者生活協同組合

名古屋市中区 2303091 令和1年5月16日 株式会社　野々山商店

名古屋市中区 2303113 令和1年5月23日 協伸工業　株式会社

名古屋市中区 2303117 令和1年5月23日 大有コンクリ―ト工業　株式会社

名古屋市中区 2303134 令和1年5月23日 株式会社　イル・エンポリオ

名古屋市中区 2303152 令和1年5月30日 ベリテック三協　株式会社

名古屋市中区 2303171 令和1年6月6日 株式会社　ＡＪドリームクリエイト

名古屋市中区 2303172 令和1年6月6日 株式会社　味和居

名古屋市中区 2303180 令和1年6月6日 ｍｓｆｐ　株式会社

名古屋市中区 2303212 令和1年6月20日 笘原拓人税理士事務所

名古屋市中区 2303222 令和1年6月20日 株式会社　安江工務店

名古屋市中区 2303262 令和1年6月27日 一般社団法人　パブリックサービス

名古屋市中区 2303314 令和1年7月11日 株式会社　美創プロモーション

名古屋市中区 2303324 令和1年7月11日 ＭＳ中部　株式会社

名古屋市中区 2303374 令和1年7月25日 株式会社　アントレプレナー

名古屋市中区 2303406 令和1年7月31日 社会福祉法人　フィロス

名古屋市中区 2303407 令和1年7月31日 ＳＡロジテム　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2303431 令和1年8月8日 株式会社　三栄社

名古屋市中区 2303469 令和1年8月22日 ジェイアイシーセントラル株式会社

名古屋市中区 2303489 令和1年8月29日 有限会社　橋本商会

名古屋市中区 2303493 令和1年8月29日 徳倉建設　株式会社

名古屋市中区 2303544 令和1年9月12日 大宣警備保障株式会社

名古屋市中区 2303608 令和1年9月27日 株式会社　あいけん・ＧＳサービス

名古屋市中区 2303609 令和1年9月27日 ミズタニ機販　株式会社

名古屋市中区 2303636 令和1年10月10日 株式会社　キャリアクリエイティブ

名古屋市中区 2303652 令和1年10月10日 株式会社　アグレ東海

名古屋市中区 2303681 令和1年10月17日 株式会社　藤娘きぬたや

名古屋市中区 2303698 令和1年10月24日 株式会社　アルタ

名古屋市中区 2303803 令和2年1月23日 株式会社　日比野鍍金工業所

名古屋市中区 2303805 令和2年1月23日 アワーズ　株式会社

名古屋市中区 2303814 令和2年1月30日 株式会社　東亜

名古屋市中区 2303855 令和2年2月6日

名古屋市中区 2303871 令和2年2月14日 株式会社　イチマルイチ

名古屋市中区 2303905 令和2年2月19日 株式会社　ＰＡＰ

名古屋市中区 2303934 令和2年3月2日 社会保険労務士法人　名古屋労災

名古屋市中区 2303951 令和2年3月6日 ニットーケイビ　株式会社

名古屋市中区 2304112 令和2年4月23日 株式会社　シーアールイー

名古屋市中区 2304148 令和2年5月21日 イヅミ商事　株式会社

名古屋市中区 2304205 令和2年7月27日 ディーピーティー　株式会社

名古屋市中区 2304211 令和2年7月27日 株式会社　イセヤマ

名古屋市中区 2304221 令和2年7月27日 株式会社　ＰＨＯＴＩＣ　ＰＥＥＲ

名古屋市中区 2304230 令和2年7月30日 株式会社　エルシティ

名古屋市中区 2304245 令和2年8月6日 Nailsalon&Beauty　Rafeel

名古屋市中区 2304256 令和2年8月13日 株式会社　ハイパーブレイン

名古屋市中区 2304265 令和2年8月27日 岡谷コンサルタント　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2304267 令和2年8月27日 岡谷ビジネスサポート　株式会社

名古屋市中区 2304275 令和2年9月3日 ＮＧＦホールディングス　株式会社

名古屋市中区 2304286 令和2年9月3日 名北労務管理事務所

名古屋市中区 2304294 令和2年9月10日 株式会社　ＲＥＶＯＬＥＡ

名古屋市中区 2304310 令和2年9月17日 岡谷サービス＆ホームズ　株式会社

名古屋市中区 2304313 令和2年9月17日 株式会社　ネットアーツ

名古屋市中区 2304321 令和2年9月24日 弁護士法人　アーヴェル

名古屋市中区 2304355 令和2年10月15日 株式会社　宮田精肉店

名古屋市中区 2304366 令和2年10月22日 株式会社　シイエム・シイ

名古屋市中区 2304423 令和2年11月12日 株式会社　ａｍ　ｐｒｏｏｆ

名古屋市中区 2304448 令和2年11月19日 自分未来きょういく　株式会社

名古屋市中区 2304502 令和2年12月17日 株式会社　カナエジオマチックス

名古屋市中区 2304506 令和3年1月7日 一般社団法人　愛知県薬剤師会

名古屋市中区 2304531 令和3年1月28日 アーステップ　株式会社

名古屋市中区 2304532 令和3年2月4日 ＥＪスタイル　株式会社

名古屋市中区 2304535 令和3年2月4日 株式会社　東精商会

名古屋市中区 2304537 令和3年2月12日 株式会社　プロジット

名古屋市中区 2304559 令和3年3月4日 セルコム　株式会社

名古屋市中区 2304560 令和3年3月4日 株式会社　ｓｅｖｅｎＣｓ

名古屋市中区 2304619 令和3年4月22日 株式会社　杉山設計事務所

名古屋市中区 2304639 令和3年4月30日 株式会社　アサインメントバンク

名古屋市中区 2304676 令和3年5月6日

名古屋市中区 2304722 令和3年5月20日 リアル・スタイル　株式会社

名古屋市中区 2304734 令和3年5月27日 株式会社　ＡＳＧ

名古屋市中区 2304748 令和3年6月3日 株式会社　ＬｅｏＩＴコンサルティング

名古屋市中区 2304776 令和3年6月17日 株式会社　アセットジャパン

名古屋市中区 2304810 令和3年6月24日 ライフパートナーズ　株式会社

名古屋市中区 2304837 令和3年7月1日 クラウドエージェント　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2304838 令和3年7月1日 株式会社　ピタサチ

名古屋市中区 2304887 令和3年7月8日 有限会社　テレマーク

名古屋市中区 2304907 令和3年7月15日 名古屋総合税理士法人

名古屋市中区 2304921 令和3年7月15日 株式会社　サンリット企画

名古屋市中区 2304934 令和3年7月21日 リンタツ　株式会社

名古屋市中区 2304935 令和3年7月21日 株式会社　名古屋花き

名古屋市中区 2304946 令和3年7月21日

名古屋市中区 2304947 令和3年7月21日 株式会社　クオリティライフ・クリエイト

名古屋市中区 2304961 令和3年7月29日 株式会社　リーフビジョン

名古屋市中区 2304962 令和3年7月29日 医療法人　としわ会

名古屋市中区 2304982 令和3年8月5日 日本ゼネラルフード　株式会社

名古屋市中区 2304994 令和3年8月5日 株式会社　テクノアスカ

名古屋市中区 2304998 令和3年8月12日 名古屋眼鏡　株式会社

名古屋市中区 2305036 令和3年8月19日 株式会社　プライオリティ

名古屋市中区 2305084 令和3年8月26日 一弘電機　株式会社

名古屋市中区 2305110 令和3年8月26日 株式会社　グランドデザイン

名古屋市中区 2305113 令和3年8月26日 株式会社　ＷＥトレーディングジャパン

名古屋市中区 2305139 令和3年9月9日 株式会社　アースデザイン

名古屋市中区 2305152 令和3年9月9日 アドラフト　株式会社

名古屋市中区 2305153 令和3年9月9日 東海商事　株式会社

名古屋市中区 2305161 令和3年9月9日 東邦管工　株式会社

名古屋市中区 2305238 令和3年9月16日 株式会社　丸八テント商会

名古屋市中区 2305261 令和3年9月16日 株式会社　アイティーコスモス

名古屋市中区 2305275 令和3年9月16日 株式会社　パレットリンク

名古屋市中区 2305278 令和3年9月16日 バルクライン　株式会社

名古屋市中区 2305316 令和3年9月16日 株式会社　ビルプランナー

名古屋市中区 2305362 令和3年9月24日 大矢伝動精機　株式会社

名古屋市中区 2305366 令和3年9月24日 和田特機　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2305393 令和3年9月24日 株式会社　グッドライフパートナーズ

名古屋市中区 2305394 令和3年9月24日 ダブルエース　株式会社

名古屋市中区 2305465 令和3年9月30日 株式会社　Ｍｕｓｅ

名古屋市中区 2305470 令和3年9月30日 シンコースポーツ中部　株式会社

名古屋市中区 2305500 令和3年9月30日 株式会社　クルーズ

名古屋市中区 2305539 令和3年10月7日 有限会社　クレイン

名古屋市中区 2305540 令和3年10月7日 株式会社　オオヤマ

名古屋市中区 2305561 令和3年10月7日 広機通商　株式会社

名古屋市中区 2305562 令和3年10月7日 株式会社　サンテクノ

名古屋市中区 2305639 令和3年10月14日 株式会社　アクセス

名古屋市中区 2305648 令和3年10月14日 株式会社　スリーエー機械設計

名古屋市中区 2305652 令和3年10月21日 株式会社　シーブレイン

名古屋市中区 2305709 令和3年10月21日 株式会社　アフェクトホールディングス

名古屋市中区 2305710 令和3年10月21日 株式会社　アフェクト

名古屋市中区 2305713 令和3年10月21日 株式会社　リベルタ

名古屋市中区 2305714 令和3年10月21日 株式会社　クルール豊田

名古屋市中区 2305715 令和3年10月21日 株式会社　クルール尾張

名古屋市中区 2305716 令和3年10月21日 株式会社　クルール岐阜

名古屋市中区 2305717 令和3年10月21日 株式会社　クルール岡崎

名古屋市中区 2305728 令和3年10月28日 立石ファイバー　株式会社

名古屋市中区 2305731 令和3年10月28日 株式会社　ファルコン

名古屋市中区 2305733 令和3年10月28日 株式会社　アイテック

名古屋市中区 2305787 令和3年10月29日 株式会社　ＶｉｖｉｃｉｏｕｓＷｏｒｋｓＪａｐａｎ

名古屋市中区 2305788 令和3年10月29日 株式会社　ニック

名古屋市中区 2305827 令和3年11月11日 丸平紙工株式会社

名古屋市中区 2305854 令和3年11月11日 株式会社　メイシ

名古屋市中区 2305916 令和3年11月18日 有限会社　中村設計事務所

名古屋市中区 2305921 令和3年11月18日 春日鋼機　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2305987 令和3年12月2日 株式会社　ブイシステム

名古屋市中区 2305988 令和3年12月2日 株式会社　セントラル通商

名古屋市中区 2305991 令和3年12月2日 中部アルミット工業株式会社

名古屋市中区 2306055 令和3年12月9日 株式会社　中日メディアブレーン

名古屋市中区 2306061 令和3年12月9日 日本住宅総合開発　株式会社

名古屋市中区 2306093 令和3年12月16日 株式会社　ジオコス

名古屋市中区 2306139 令和4年1月6日 株式会社　ビズライフエージェント

名古屋市中区 2306163 令和4年1月13日 昭和建物管理　株式会社

名古屋市中区 2306192 令和4年1月27日 兒玉学税理士事務所

名古屋市中区 2306235 令和4年2月3日 株式会社　カシータフロル

名古屋市中区 2306249 令和4年2月3日 株式会社　アイディーアール

名古屋市中区 2306258 令和4年2月10日 ＬＩＶＥ　株式会社

名古屋市中区 2306259 令和4年2月10日 株式会社　中島紙工

名古屋市中区 2306276 令和4年2月10日 安田会計事務所

名古屋市中区 2306314 令和4年3月3日 株式会社　バイオテック

名古屋市中区 2306337 令和4年3月10日
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋　株式
会社

名古屋市中区 2306339 令和4年3月10日 株式会社　ファミリークス

名古屋市中区 2306365 令和4年3月17日 株式会社　ホームエージェント

名古屋市中区 2306396 令和4年3月17日 株式会社　タカラ屋

名古屋市中区 2306438 令和4年3月31日 有限会社　真清社

名古屋市中区 2306503 令和4年4月7日 株式会社　羽根田商会

名古屋市中区 2306544 令和4年4月21日 Ｔｒｉｇｇｅｒ　株式会社

名古屋市中区 2306551 令和4年4月21日 株式会社　不動産パートナーズ

名古屋市中区 2306643 令和4年5月19日 株式会社 CLINICAL STUDY SUPPORT

名古屋市中区 2306684 令和4年5月26日 マドラス　株式会社

名古屋市中区 2306712 令和4年5月26日 ダイナパック　株式会社

名古屋市中区 2306713 令和4年5月26日 株式会社　ＭＡＲＫコンサルタンツ

名古屋市中区 2306798 令和4年6月16日 太平産業　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中区 2306829 令和4年6月23日 株式会社　ＰＲＯＶＩＯ

名古屋市中区 2306841 令和4年6月23日 ネクスト・ステージ　株式会社

名古屋市中区 2306865 令和4年6月30日 ダンロップタイヤ中部　株式会社

名古屋市中区 2306886 令和4年6月30日 株式会社　川本第一製作所

名古屋市中区 2306888 令和4年7月7日 株式会社　ＬＩＮＸｓ

名古屋市中区 2306893 令和4年7月7日 株式会社　モリタ

名古屋市中区 2306945 令和4年7月28日 株式会社　ウカイ商店

名古屋市中区 2306957 令和4年8月4日 株式会社　リンク

名古屋市中区 2306967 令和4年8月4日 エスワイトラスト不動産　株式会社

名古屋市中区 2306968 令和4年8月4日 株式会社　木下商会

名古屋市中区 2306969 令和4年8月4日 東海美鈴有限会社

名古屋市中区 2307020 令和4年8月12日 株式会社　ＯＬＥＮＥ

名古屋市中区 2307027 令和4年8月12日 株式会社　水渓

名古屋市中区 2307032 令和4年8月18日 株式会社　ジー・ソフト

名古屋市中区 2307033 令和4年8月18日 株式会社　オールシステム

名古屋市中川区 2300109 平成28年10月1日 東海交通　株式会社

名古屋市中川区 2300147 平成28年10月20日 アルプススチール　株式会社

名古屋市中川区 2300166 平成28年11月24日 株式会社　高尾

名古屋市中川区 2300195 平成28年11月30日 三雪運輸　株式会社

名古屋市中川区 2300201 平成28年11月30日 中部太平洋生コン　株式会社

名古屋市中川区 2300265 平成28年12月5日 株式会社スーパージャンボ

名古屋市中川区 2300278 平成28年12月6日 株式会社　ケーアンドアール

名古屋市中川区 2300494 平成28年12月27日 株式会社　晋エンジニアリング

名古屋市中川区 2300549 平成29年1月10日 株式会社　隆翔

名古屋市中川区 2300550 平成29年1月10日 株式会社　寺坂

名古屋市中川区 2300845 平成29年4月11日 株式会社　太閤

名古屋市中川区 2300852 平成29年4月11日 株式会社　協栄葵保険

名古屋市中川区 2300862 平成29年4月18日 ビッグラダー　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中川区 2300913 平成29年4月20日 有限会社　恒川商会

名古屋市中川区 2300919 平成29年4月21日 株式会社　ウィンパートナーズ

名古屋市中川区 2301063 平成29年4月27日 有限会社　Ｉｗａｉｄａ

名古屋市中川区 2301068 平成29年4月27日 西濃名古屋エキスプレス　株式会社

名古屋市中川区 2301173 平成29年5月9日 株式会社　ＭＲＴ

名古屋市中川区 2301280 平成29年5月15日 株式会社　邦成

名古屋市中川区 2301325 平成29年6月14日 株式会社　太田廣

名古屋市中川区 2301380 平成29年7月18日

名古屋市中川区 2301412 平成29年7月18日 株式会社　東海装美

名古屋市中川区 2301428 平成29年7月18日 和信溶材　株式会社

名古屋市中川区 2301640 平成29年10月31日 布目電機　株式会社

名古屋市中川区 2301755 平成30年3月1日 日本ライフケアソリューションズ株式会社

名古屋市中川区 2301864 平成30年4月19日 中部サ―ビス　株式会社

名古屋市中川区 2301915 平成30年4月26日 株式会社　ＮＩＴＴＯＨ

名古屋市中川区 2302059 平成30年5月24日 株式会社　ラクネット

名古屋市中川区 2302133 平成30年6月19日 株式会社　日本サンプル

名古屋市中川区 2302225 平成30年7月5日 株式会社　花ごころ

名古屋市中川区 2302237 平成30年7月5日 カナダ　株式会社

名古屋市中川区 2302245 平成30年7月5日 金印　株式会社

名古屋市中川区 2302246 平成30年7月5日

名古屋市中川区 2302247 平成30年7月5日 金印物産　株式会社

名古屋市中川区 2302262 平成30年7月5日 株式会社　ユーホーム

名古屋市中川区 2302310 平成30年7月17日 有限会社　太陽事務機販売

名古屋市中川区 2302343 平成30年7月30日 有限会社　イソショウ

名古屋市中川区 2302368 平成30年8月13日 名鉄観光バス　株式会社

名古屋市中川区 2302426 平成30年9月12日 株式会社　ハートイノベーション

名古屋市中川区 2302468 平成30年9月26日 株式会社　トーイ

名古屋市中川区 2302486 平成30年9月26日 明和タクシー協同組合



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中川区 2302532 平成30年10月11日 株式会社　服部鉄工所

名古屋市中川区 2302551 平成30年10月11日 株式会社　田久保木工

名古屋市中川区 2302553 平成30年10月11日 田島商事　株式会社

名古屋市中川区 2302593 平成30年10月24日 有限会社　山田精機

名古屋市中川区 2302601 平成30年10月24日 有限会社　水谷ケミカル

名古屋市中川区 2302638 平成30年11月8日 株式会社　中島製作所

名古屋市中川区 2302656 平成30年11月8日 株式会社　日本メイト

名古屋市中川区 2302658 平成30年11月8日 有限会社　イイダ損害保険事務所

名古屋市中川区 2302832 平成31年1月24日 株式会社　ニシテ商会

名古屋市中川区 2302877 平成31年2月14日 有限会社　服部スプリング

名古屋市中川区 2303160 令和1年6月3日 竹内工業　株式会社

名古屋市中川区 2303181 令和1年6月6日 有限会社　エムアンドエー

名古屋市中川区 2303272 令和1年7月4日 株式会社　ゼンショウ

名古屋市中川区 2303292 令和1年7月4日 株式会社　ガレージグロス

名古屋市中川区 2303327 令和1年7月18日 有限会社　ビーエイト

名古屋市中川区 2303328 令和1年7月18日 有限会社　石野商会

名古屋市中川区 2303532 令和1年9月12日 株式会社　ジェティ

名古屋市中川区 2303543 令和1年9月12日 株式会社　トーカイネクスト

名古屋市中川区 2303555 令和1年9月12日 株式会社　双葉

名古屋市中川区 2303600 令和1年9月27日 株式会社　石三

名古屋市中川区 2303644 令和1年10月10日
社会福祉法人　清凉会　清凉園デイサービスセン
ター

名古屋市中川区 2303645 令和1年10月10日 社会福祉法人　清凉会　清凉保育園

名古屋市中川区 2303921 令和2年3月2日 株式会社　鈴木鉄工所

名古屋市中川区 2303992 令和2年3月13日 株式会社　ニシキ

名古屋市中川区 2304073 令和2年4月9日 丸喜運輸　株式会社

名古屋市中川区 2304102 令和2年4月23日 大岳電気工業　株式会社

名古屋市中川区 2304154 令和2年5月28日 有限会社　大道塗工店

名古屋市中川区 2304156 令和2年5月28日 オオトリ建設　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中川区 2304246 令和2年8月13日 株式会社　愛知レジン

名古屋市中川区 2304350 令和2年10月15日 株式会社　スタジオセゾン

名古屋市中川区 2304396 令和2年10月29日 ワタナベフード　株式会社

名古屋市中川区 2304459 令和2年11月19日 小松ウォ―ル中部販売　株式会社

名古屋市中川区 2304536 令和3年2月4日 株式会社　松井スプリング製作所

名古屋市中川区 2304595 令和3年4月8日 宮崎精鋼　株式会社

名古屋市中川区 2304691 令和3年5月13日 株式会社　近藤印刷

名古屋市中川区 2304814 令和3年6月24日 株式会社　オー・ケー・シー

名古屋市中川区 2304826 令和3年7月1日 ワタナベフ―マック株式会社

名古屋市中川区 2304831 令和3年7月1日 株式会社　梅村本店

名古屋市中川区 2304839 令和3年7月1日 すみれ流通　株式会社

名古屋市中川区 2304848 令和3年7月1日 株式会社　ＦＣサービス

名古屋市中川区 2304858 令和3年7月8日 株式会社　ケイテック

名古屋市中川区 2304883 令和3年7月8日 ニッセツ　株式会社

名古屋市中川区 2304914 令和3年7月15日 丸昭産業　株式会社

名古屋市中川区 2305035 令和3年8月19日 有限会社　恒心

名古屋市中川区 2305097 令和3年8月26日 社会福祉法人　フラワー園

名古屋市中川区 2305170 令和3年9月9日 東海菱熱工業　有限会社

名古屋市中川区 2305219 令和3年9月16日 株式会社　ＥＮＥＲＧＹ　ＦＬＯＷ

名古屋市中川区 2305231 令和3年9月16日 株式会社　リノッカ

名古屋市中川区 2305232 令和3年9月16日 株式会社　廣瀬金属工業

名古屋市中川区 2305235 令和3年9月16日 株式会社　ＮＥＸＩＡ

名古屋市中川区 2305256 令和3年9月16日 株式会社　ミノル化成

名古屋市中川区 2305293 令和3年9月16日 アイセイハ―ド　株式会社

名古屋市中川区 2305472 令和3年9月30日 株式会社　ニッコー

名古屋市中川区 2305582 令和3年10月14日 ノザワプランニング　株式会社

名古屋市中川区 2305780 令和3年10月29日 株式会社　インダストリー

名古屋市中川区 2305805 令和3年10月29日 株式会社　エスピーシー



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中川区 2305846 令和3年11月11日 協和調査設計　株式会社

名古屋市中川区 2305914 令和3年11月18日 株式会社　松澤製作所

名古屋市中川区 2306020 令和3年12月2日 合資会社　林製麺所

名古屋市中川区 2306071 令和3年12月9日 有限会社　エーアンドエー　サ―ビス

名古屋市中川区 2306077 令和3年12月9日 株式会社　三晃不動産

名古屋市中川区 2306092 令和3年12月16日 株式会社　エヌシーアイ

名古屋市中川区 2306104 令和3年12月16日 中川タクシー　株式会社

名古屋市中川区 2306116 令和3年12月23日 株式会社　ティーエフ建装

名古屋市中川区 2306206 令和4年1月27日 名古屋バルブ工業　株式会社

名古屋市中川区 2306207 令和4年1月27日 錦興業　株式会社

名古屋市中川区 2306212 令和4年1月27日 木村会計事務所

名古屋市中川区 2306232 令和4年2月3日 有限会社　オザキ設備

名古屋市中川区 2306236 令和4年2月3日 東富商事　株式会社

名古屋市中川区 2306269 令和4年2月10日 株式会社　セントラル防災

名古屋市中川区 2306277 令和4年2月17日 株式会社　たかふね工業

名古屋市中川区 2306340 令和4年3月10日 株式会社　日本化学サンドブラスト工業

名古屋市中川区 2306356 令和4年3月10日 ヘブンクリエーション　株式会社

名古屋市中川区 2306361 令和4年3月17日 栄光運輸　有限会社

名古屋市中川区 2306366 令和4年3月17日 株式会社　カイナン

名古屋市中川区 2306367 令和4年3月17日 合資会社　伊藤製作所

名古屋市中川区 2306399 令和4年3月24日 株式会社　伊藤工務店

名古屋市中川区 2306419 令和4年3月24日 株式会社　菅野工業所

名古屋市中川区 2306446 令和4年3月31日 株式会社　ナガラ

名古屋市中川区 2306448 令和4年3月31日 株式会社　アヤナス

名古屋市中川区 2306506 令和4年4月7日 丸善印刷株式会社

名古屋市中川区 2306509 令和4年4月7日 小木曽工業　株式会社

名古屋市中川区 2306514 令和4年4月14日 株式会社　ＮＫＳ

名古屋市中川区 2306633 令和4年5月19日 株式会社　ヤマダヤ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中川区 2306650 令和4年5月19日 隆一産業　株式会社

名古屋市中川区 2306690 令和4年5月26日 荒沢工業　株式会社

名古屋市中川区 2306709 令和4年5月26日 株式会社　タイホー

名古屋市中川区 2306766 令和4年6月2日 株式会社　ラウレア

名古屋市中川区 2306774 令和4年6月9日 株式会社　トラステック愛知

名古屋市中川区 2306808 令和4年6月16日 愛知冷機　株式会社

名古屋市中川区 2306809 令和4年6月16日 有限会社　富士メンテナンス

名古屋市中川区 2306824 令和4年6月16日 有限会社　モリセイ

名古屋市中川区 2306825 令和4年6月16日 株式会社　アクトハント

名古屋市中川区 2306840 令和4年6月23日 株式会社　丸宗

名古屋市中川区 2306857 令和4年6月30日 有限会社　浅井鉄工所

名古屋市中川区 2306874 令和4年6月30日 株式会社　市川組

名古屋市中川区 2306875 令和4年6月30日 有限会社　武山

名古屋市中川区 2306885 令和4年6月30日 有限会社　広田工業所

名古屋市中川区 2306918 令和4年7月14日 ワークス　株式会社

名古屋市中川区 2306955 令和4年8月4日 株式会社　ウラシコ

名古屋市中川区 2307024 令和4年8月12日 岡谷機販　株式会社

名古屋市中川区 2307063 令和4年8月25日 余合ホーム＆モビリティ　株式会社

名古屋市中村区 2300032 平成28年10月1日 税理士法人　名古屋石田会計事務所

名古屋市中村区 2300120 平成28年10月1日 ブルースカイロジスティクス株式会社

名古屋市中村区 2300167 平成28年11月24日 株式会社　文創

名古屋市中村区 2300178 平成28年11月25日 株式会社　パブリック

名古屋市中村区 2300179 平成28年11月25日 株式会社　寿々

名古屋市中村区 2300182 平成28年11月25日 有限会社　丸八介護サービス

名古屋市中村区 2300183 平成28年11月30日 株式会社　ナミキツァーンラート

名古屋市中村区 2300204 平成28年11月30日 株式会社　ワーロン

名古屋市中村区 2300231 平成28年12月2日 社会福祉法人　芳龍福祉会

名古屋市中村区 2300286 平成28年12月6日 ダンフーズ　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中村区 2300287 平成28年12月6日 株式会社　ちくたく亭

名古屋市中村区 2300303 平成28年12月6日 株式会社　スタッフエージェント

名古屋市中村区 2300331 平成28年12月7日 株式会社　ヤマナカ

名古屋市中村区 2300350 平成28年12月8日 株式会社　ラージック

名古屋市中村区 2300398 平成28年12月12日 社会保険労務士法人　名南経営

名古屋市中村区 2300429 平成28年12月19日 株式会社アオキーズ・コーポレーション

名古屋市中村区 2300463 平成28年12月27日 株式会社　クロノステクノロジー

名古屋市中村区 2300465 平成28年12月27日 萬屋住宅　株式会社

名古屋市中村区 2300471 平成28年12月27日 ジェイアール東海商事株式会社

名古屋市中村区 2300490 平成28年12月27日 アライツ社労士事務所

名古屋市中村区 2300690 平成29年1月20日 あいぎ特許事務所

名古屋市中村区 2300715 平成29年1月25日 一般財団法人　公衆保健協会

名古屋市中村区 2300967 平成29年4月26日 株式会社　サムテック

名古屋市中村区 2301001 平成29年4月26日 監査法人　コスモス

名古屋市中村区 2301042 平成29年4月27日 株式会社　光荘

名古屋市中村区 2301126 平成29年5月1日 合資会社　リカバリー

名古屋市中村区 2301130 平成29年5月1日 株式会社　ライフ・コンダクター

名古屋市中村区 2301178 平成29年5月9日 岡谷機電　株式会社

名古屋市中村区 2301185 平成29年5月9日 名鉄セコム　株式会社

名古屋市中村区 2301186 平成29年5月9日 株式会社　中京エレクトロン

名古屋市中村区 2301205 平成29年5月9日

名古屋市中村区 2301237 平成29年5月9日 愛知県商工会連合会

名古屋市中村区 2301258 平成29年5月15日 株式会社　丸五商會

名古屋市中村区 2301264 平成29年5月15日 医療法人　清翔会

名古屋市中村区 2301285 平成29年5月19日 三幸　株式会社　名古屋支店

名古屋市中村区 2301288 平成29年5月19日 株式会社　Ｂｅスタッフィング

名古屋市中村区 2301311 平成29年6月8日 ダイドー　株式会社

名古屋市中村区 2301388 平成29年7月18日 有限会社メディカル在宅マッサージセンター



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中村区 2301392 平成29年7月18日 有限会社　オフィスたんば

名古屋市中村区 2301402 平成29年7月18日 仁和貿易　株式会社

名古屋市中村区 2301407 平成29年7月18日 株式会社　明健

名古屋市中村区 2301488 平成29年7月24日 株式会社チヨダセキュリティーサービス

名古屋市中村区 2301748 平成30年2月15日 株式会社　ジットエキスプレス

名古屋市中村区 2301798 平成30年4月4日 株式会社　光栄電気工事

名古屋市中村区 2301839 平成30年4月13日 有限会社　マツシマ

名古屋市中村区 2301918 平成30年4月26日 ムラセ印刷　株式会社

名古屋市中村区 2302182 平成30年6月27日 株式会社　近藤

名古屋市中村区 2302215 平成30年6月27日 朝日電気工業　株式会社

名古屋市中村区 2302216 平成30年6月27日 菱信工業　株式会社

名古屋市中村区 2302239 平成30年7月5日 一般財団法人名古屋市療養サービス事業団

名古屋市中村区 2302289 平成30年7月9日 ゴールドエイジ　株式会社

名古屋市中村区 2302372 平成30年8月13日 株式会社　ＭＴＧ

名古屋市中村区 2302384 平成30年8月23日 株式会社ユニバーサルインシュアランス

名古屋市中村区 2302387 平成30年8月29日 社会福祉法人　熱田福祉会

名古屋市中村区 2302523 平成30年10月1日 医療法人　尚仁会

名古屋市中村区 2302524 平成30年10月1日 ダイセン　株式会社

名古屋市中村区 2302525 平成30年10月1日 ト―ア　株式会社

名古屋市中村区 2302530 平成30年10月1日 山田工業　株式会社

名古屋市中村区 2302606 平成30年10月24日 イーバリュー　株式会社

名古屋市中村区 2302655 平成30年11月8日 斎藤運輸　株式会社

名古屋市中村区 2302677 平成30年11月15日 株式会社　ワタナベ

名古屋市中村区 2302719 平成30年11月29日 株式会社　ネクストアドバンス

名古屋市中村区 2302994 平成31年4月1日 烏森電気　株式会社

名古屋市中村区 2303008 平成31年4月16日 株式会社　日本コスパ

名古屋市中村区 2303062 平成31年4月25日 株式会社　アトモス

名古屋市中村区 2303064 平成31年4月25日 川上産業　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中村区 2303137 令和1年5月23日 グロースリンク　税理士法人

名古屋市中村区 2303138 令和1年5月23日 グロースリンク　社会保険労務士法人

名古屋市中村区 2303196 令和1年6月20日 株式会社　サンウッド

名古屋市中村区 2303246 令和1年6月27日 株式会社　ガッツ・ジャパン

名古屋市中村区 2303248 令和1年6月27日 株式会社　アルバ

名古屋市中村区 2303287 令和1年7月4日 株式会社　アスア

名古屋市中村区 2303342 令和1年7月18日 有限会社　マトバ総合保険サービス

名古屋市中村区 2303353 令和1年7月18日 アキタ　株式会社

名古屋市中村区 2303387 令和1年7月25日 有限会社　三愛電設

名古屋市中村区 2303425 令和1年8月8日 株式会社　テイ・アイ・シイ

名古屋市中村区 2303483 令和1年8月29日 愛知県中小企業共済協同組合

名古屋市中村区 2303510 令和1年9月5日 株式会社　ＯＴＳＵＫＡ

名古屋市中村区 2303553 令和1年9月12日 杉山運輸　株式会社

名古屋市中村区 2303615 令和1年10月3日 株式会社トータルサービスネットワーク

名古屋市中村区 2303638 令和1年10月10日 株式会社　ジョブセレクト

名古屋市中村区 2303655 令和1年10月10日 足立工業　株式会社

名古屋市中村区 2303657 令和1年10月10日 株式会社　丸新石油

名古屋市中村区 2303679 令和1年10月17日 株式会社　寿々ホールディングス

名古屋市中村区 2303752 令和1年11月22日 中央交通　株式会社

名古屋市中村区 2303873 令和2年2月14日 カワシマ　株式会社

名古屋市中村区 2303984 令和2年3月13日 株式会社　ＢＲＡＮＤ　Ｌａｂ．

名古屋市中村区 2304153 令和2年5月28日 愛知県中小企業団体中央会

名古屋市中村区 2304225 令和2年7月30日 株式会社　ステライノベーションズ

名古屋市中村区 2304238 令和2年8月6日 株式会社　Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ

名古屋市中村区 2304255 令和2年8月13日 有限会社　丹羽化工

名古屋市中村区 2304269 令和2年8月27日 岡谷薄板販売　株式会社

名古屋市中村区 2304293 令和2年9月10日 株式会社　クレセント

名古屋市中村区 2304311 令和2年9月17日 株式会社　創立建設



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中村区 2304347 令和2年10月8日 株式会社　家計と住まいの相談所

名古屋市中村区 2304439 令和2年11月19日 株式会社　スペース二十四

名古屋市中村区 2304591 令和3年4月1日 こころ労務応援センター

名古屋市中村区 2304709 令和3年5月20日 株式会社　鳥重商店

名古屋市中村区 2304890 令和3年7月8日 中日装業　株式会社

名古屋市中村区 2304909 令和3年7月15日 日本クリーナーサービス　株式会社

名古屋市中村区 2304970 令和3年7月29日 株式会社　リプラス

名古屋市中村区 2305000 令和3年8月12日 株式会社　岩松建設

名古屋市中村区 2305095 令和3年8月26日 むさし企業　株式会社

名古屋市中村区 2305135 令和3年9月9日 浜口電気　株式会社

名古屋市中村区 2305138 令和3年9月9日 大宗建設　株式会社

名古屋市中村区 2305142 令和3年9月9日 有限会社　森重機

名古屋市中村区 2305169 令和3年9月9日 三好塗装工業　株式会社

名古屋市中村区 2305171 令和3年9月9日 株式会社　日の宮工業

名古屋市中村区 2305208 令和3年9月16日 株式会社　Ｃｒоｓｓｖｉ

名古屋市中村区 2305209 令和3年9月16日 東報防災工業　株式会社

名古屋市中村区 2305247 令和3年9月16日 Ｒｅｌａ　株式会社

名古屋市中村区 2305270 令和3年9月16日 株式会社　リバーズ

名古屋市中村区 2305272 令和3年9月16日 豊正　株式会社

名古屋市中村区 2305273 令和3年9月16日 株式会社　ハンズコーポレーション

名古屋市中村区 2305279 令和3年9月16日 山本薬品産業　株式会社

名古屋市中村区 2305336 令和3年9月16日 シャ―プ工業　株式会社

名古屋市中村区 2305337 令和3年9月16日 株式会社　カーキ

名古屋市中村区 2305375 令和3年9月24日 ＩＴＳ　株式会社

名古屋市中村区 2305428 令和3年9月24日

名古屋市中村区 2305609 令和3年10月14日 株式会社　石塚組

名古屋市中村区 2305620 令和3年10月14日 有限会社　尾崎工務店

名古屋市中村区 2305669 令和3年10月21日 有限会社　山崎組



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中村区 2305673 令和3年10月21日 有限会社　花井住設

名古屋市中村区 2305723 令和3年10月21日 株式会社　倉橋商店

名古屋市中村区 2305724 令和3年10月21日 株式会社　五幸電設

名古屋市中村区 2305745 令和3年10月28日 ノムラ自動車　株式会社

名古屋市中村区 2305806 令和3年10月29日 名西建材　株式会社

名古屋市中村区 2305850 令和3年11月11日 株式会社　エムテック

名古屋市中村区 2305918 令和3年11月18日 株式会社　ハイパー

名古屋市中村区 2305937 令和3年12月2日 三幸毛糸紡績　株式会社

名古屋市中村区 2306037 令和3年12月2日 東３冷凍機　株式会社

名古屋市中村区 2306038 令和3年12月2日 株式会社　ＳＫ電設

名古屋市中村区 2306041 令和3年12月2日 株式会社　ＫＦＳ

名古屋市中村区 2306100 令和3年12月16日 株式会社　セリエージェンシー

名古屋市中村区 2306137 令和4年1月6日 松紅園　株式会社

名古屋市中村区 2306141 令和4年1月6日 株式会社　光システム

名古屋市中村区 2306166 令和4年1月13日 株式会社　ジー・グーフィー

名古屋市中村区 2306187 令和4年1月20日 株式会社　菊谷生進堂

名古屋市中村区 2306194 令和4年1月27日 株式会社　峰商店

名古屋市中村区 2306201 令和4年1月27日 株式会社　ＳΟＲＡ

名古屋市中村区 2306222 令和4年2月3日 株式会社　ＷＷＧ

名古屋市中村区 2306345 令和4年3月10日 サーチナ　株式会社

名古屋市中村区 2306372 令和4年3月17日 クラーク　株式会社

名古屋市中村区 2306380 令和4年3月17日 株式会社　ハットリフォトスタジオ

名古屋市中村区 2306382 令和4年3月17日 株式会社　ＧＲＯＷ

名古屋市中村区 2306406 令和4年3月24日 株式会社　エスエムアイ

名古屋市中村区 2306425 令和4年3月24日 株式会社　よんろく

名古屋市中村区 2306546 令和4年4月21日 株式会社　ハルク

名古屋市中村区 2306582 令和4年4月28日 株式会社　東海光機

名古屋市中村区 2306701 令和4年4月1日 有限会社　河崎商店



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市中村区 2306729 令和4年6月2日 株式会社　あとらいず

名古屋市中村区 2306741 令和4年6月2日 有限会社　トマト

名古屋市中村区 2306796 令和4年6月16日 アズウェル　株式会社

名古屋市中村区 2306806 令和4年6月16日 藤コンサル　株式会社

名古屋市中村区 2306812 令和4年6月16日 株式会社　コプロ・ホールディングス

名古屋市中村区 2306813 令和4年6月16日 株式会社　コプロ・エンジニアード

名古屋市中村区 2306876 令和4年6月30日 デライト　株式会社

名古屋市中村区 2306901 令和4年7月7日 コムネットワーク　株式会社

名古屋市中村区 2306920 令和4年7月14日 弁護士法人　大樹法律事務所

名古屋市中村区 2306961 令和4年8月4日 株式会社　クロスワークス

名古屋市中村区 2306974 令和4年8月4日 アイカ工業　株式会社

名古屋市中村区 2307016 令和4年8月12日 株式会社　レボ・シェア

名古屋市中村区 2307022 令和4年8月12日 東和電気工事　株式会社

名古屋市中村区 2307030 令和4年8月12日 株式会社　大道設計

名古屋市天白区 2300274 平成28年12月6日 医療法人　あいち診療会

名古屋市天白区 2300360 平成28年12月12日 株式会社　ハース・ジャパン

名古屋市天白区 2300413 平成28年12月19日
社会福祉法人　八起社養護老人ホーム名古屋市
寿荘

名古屋市天白区 2300604 平成29年1月20日 一般財団法人　こども財団リーゴ植田保育園

名古屋市天白区 2300751 平成29年1月25日 日本デージー　株式会社

名古屋市天白区 2300885 平成29年4月19日 株式会社　室賀不動産

名古屋市天白区 2301214 平成29年5月9日 社会福祉法人　ケアマキス

名古屋市天白区 2301317 平成29年6月8日 鈴木産業　株式会社

名古屋市天白区 2301387 平成29年7月18日 株式会社　河合電器製作所

名古屋市天白区 2301395 平成29年7月18日 株式会社　ライフ

名古屋市天白区 2301500 平成29年7月31日 森本経営会計事務所

名古屋市天白区 2301942 平成30年5月2日 株式会社　メイコウサポート

名古屋市天白区 2302177 平成30年6月27日 株式会社　エスアールシーオート

名古屋市天白区 2302292 平成30年7月10日 株式会社　コスモウィンズ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市天白区 2302423 平成30年9月11日 興和運輸　株式会社

名古屋市天白区 2302434 平成30年9月13日 竹内浴槽　株式会社

名古屋市天白区 2302515 平成30年10月1日 有限会社　井本精機

名古屋市天白区 2302580 平成30年10月24日 株式会社　永山自動車

名古屋市天白区 2302648 平成30年11月8日 新日本印刷　株式会社

名古屋市天白区 2302649 平成30年11月8日 株式会社　マルワ

名古屋市天白区 2302668 平成30年11月13日 株式会社　シー･アール･エム

名古屋市天白区 2303225 令和1年6月27日 株式会社　トライエージェンシー

名古屋市天白区 2303365 令和1年7月25日 有限会社　アクティブ

名古屋市天白区 2303366 令和1年7月25日 株式会社　新栄商会

名古屋市天白区 2303394 令和1年7月31日 株式会社　イズオート

名古屋市天白区 2303411 令和1年7月31日 株式会社　シグマ商事

名古屋市天白区 2303413 令和1年7月31日 有限会社　イロハ総合サービス

名古屋市天白区 2303426 令和1年8月8日 有限会社　コンボイ

名古屋市天白区 2303660 令和1年10月10日 昭和土木　株式会社

名古屋市天白区 2303687 令和1年10月24日 株式会社　ＳＥＮＳＥ

名古屋市天白区 2303732 令和1年11月11日 有限会社　イーグルエージェンシー

名古屋市天白区 2304100 令和2年4月23日 名豊特殊鋼　株式会社

名古屋市天白区 2304105 令和2年4月23日 渡辺工業株式会社

名古屋市天白区 2304483 令和2年12月3日 三進化学工業　株式会社

名古屋市天白区 2304612 令和3年4月15日 本州建設　株式会社

名古屋市天白区 2304643 令和3年4月30日 株式会社　小島製作所

名古屋市天白区 2304735 令和3年5月27日 株式会社　エバ

名古屋市天白区 2304923 令和3年7月15日 株式会社　ケーピーピー

名古屋市天白区 2304927 令和3年7月15日 ひかり訪問看護ステーション天白

名古屋市天白区 2304975 令和3年7月29日 愛知電子工業　株式会社

名古屋市天白区 2304992 令和3年8月5日 株式会社　中京技研

名古屋市天白区 2304993 令和3年8月5日 シード・エンジニアリング　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市天白区 2305021 令和3年8月12日 株式会社　カスプデンタルサプライ

名古屋市天白区 2305023 令和3年8月12日 森栄建設　株式会社

名古屋市天白区 2305045 令和3年8月19日 株式会社　伸成

名古屋市天白区 2305046 令和3年8月19日 グリーンスポーツ施設　株式会社

名古屋市天白区 2305047 令和3年8月19日 有限会社　石川工業

名古屋市天白区 2305048 令和3年8月19日 株式会社　創栄

名古屋市天白区 2305049 令和3年8月19日 株式会社　リンクス

名古屋市天白区 2305086 令和3年8月26日 株式会社　ゲット･フーズ

名古屋市天白区 2305094 令和3年8月26日 成輪　有限会社

名古屋市天白区 2305124 令和3年9月2日 ツジックス　株式会社

名古屋市天白区 2305126 令和3年9月2日 株式会社　らくらくエコショップ

名古屋市天白区 2305127 令和3年9月2日 株式会社　ＦＡＣＴＥ

名古屋市天白区 2305132 令和3年9月2日 あおいファミリー　株式会社

名古屋市天白区 2305134 令和3年9月9日 株式会社　河合工業

名古屋市天白区 2305143 令和3年9月9日 株式会社　ＳＨＣ

名古屋市天白区 2305151 令和3年9月9日 大和新薬　株式会社

名古屋市天白区 2305179 令和3年9月9日 株式会社　オリーブ

名古屋市天白区 2305180 令和3年9月9日 株式会社　アット・クリーナー

名古屋市天白区 2305199 令和3年9月16日 有限会社　まるや本店

名古屋市天白区 2305224 令和3年9月16日 寺西商事　株式会社

名古屋市天白区 2305244 令和3年9月16日 株式会社　ビーエムオージャパン

名古屋市天白区 2305284 令和3年9月16日 株式会社　藤久

名古屋市天白区 2305290 令和3年9月16日 アロマスター株式会社

名古屋市天白区 2305335 令和3年9月16日 有限会社　阿部意匠

名古屋市天白区 2305395 令和3年9月24日 株式会社　プラスアルファ

名古屋市天白区 2305405 令和3年9月24日 常盤油機　株式会社

名古屋市天白区 2305483 令和3年9月30日 株式会社　ビューティーサロンハラダ

名古屋市天白区 2305617 令和3年10月14日 株式会社　アツプルコーポレーション



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市天白区 2305633 令和3年10月14日 中京興産　株式会社

名古屋市天白区 2305668 令和3年10月21日 株式会社　サンテクニカル

名古屋市天白区 2305777 令和3年10月29日 株式会社　Ｂｅａｒｓ

名古屋市天白区 2305820 令和3年10月29日 一つ山ホールディングス　株式会社

名古屋市天白区 2305885 令和3年11月18日 ランクス　株式会社

名古屋市天白区 2305953 令和3年12月2日 有限会社　大栄サービス

名古屋市天白区 2305977 令和3年12月2日 医療法人　玲生会　にん内科

名古屋市天白区 2305989 令和3年12月2日 株式会社　ブライトニック

名古屋市天白区 2306021 令和3年12月2日 滝本技研工業　株式会社

名古屋市天白区 2306026 令和3年12月2日 ケアプランコマ　株式会社

名古屋市天白区 2306363 令和4年3月17日 株式会社　エムテック

名古屋市天白区 2306374 令和4年3月17日 夢木香　株式会社

名古屋市天白区 2306528 令和4年4月14日 株式会社　ｃｒｅａｔｏ

名古屋市天白区 2306568 令和4年4月28日 株式会社　エバホームケアサービス

名古屋市天白区 2306777 令和4年6月9日 有限会社　チェリッシュ企画

名古屋市天白区 2306871 令和4年6月30日 丹羽機材　株式会社

名古屋市天白区 2306896 令和4年7月7日 愛航　株式会社

名古屋市天白区 2306958 令和4年8月4日 株式会社　リーフカンパニー

名古屋市天白区 2306998 令和4年8月12日 株式会社　遠州建設

名古屋市天白区 2307004 令和4年8月12日 株式会社　ｅｎｓｙｕｕ

名古屋市東区 2300001 平成28年10月1日 蘇水エンヂニヤリング　有限会社

名古屋市東区 2300045 平成28年10月1日 株式会社オークローンマーケティング

名古屋市東区 2300275 平成28年12月6日 株式会社　ｇｅｎｅ

名古屋市東区 2300311 平成28年12月6日 株式会社　セネック・サービス

名古屋市東区 2300359 平成28年12月12日 社会福祉法人　愛知県厚生事業団

名古屋市東区 2300361 平成28年12月12日 株式会社　ＴＴＫ

名古屋市東区 2300363 平成28年12月12日 プレイリーホームズ　株式会社

名古屋市東区 2300424 平成28年12月19日 セントラル画材　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市東区 2300452 平成28年12月19日 株式会社　ＯＴＳＬ

名古屋市東区 2300682 平成29年1月20日 株式会社　三光アド

名古屋市東区 2300733 平成29年1月25日 株式会社　フロンティアの介護

名古屋市東区 2300770 平成29年1月27日 株式会社　テイク

名古屋市東区 2300771 平成29年1月27日 株式会社　Ｍｅｍｏｒｉｓ

名古屋市東区 2300830 平成29年3月14日 名急商事　株式会社

名古屋市東区 2300861 平成29年4月18日 株式会社　ハーツシステム

名古屋市東区 2300926 平成29年4月21日 株式会社　大和屋商店

名古屋市東区 2301031 平成29年4月27日 株式会社　ＲＥセレクション

名古屋市東区 2301217 平成29年5月9日 株式会社　エイジェントヴィレッジ

名古屋市東区 2301218 平成29年5月9日 日陶科学　株式会社

名古屋市東区 2301308 平成29年6月2日 株式会社　コメダ

名古屋市東区 2301319 平成29年6月8日 ａｖｉｖｏ　株式会社

名古屋市東区 2301362 平成29年7月18日 株式会社　ＳΝＡＰＳＨＯＴ

名古屋市東区 2301389 平成29年7月18日 株式会社ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｄｅｓｉｇｎ

名古屋市東区 2301420 平成29年7月18日 株式会社　岸田

名古屋市東区 2301609 平成29年9月19日 株式会社　アミッド情報企画

名古屋市東区 2301615 平成29年9月25日 ＴＴＳ　株式会社

名古屋市東区 2301647 平成29年11月14日 クラウド　株式会社

名古屋市東区 2301648 平成29年11月14日 コレオ　株式会社

名古屋市東区 2301684 平成29年12月13日 株式会社　橋本金属商事

名古屋市東区 2301692 平成29年12月20日 株式会社　イツバスタッフ

名古屋市東区 2302033 平成30年5月16日 Ａ―Ｒｉｄｉｎｇ　株式会社

名古屋市東区 2302056 平成30年5月24日 マイコミュニケーション　株式会社

名古屋市東区 2302084 平成30年5月31日 グランドライン　株式会社

名古屋市東区 2302134 平成30年6月19日 クローバー　株式会社

名古屋市東区 2302187 平成30年6月27日 株式会社　エヌティーピー

名古屋市東区 2302228 平成30年7月5日 日本空調システム　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市東区 2302233 平成30年7月5日 深田電機　株式会社

名古屋市東区 2302438 平成30年9月13日 加藤化学　株式会社　第一富士ビル

名古屋市東区 2302587 平成30年10月24日 長屋印刷　株式会社

名古屋市東区 2302597 平成30年10月24日 株式会社　蒼隹設計

名古屋市東区 2302716 平成30年11月28日 株式会社　グッドスピード

名古屋市東区 2302775 平成30年12月20日 株式会社　Ｖ―ＨＡＮＤＳ

名古屋市東区 2302822 平成31年1月17日 メタルハンズ　株式会社

名古屋市東区 2302830 平成31年1月24日 有限会社　エムズコーポレーション

名古屋市東区 2302933 平成31年3月7日 株式会社　ビッグ・インテック

名古屋市東区 2302967 平成31年4月1日 ジャパンエナジー　株式会社

名古屋市東区 2303028 平成31年4月22日 名古屋不動産　株式会社

名古屋市東区 2303074 令和1年5月8日 社会福祉法人 名古屋東福祉協会

名古屋市東区 2303116 令和1年5月23日 株式会社　タイセイ

名古屋市東区 2303195 令和1年6月20日 株式会社　ドリーム

名古屋市東区 2303315 令和1年7月11日 トランコムＭＴＳ　株式会社

名古屋市東区 2303382 令和1年7月25日 株式会社　堀資材

名古屋市東区 2303451 令和1年8月8日 株式会社　ＺＥＲＯＢＡＳＥ

名古屋市東区 2303635 令和1年10月3日 株式会社　キュービック

名古屋市東区 2303678 令和1年10月17日 いその　株式会社

名古屋市東区 2303716 令和1年10月30日 株式会社　ダンク

名古屋市東区 2304114 令和2年4月23日 株式会社　セントラルサービス

名古屋市東区 2304157 令和2年5月28日 株式会社　ツナグコト

名古屋市東区 2304273 令和2年8月27日 株式会社　相建

名古屋市東区 2304276 令和2年9月3日 株式会社　ＡＭＳ

名古屋市東区 2304353 令和2年10月15日 株式会社　ミドリ

名古屋市東区 2304525 令和3年1月28日 ＷＡＹＫ’Ｓ　株式会社

名古屋市東区 2304665 令和3年5月6日 社会福祉法人　てとろ

名古屋市東区 2304730 令和3年5月27日 株式会社　明藤リンク



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市東区 2304873 令和3年7月8日 サイバーネックス　株式会社

名古屋市東区 2305001 令和3年8月12日 株式会社　中央電気保安協会

名古屋市東区 2305027 令和3年8月12日 株式会社　ＮＳＫ

名古屋市東区 2305053 令和3年8月19日 株式会社　メイ・コネクト

名古屋市東区 2305098 令和3年8月26日 三章エンジニアリング　株式会社

名古屋市東区 2305105 令和3年8月26日 Ｓｏｆｔ　株式会社

名古屋市東区 2305120 令和3年9月2日 笠置産業　株式会社

名古屋市東区 2305141 令和3年9月9日 キーシュトバム　合同会社

名古屋市東区 2305198 令和3年9月16日 株式会社　オカシズ

名古屋市東区 2305216 令和3年9月16日 株式会社　エフアンドティ

名古屋市東区 2305271 令和3年9月16日  株式会社　ｔｈＡｎｋ

名古屋市東区 2305431 令和3年9月24日 中部技研工業　株式会社

名古屋市東区 2305433 令和3年9月24日 株式会社　大邦建設

名古屋市東区 2305637 令和3年10月14日 六合エレメック　株式会社

名古屋市東区 2305825 令和3年11月11日 株式会社　ウインナー美容室

名古屋市東区 2305995 令和3年12月2日 株式会社　エーライド

名古屋市東区 2306238 令和4年2月3日 株式会社　石捨

名古屋市東区 2306476 令和4年4月7日 株式会社　ｆｅｌｍｏ

名古屋市東区 2306498 令和4年4月7日 有限会社　ＫＴ創建

名古屋市東区 2306526 令和4年4月14日 株式会社　エッコ

名古屋市東区 2306547 令和4年4月21日 瑞菱電機　株式会社

名古屋市東区 2306549 令和4年4月21日 日本宅配システム　株式会社

名古屋市東区 2306708 令和4年5月26日 日本メディアシステム　株式会社

名古屋市東区 2306744 令和4年6月2日 株式会社　ビジネスサポート

名古屋市東区 2306804 令和4年6月16日 邦友テック　株式会社

名古屋市東区 2306864 令和4年6月30日 株式会社　加藤設計

名古屋市東区 2306935 令和4年7月21日 ＫＵＭＡＤＥ　株式会社

名古屋市東区 2306937 令和4年7月21日



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市東区 2306950 令和4年7月28日 株式会社　Ａｎｃ

名古屋市南区 2300133 平成28年10月20日 株式会社　ヤマアック

名古屋市南区 2300139 平成28年10月20日 近藤産興　株式会社

名古屋市南区 2300217 平成28年11月30日 株式会社　マリン

名古屋市南区 2300272 平成28年12月5日 株式会社　チップトン

名古屋市南区 2300353 平成28年12月8日 東亜環境サ―ビス　株式会社

名古屋市南区 2300393 平成28年12月12日

名古屋市南区 2300481 平成28年12月27日 株式会社　名晋

名古屋市南区 2300485 平成28年12月27日 希望運輸　株式会社

名古屋市南区 2300503 平成28年12月27日 医療法人　心和会　北村病院

名古屋市南区 2300559 平成29年1月16日 貝坂工業　株式会社

名古屋市南区 2300644 平成29年1月20日 社会福祉法人みなみ福祉会　笠寺幼児園

名古屋市南区 2300670 平成29年1月20日 アイ・レディスクリニック

名古屋市南区 2300672 平成29年1月20日 株式会社　デンユウ

名古屋市南区 2300694 平成29年1月20日 株式会社　テクノタジマ

名古屋市南区 2300712 平成29年1月20日 三幸興業　株式会社

名古屋市南区 2300726 平成29年1月25日 株式会社　モリタ

名古屋市南区 2300727 平成29年1月25日 帝研化工　株式会社

名古屋市南区 2300805 平成29年2月10日 株式会社　小坂鉄工所

名古屋市南区 2300818 平成29年2月28日 株式会社　キキョウファーマシー

名古屋市南区 2300921 平成29年4月21日 株式会社　朝日屋

名古屋市南区 2301049 平成29年4月27日 株式会社　健癒庵

名古屋市南区 2301094 平成29年5月1日 有限会社　コアフール高木

名古屋市南区 2301102 平成29年5月1日 有限会社　村田商店

名古屋市南区 2301339 平成29年7月7日 大成工業　株式会社

名古屋市南区 2301390 平成29年7月18日 明伸タイヤサービス

名古屋市南区 2301436 平成29年7月24日 株式会社　ａｌｆＲｕｎ

名古屋市南区 2301447 平成29年7月24日 株式会社　イグナーツ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市南区 2301600 平成29年9月4日 株式会社　祖父江運動具店

名古屋市南区 2301629 平成29年10月11日 株式会社　ヘルスカンパニー

名古屋市南区 2301778 平成30年4月1日 日本コミュニティケア　株式会社

名古屋市南区 2301816 平成30年4月4日 株式会社　名通

名古屋市南区 2302079 平成30年5月31日 株式会社　トーカイテック

名古屋市南区 2302080 平成30年5月31日 宇佐美工業　株式会社

名古屋市南区 2302168 平成30年6月27日 株式会社　隆祥房

名古屋市南区 2302173 平成30年6月27日 日本ハードウェアー　株式会社

名古屋市南区 2302190 平成30年6月27日 ずゞや　株式会社　名古屋支店

名古屋市南区 2302346 平成30年7月30日 有限会社　伊勢絵馬

名古屋市南区 2302460 平成30年9月26日 株式会社　栄光

名古屋市南区 2302484 平成30年9月26日 株式会社　アジャスト

名古屋市南区 2302519 平成30年10月1日 株式会社　ヒロタ

名古屋市南区 2302663 平成30年11月13日 新家工業　株式会社　名古屋工場

名古屋市南区 2302686 平成30年11月21日 株式会社　江口巌商店

名古屋市南区 2302687 平成30年11月21日 株式会社　エクチ

名古屋市南区 2302845 平成31年1月31日 株式会社　アラレス

名古屋市南区 2302876 平成31年2月7日 株式会社　同和

名古屋市南区 2303179 令和1年6月6日 株式会社　ユーノスファミール

名古屋市南区 2303215 令和1年6月20日 小出鉄工　株式会社

名古屋市南区 2303286 令和1年7月4日 豊国車輌　株式会社

名古屋市南区 2303322 令和1年7月11日 株式会社　ＭＹ　ｍａｍａ

名古屋市南区 2303331 令和1年7月18日 株式会社　エステム

名古屋市南区 2303389 令和1年7月31日 株式会社　ミック

名古屋市南区 2303390 令和1年7月31日 ミックセフティズ　有限会社

名古屋市南区 2303403 令和1年7月31日 有限会社　今川自動車

名古屋市南区 2303421 令和1年8月8日 株式会社　菊屋

名古屋市南区 2303447 令和1年8月8日



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市南区 2303521 令和1年9月5日 中部ビルサービス　株式会社

名古屋市南区 2303643 令和1年10月10日 社会福祉法人　清凉会内田橋清凉苑

名古屋市南区 2303685 令和1年10月17日 株式会社　丸政

名古屋市南区 2303821 令和2年1月30日 株式会社　優空

名古屋市南区 2303995 令和2年3月13日 株式会社　竜製作所

名古屋市南区 2304027 令和2年4月9日 さくら交通　株式会社

名古屋市南区 2304070 令和2年4月9日 株式会社　ヘルスビューティー

名古屋市南区 2304118 令和2年4月23日 株式会社　シミズ

名古屋市南区 2304184 令和2年7月2日 愛知クライスラー　株式会社

名古屋市南区 2304233 令和2年8月6日 株式会社　テクノプラスト

名古屋市南区 2304241 令和2年8月6日 千年エンジニアリング　株式会社

名古屋市南区 2304333 令和2年10月2日 有限会社　朝日化工

名古屋市南区 2304342 令和2年10月8日 株式会社　村上工業

名古屋市南区 2304380 令和2年10月22日 株式会社　大雄

名古屋市南区 2304513 令和3年1月14日 株式会社　ミヤモト

名古屋市南区 2304533 令和3年2月4日 株式会社　イトー

名古屋市南区 2304534 令和3年2月4日 株式会社　伊藤彰産業

名古屋市南区 2304580 令和3年3月25日 ナゴヤフ―ド　株式会社

名古屋市南区 2304645 令和3年4月30日 株式会社　ファンテック

名古屋市南区 2304756 令和3年6月10日 日清鋼業　株式会社

名古屋市南区 2304780 令和3年6月17日 株式会社　ツルミ

名古屋市南区 2304892 令和3年7月8日 白栄精工　株式会社

名古屋市南区 2304913 令和3年7月15日 有限会社　ＫＯＮ

名古屋市南区 2304938 令和3年7月21日 株式会社　Ｓｅｌコーポレーション

名古屋市南区 2304985 令和3年8月5日 株式会社　ダイコク

名古屋市南区 2305006 令和3年8月12日 愛豊商事　株式会社

名古屋市南区 2305007 令和3年8月12日 愛豊技研工業　株式会社

名古屋市南区 2305090 令和3年8月26日 公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市南区 2305096 令和3年8月26日 株式会社　服部工務店

名古屋市南区 2305136 令和3年9月9日 株式会社　共豊コーポレーション

名古屋市南区 2305150 令和3年9月9日 有限会社　梅田企画

名古屋市南区 2305155 令和3年9月9日 加福産業　株式会社

名古屋市南区 2305156 令和3年9月9日 有限会社　テック山口

名古屋市南区 2305157 令和3年9月9日 株式会社　青山商店

名古屋市南区 2305168 令和3年9月9日 奥村商事　合資会社

名古屋市南区 2305194 令和3年9月16日 株式会社　セイリョウ

名古屋市南区 2305253 令和3年9月16日 佐原工建　株式会社

名古屋市南区 2305276 令和3年9月16日 株式会社　大成

名古屋市南区 2305466 令和3年9月30日 株式会社　井藤工業

名古屋市南区 2305478 令和3年9月30日 江島産業　株式会社

名古屋市南区 2305479 令和3年9月30日 有限会社　キック

名古屋市南区 2305496 令和3年9月30日 株式会社　えちごや

名古屋市南区 2305548 令和3年10月7日 株式会社　ヤマセイ

名古屋市南区 2305587 令和3年10月14日 株式会社　クオリティ・オブ・ライフ

名古屋市南区 2305589 令和3年10月14日 新城観光バス株式会社

名古屋市南区 2305651 令和3年10月21日 株式会社　ナカガワ

名古屋市南区 2305699 令和3年10月21日 東海産機　株式会社

名古屋市南区 2305737 令和3年10月28日 イソガイ　株式会社

名古屋市南区 2305760 令和3年10月28日 株式会社　三豊

名古屋市南区 2305771 令和3年10月28日 株式会社　ＯｎＹｏｕｒＳｉｄｅ　こども訪問看護ステーショ
ンてとめと

名古屋市南区 2305801 令和3年10月29日 有限会社　三和製作所

名古屋市南区 2305855 令和3年11月11日 名宝電設工業　株式会社

名古屋市南区 2305860 令和3年11月18日 株式会社　電脳

名古屋市南区 2305861 令和3年11月18日 株式会社　藤田製作所

名古屋市南区 2305863 令和3年11月18日 加古プレス工業　株式会社

名古屋市南区 2305906 令和3年11月18日 株式会社　ユニオンテック



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市南区 2305924 令和3年11月18日 佐藤重工　株式会社

名古屋市南区 2305940 令和3年12月2日 株式会社　シライ

名古屋市南区 2305982 令和3年12月2日 ΒＵテクノ　株式会社

名古屋市南区 2306033 令和3年12月2日 株式会社　アリカワ

名古屋市南区 2306106 令和3年12月16日 有限会社　みどり化学

名古屋市南区 2306150 令和4年1月6日 有限会社　丸佳製作所

名古屋市南区 2306217 令和4年2月3日 有限会社　阪納会計事務所

名古屋市南区 2306229 令和4年2月3日 株式会社　佐藤製作所

名古屋市南区 2306252 令和4年2月10日 有限会社　野村精工

名古屋市南区 2306256 令和4年2月10日 名古屋自動車サ―ビス　株式会社

名古屋市南区 2306346 令和4年3月10日 株式会社　鶴田工業所

名古屋市南区 2306480 令和4年4月7日 株式会社　グリットシステム

名古屋市南区 2306500 令和4年4月7日 双和鉄筋　株式会社

名古屋市南区 2306604 令和4年5月12日 株式会社　大祐

名古屋市南区 2306683 令和4年5月26日 株式会社　白鳩

名古屋市南区 2306999 令和4年8月12日 株式会社　サウス警備

名古屋市南区 2307010 令和4年8月12日 株式会社　プレミアム住マイル

名古屋市南区 2307011 令和4年8月12日 レッドガウル　株式会社

名古屋市南区 2307012 令和4年8月12日 株式会社　名和工業

名古屋市南区 2307014 令和4年8月12日 ワイエス　株式会社

名古屋市南区 2307042 令和4年8月18日 株式会社　メイク

名古屋市熱田区 2300020 平成28年10月1日 医療法人　杏園会

名古屋市熱田区 2300218 平成28年11月30日 ＥＰＯヒューマンリソース株式会社

名古屋市熱田区 2300252 平成28年12月5日 社会福祉法人　明星会

名古屋市熱田区 2300337 平成28年12月8日 株式会社　銀星

名古屋市熱田区 2300365 平成28年12月12日 株式会社　山田商会

名古屋市熱田区 2300570 平成29年1月16日 株式会社　豊建

名古屋市熱田区 2300571 平成29年1月16日 千年建設　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市熱田区 2300578 平成29年1月16日 株式会社　ネオレックス

名古屋市熱田区 2300635 平成29年1月20日 三幸タクシー　株式会社

名古屋市熱田区 2300686 平成29年1月20日 アローコンサルタント株式会社

名古屋市熱田区 2300717 平成29年1月25日 医療法人　三恵会服部病院

名古屋市熱田区 2300773 平成29年1月27日 株式会社　服部組

名古屋市熱田区 2300918 平成29年4月21日 全日本自治団体労働組合愛知県本部

名古屋市熱田区 2300968 平成29年4月26日 有限会社　平田造園

名古屋市熱田区 2301016 平成29年4月26日 株式会社　甲組

名古屋市熱田区 2301053 平成29年4月27日

名古屋市熱田区 2301124 平成29年5月1日 Ｅａｓｔ　Ｆｕｔｕｒｅ　株式会社

名古屋市熱田区 2301236 平成29年5月9日 有限会社　丸山組

名古屋市熱田区 2301448 平成29年7月24日 株式会社　こうら

名古屋市熱田区 2301449 平成29年7月24日 株式会社　博正塗装

名古屋市熱田区 2301714 平成30年2月1日 伊藤硝子　株式会社

名古屋市熱田区 2301739 平成30年2月15日 株式会社　アメディア

名古屋市熱田区 2301807 平成30年4月4日 株式会社　丸水水産

名古屋市熱田区 2302088 平成30年5月31日 エスアドバンス　株式会社

名古屋市熱田区 2302193 平成30年6月27日 株式会社　ジンキャスト

名古屋市熱田区 2302220 平成30年6月27日 伸栄産業　株式会社

名古屋市熱田区 2302226 平成30年7月5日 新日本コーポレーション　株式会社

名古屋市熱田区 2302386 平成30年8月23日

名古屋市熱田区 2302527 平成30年10月1日 東洋フィルム　株式会社

名古屋市熱田区 2302659 平成30年11月8日 株式会社　エス・ディ・ロジ

名古屋市熱田区 2302966 平成31年4月1日 サスティナブル・ストーリー　株式会社

名古屋市熱田区 2303027 平成31年4月22日 宝和工業　株式会社

名古屋市熱田区 2303363 令和1年7月25日 名古屋市場運輸　株式会社

名古屋市熱田区 2303487 令和1年8月29日 株式会社　豊徳

名古屋市熱田区 2303621 令和1年10月3日 株式会社　プロサイトスタッフ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市熱田区 2303672 令和1年10月17日 社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会

名古屋市熱田区 2303692 令和1年10月24日 株式会社　ニューウェルス

名古屋市熱田区 2303755 令和1年11月22日 名古屋青果　株式会社

名古屋市熱田区 2303781 令和1年12月20日 株式会社　ライフサポート

名古屋市熱田区 2304008 令和2年3月19日 ＤＡＩＳＵＩ　株式会社

名古屋市熱田区 2304063 令和2年4月9日 税理士法人　みらい経営

名古屋市熱田区 2304186 令和2年7月9日 有限会社　石川経営サ―ビス

名古屋市熱田区 2304187 令和2年7月9日 社会保険労務士法人　みらい人事経営

名古屋市熱田区 2304220 令和2年7月27日 ８８８

名古屋市熱田区 2304340 令和2年10月8日 株式会社　ミューパートナーズ

名古屋市熱田区 2304392 令和2年10月29日 株式会社　福利厚生倶楽部中部

名古屋市熱田区 2304410 令和2年11月5日 株式会社　鈴活印刷

名古屋市熱田区 2304714 令和3年5月20日 赤津機械　株式会社

名古屋市熱田区 2304861 令和3年7月8日 社会福祉法人　泉坊保育園

名古屋市熱田区 2304881 令和3年7月8日 名古屋フィルター販売　株式会社

名古屋市熱田区 2304997 令和3年8月5日 株式会社　名給

名古屋市熱田区 2305130 令和3年9月2日 株式会社　ミツオ

名古屋市熱田区 2305158 令和3年9月9日 株式会社　ワセイジャパン

名古屋市熱田区 2305233 令和3年9月16日 株式会社　南部食鶏

名古屋市熱田区 2305355 令和3年9月16日 ＭＡＡＭ　合同会社

名古屋市熱田区 2305356 令和3年9月16日

名古屋市熱田区 2305380 令和3年9月24日 株式会社　魚彦

名古屋市熱田区 2305400 令和3年9月24日 一般財団法人　ファインセラミックスセンター

名古屋市熱田区 2305570 令和3年10月7日 株式会社　大福

名古屋市熱田区 2305791 令和3年10月29日 有限会社　牟田美智代事務所

名古屋市熱田区 2305802 令和3年10月29日 丸善工業　株式会社

名古屋市熱田区 2305810 令和3年10月29日 株式会社　サンエイト

名古屋市熱田区 2305841 令和3年11月11日 株式会社　セットポイント



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市熱田区 2306224 令和4年2月3日 有限会社　近藤アルミニュ―ム製作所

名古屋市熱田区 2306743 令和4年6月2日 新光ゴム工業　株式会社

名古屋市熱田区 2306792 令和4年6月16日 株式会社　ＳＭＡＳＨ　ＨＤ

名古屋市熱田区 2306833 令和4年6月23日 宏和工業　株式会社

名古屋市熱田区 2306960 令和4年8月4日 源冷機部品　株式会社

名古屋市熱田区 2307028 令和4年8月12日 有限会社　ТＯＭＯファクトリー

名古屋市北区 2300047 平成28年10月1日 一般財団法人　愛知健康増進財団

名古屋市北区 2300097 平成28年10月1日 アイチサ―ビス　株式会社

名古屋市北区 2300100 平成28年10月1日 株式会社　帝産キャブ名古屋

名古屋市北区 2300145 平成28年10月20日 株式会社　平安閣

名古屋市北区 2300155 平成28年11月1日 朝日化工　株式会社

名古屋市北区 2300164 平成28年11月24日 社会保険労務士法人　太田労研

名古屋市北区 2300307 平成28年12月6日 イリノマシンサービス　株式会社

名古屋市北区 2300458 平成28年12月27日

名古屋市北区 2300652 平成29年1月20日 株式会社　旺尚社陳列製作所

名古屋市北区 2300656 平成29年1月20日 社会福祉法人　共育ちの会あかつき田幡保育園

名古屋市北区 2300713 平成29年1月20日 株式会社　ブロードバンク

名古屋市北区 2300781 平成29年1月27日

名古屋市北区 2300788 平成29年1月27日 医療法人　名古屋北クリニック

名古屋市北区 2300855 平成29年4月11日 株式会社　環境科学研究所

名古屋市北区 2300888 平成29年4月19日 松山業務店　株式会社

名古屋市北区 2300941 平成29年4月21日 岩崎木材　株式会社

名古屋市北区 2300987 平成29年4月26日 株式会社　モデルプラネット

名古屋市北区 2300992 平成29年4月26日 株式会社　舟橋塗装店

名古屋市北区 2301012 平成29年4月26日 有限会社　三和予防医学

名古屋市北区 2301118 平成29年5月1日 株式会社　ヤシロコーポレーション

名古屋市北区 2301289 平成29年5月19日 たびぱーく　株式会社

名古屋市北区 2301293 平成29年5月19日 株式会社　愛洋産業



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市北区 2301366 平成29年7月18日 株式会社　さくら荷役

名古屋市北区 2301383 平成29年7月18日 アクアメニティ工業　株式会社

名古屋市北区 2301473 平成29年7月24日

名古屋市北区 2301596 平成29年9月4日 株式会社　あいじょう不動産

名古屋市北区 2301673 平成29年11月30日 東洋プリディア　株式会社

名古屋市北区 2301682 平成29年12月13日 株式会社　雨宮

名古屋市北区 2301700 平成30年1月4日 ライフドクター　株式会社

名古屋市北区 2301707 平成30年1月18日 株式会社　ＴΒ商会

名古屋市北区 2301709 平成30年1月24日 社会保険労務士法人　絆

名古屋市北区 2301732 平成30年2月9日 株式会社　中央歯科産業

名古屋市北区 2301745 平成30年2月15日 株式会社　優心

名古屋市北区 2301776 平成30年4月1日 株式会社　溝口組

名古屋市北区 2301985 平成30年5月15日 株式会社　Ｔ・Ｗ

名古屋市北区 2302041 平成30年5月22日 株式会社　ニシワキ

名古屋市北区 2302309 平成30年7月17日 株式会社　カケン

名古屋市北区 2302311 平成30年7月17日 株式会社　伊藤美芸社製版所

名古屋市北区 2302370 平成30年8月13日 株式会社　エーアイファシリティーズ

名古屋市北区 2302496 平成30年9月26日 東海急送　株式会社

名古屋市北区 2302603 平成30年10月24日 東和交通　株式会社

名古屋市北区 2302718 平成30年11月28日 株式会社　東海シーオーエーエス

名古屋市北区 2302791 平成30年12月26日 有限会社　Ｏ．Ｐスタジオ

名古屋市北区 2302793 平成30年12月26日 株式会社　ティーケーズサービス

名古屋市北区 2302861 平成31年1月31日 ナガオ装工　株式会社

名古屋市北区 2302869 平成31年2月7日 株式会社　愛伸エージェンシー

名古屋市北区 2302886 平成31年2月21日 綜合エンジニアリング　株式会社

名古屋市北区 2303102 令和1年5月16日 株式会社　ダブルエイチオー

名古屋市北区 2303350 令和1年7月18日 株式会社　トータル・サポート

名古屋市北区 2303383 令和1年7月25日 有限会社　荒木製作所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市北区 2303457 令和1年8月15日 ニットーメディカルシステムズ株式会社

名古屋市北区 2303507 令和1年9月5日 株式会社　松本設備

名古屋市北区 2303538 令和1年9月12日 ミソノサービス　株式会社

名古屋市北区 2303559 令和1年9月19日 プロパティパートナーズ　株式会社

名古屋市北区 2303573 令和1年9月19日 株式会社　アイビーネット

名古屋市北区 2303581 令和1年9月27日 松栄興業　株式会社

名古屋市北区 2303624 令和1年10月3日 山田電機製造　株式会社

名古屋市北区 2303630 令和1年10月3日 キムラガステム　株式会社

名古屋市北区 2303696 令和1年10月24日 有限会社　三共衛研

名古屋市北区 2303717 令和1年10月30日 株式会社　ＮＫＧアソシエ

名古屋市北区 2303801 令和2年1月23日 三ツ輪タクシー　株式会社

名古屋市北区 2303956 令和2年3月6日 草川工業　株式会社

名古屋市北区 2303964 令和2年3月13日 斉田　株式会社

名古屋市北区 2304065 令和2年4月9日

名古屋市北区 2304075 令和2年4月9日 株式会社　ウィーアップコーポレーション

名古屋市北区 2304181 令和2年7月2日 有限会社　小田工業

名古屋市北区 2304289 令和2年9月10日 山田美術印刷　株式会社

名古屋市北区 2304292 令和2年9月10日 株式会社　キョ―エイファ―スト

名古屋市北区 2304315 令和2年9月17日 株式会社　リクラス

名古屋市北区 2304369 令和2年10月22日 株式会社　グローバルビジョン

名古屋市北区 2304425 令和2年11月12日 仲建設　株式会社

名古屋市北区 2304478 令和2年12月3日 株式会社　イトウ

名古屋市北区 2304561 令和3年3月11日 株式会社　ＴＡＫＡＭＩ

名古屋市北区 2304624 令和3年4月30日 株式会社　第一スタジオ

名古屋市北区 2304632 令和3年4月30日 株式会社　エムケイシイ

名古屋市北区 2304673 令和3年5月6日 株式会社　水谷鉄工所

名古屋市北区 2304875 令和3年7月8日 川辺建設　株式会社

名古屋市北区 2304898 令和3年7月15日 まさき電設　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市北区 2304900 令和3年7月15日 ＬＥＣ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ　株式会社

名古屋市北区 2304919 令和3年7月15日 有限会社　タムカンパニー

名古屋市北区 2304922 令和3年7月15日 株式会社　フレンズ

名古屋市北区 2304932 令和3年7月21日 株式会社　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｃａｒｅｅｒ

名古屋市北区 2304940 令和3年7月21日 日本実業警備保障　株式会社

名古屋市北区 2304944 令和3年7月21日 株式会社　唐澤電気工事

名古屋市北区 2304953 令和3年7月21日 株式会社　ＭＥＭ

名古屋市北区 2304963 令和3年7月29日 名光機器　株式会社

名古屋市北区 2305005 令和3年8月12日 有限会社　サクラ

名古屋市北区 2305039 令和3年8月19日 愛知バス　株式会社

名古屋市北区 2305100 令和3年8月26日 ガイアパイル　株式会社

名古屋市北区 2305107 令和3年8月26日 ナゴヤホ―ルセ―ル　株式会社

名古屋市北区 2305108 令和3年8月26日 株式会社　ケ―ワイ・テクニカル

名古屋市北区 2305145 令和3年9月9日 株式会社　ＫＤＣ

名古屋市北区 2305176 令和3年9月9日 株式会社　横田管工

名古屋市北区 2305217 令和3年9月16日 高林電機　株式会社

名古屋市北区 2305258 令和3年9月16日 犬飼電設　株式会社

名古屋市北区 2305259 令和3年9月16日 ＥＣＯ　ＢＡＳＥ　合同会社

名古屋市北区 2305260 令和3年9月16日 メイトク　株式会社

名古屋市北区 2305318 令和3年9月16日 株式会社　エイテック

名古屋市北区 2305319 令和3年9月16日 有限会社　鈴木製作所

名古屋市北区 2305406 令和3年9月24日 株式会社　良永社

名古屋市北区 2305480 令和3年9月30日 株式会社　二和印刷紙業

名古屋市北区 2305563 令和3年10月7日 株式会社　Ｉ　ＮＥＸＴ

名古屋市北区 2305642 令和3年10月14日 税理士法人　鹿野会計

名古屋市北区 2305772 令和3年10月28日 行政書士法人　ＴＳＵＢＯＩ　Ａ．Ｐ．

名古屋市北区 2305890 令和3年11月18日

名古屋市北区 2306233 令和4年2月3日 株式会社　ドゥ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市北区 2306239 令和4年2月3日 ときわメディカルサービス　株式会社

名古屋市北区 2306296 令和4年2月24日 有限会社　千成工業

名古屋市北区 2306440 令和4年3月31日 セキュリティスタッフ　株式会社

名古屋市北区 2306454 令和4年3月31日 中部仮設　株式会社

名古屋市北区 2306456 令和4年3月31日 株式会社　豊和建設

名古屋市北区 2306512 令和4年4月14日 村繁造園土木　株式会社

名古屋市北区 2306522 令和4年4月14日 日研工業　株式会社

名古屋市北区 2306621 令和4年5月19日 株式会社　ＤＡＩＥＩ

名古屋市北区 2306627 令和4年5月19日 株式会社　秀幸

名古屋市北区 2306675 令和4年5月26日 一般財団法人　愛知県交通安全協会

名古屋市北区 2306691 令和4年5月26日 株式会社　Ｋ＆Ｊフロンティア

名古屋市北区 2306692 令和4年5月26日 株式会社　中日映像

名古屋市北区 2306693 令和4年5月26日 株式会社　柔和

名古屋市北区 2306720 令和4年5月26日 株式会社　あじよし

名古屋市北区 2306721 令和4年5月26日 三愛科学　株式会社

名古屋市北区 2306731 令和4年6月2日 株式会社　ＩＲＩＮＯ

名古屋市北区 2306764 令和4年6月2日 株式会社　東海メンテナンス

名古屋市北区 2306819 令和4年6月16日 株式会社　創造感性企画

名古屋市北区 2306843 令和4年6月23日 アイエス不動産　株式会社

名古屋市北区 2306956 令和4年8月4日 スカイウォーカー　株式会社

名古屋市北区 2306973 令和4年8月4日 株式会社　ＫＮ中部

名古屋市名東区 2300046 平成28年10月1日 株式会社　奥村設計

名古屋市名東区 2300050 平成28年10月1日 有限会社　エムアンドエム

名古屋市名東区 2300110 平成28年10月1日 株式会社　マルカワ

名古屋市名東区 2300375 平成28年12月12日 東海物産　株式会社

名古屋市名東区 2300502 平成28年12月27日 株式会社　エブリデイピープル

名古屋市名東区 2300524 平成29年1月10日 株式会社　求人企画

名古屋市名東区 2300537 平成29年1月10日 株式会社　ラ・サール



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市名東区 2300538 平成29年1月10日 株式会社　明が丘

名古屋市名東区 2300722 平成29年1月25日 有限会社　グローバル検査

名古屋市名東区 2300878 平成29年4月19日 合同会社　ケアファーム星ヶ丘

名古屋市名東区 2301062 平成29年4月27日 ワイジェーエス販売　株式会社

名古屋市名東区 2301262 平成29年5月15日 マルホ産業　株式会社

名古屋市名東区 2301272 平成29年5月15日 株式会社　スリーＣ

名古屋市名東区 2301466 平成29年7月24日 株式会社　加藤産業

名古屋市名東区 2301513 平成29年7月31日 有限会社　ユニコ

名古屋市名東区 2301561 平成29年8月7日 株式会社　プロテック

名古屋市名東区 2301572 平成29年8月18日 合同会社　メープルリング

名古屋市名東区 2301575 平成29年8月18日 中京重機　株式会社

名古屋市名東区 2301634 平成29年10月19日 一般社団法人　ＯｎｅＬｉｆｅ

名古屋市名東区 2301763 平成30年4月1日 株式会社　メディアトラスト

名古屋市名東区 2301847 平成30年4月13日 有限会社　入江商会

名古屋市名東区 2302131 平成30年6月14日 有限会社　名古屋住創

名古屋市名東区 2302300 平成30年7月17日 株式会社　中部住器

名古屋市名東区 2302301 平成30年7月17日 コスモス・ベリーズ　株式会社

名古屋市名東区 2302331 平成30年7月24日 株式会社　イークロージング

名古屋市名東区 2302516 平成30年10月1日 有限会社　サイバージュリア

名古屋市名東区 2302704 平成30年11月26日 ｉａｉｄ　株式会社

名古屋市名東区 2302855 平成31年1月31日 株式会社　サンセツビ事務所

名古屋市名東区 2303089 令和1年5月16日 インターナショナルガード　株式会社

名古屋市名東区 2303237 令和1年6月27日 株式会社　プライテクト

名古屋市名東区 2303379 令和1年7月25日 株式会社　ユーロフランセ

名古屋市名東区 2303572 令和1年9月19日 株式会社　Ｋトレード

名古屋市名東区 2303648 令和1年10月10日 社会福祉法人　清凉会植園清凉保育園

名古屋市名東区 2303715 令和1年10月30日 株式会社　名東電工社

名古屋市名東区 2304268 令和2年8月27日 Ｗｉｎｓ　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市名東区 2304377 令和2年10月22日 株式会社　リズメリット

名古屋市名東区 2304419 令和2年11月12日 株式会社　Ｄｅｐｏｒｔ

名古屋市名東区 2304509 令和3年1月14日 株式会社　ＡＱＵＡ

名古屋市名東区 2304701 令和3年5月13日 シンポ　株式会社

名古屋市名東区 2304744 令和3年6月3日 株式会社　活コンサルタント

名古屋市名東区 2304941 令和3年7月21日 株式会社　りのぶる

名古屋市名東区 2304965 令和3年7月29日 株式会社　吉田鋳造研究所

名古屋市名東区 2305056 令和3年8月19日 有限会社　わかば不動産

名古屋市名東区 2305115 令和3年8月26日 愛恩　株式会社

名古屋市名東区 2305163 令和3年9月9日 株式会社　シービーリサーチ

名古屋市名東区 2305269 令和3年9月16日 株式会社　上川

名古屋市名東区 2305323 令和3年9月16日 株式会社　日本電力

名古屋市名東区 2305369 令和3年9月24日 株式会社　リプラス

名古屋市名東区 2305381 令和3年9月24日 株式会社　３ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

名古屋市名東区 2305501 令和3年9月30日 星商事　株式会社

名古屋市名東区 2305509 令和3年9月30日 株式会社　アクティブ

名古屋市名東区 2305525 令和3年10月7日 葵電気工業　株式会社

名古屋市名東区 2305781 令和3年10月29日 株式会社　ワークシステムサービス

名古屋市名東区 2305876 令和3年11月18日 株式会社　ｂａｌａｎｃｅ

名古屋市名東区 2305929 令和3年11月25日 トラストエンジニアリング株式会社

名古屋市名東区 2305972 令和3年12月2日 名東技研　株式会社

名古屋市名東区 2305980 令和3年12月2日 株式会社　電律

名古屋市名東区 2305983 令和3年12月2日 エクシト　株式会社

名古屋市名東区 2305985 令和3年12月2日 株式会社　テクスト

名古屋市名東区 2305994 令和3年12月2日 ＡＧ　株式会社

名古屋市名東区 2305998 令和3年12月2日 日本電子サービス　株式会社

名古屋市名東区 2305999 令和3年12月2日 株式会社　エイヴ

名古屋市名東区 2306080 令和3年12月9日 カトー技研興業　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市名東区 2306158 令和4年1月13日 縁エキスパート　株式会社

名古屋市名東区 2306310 令和4年2月24日 日建ビルテクノ　株式会社

名古屋市名東区 2306343 令和4年3月10日 株式会社　アイチテクノ

名古屋市名東区 2306364 令和4年3月17日 エイテック　株式会社

名古屋市名東区 2306371 令和4年3月17日 株式会社　ΜＩＺＵＮＯホーム

名古屋市名東区 2306390 令和4年3月17日 ブルーホームズ　株式会社

名古屋市名東区 2306489 令和4年4月7日 株式会社　ティーエヌディー

名古屋市名東区 2306723 令和4年5月26日 アイシー　株式会社

名古屋市名東区 2306867 令和4年6月30日 株式会社　タイコウ建装

名古屋市名東区 2306872 令和4年6月30日 株式会社　コスモ建設

名古屋市名東区 2306919 令和4年7月14日 株式会社　スペース設計

名古屋市名東区 2306939 令和4年7月28日 株式会社　デビイ

名古屋市緑区 2300024 平成28年10月1日 株式会社　パーパス

名古屋市緑区 2300132 平成28年10月20日 ゴムノイナキ工業　株式会社

名古屋市緑区 2300138 平成28年10月20日 大洋鋼材　株式会社

名古屋市緑区 2300414 平成28年12月19日 大和工業　株式会社

名古屋市緑区 2300545 平成29年1月10日 株式会社　スポーツ　マックス

名古屋市緑区 2300609 平成29年1月20日 一般財団法人こども財団リーゴ南大高保育園

名古屋市緑区 2300671 平成29年1月20日 アケボノ産業　株式会社

名古屋市緑区 2300742 平成29年1月25日 愛ライフ　株式会社

名古屋市緑区 2300879 平成29年4月19日 株式会社　とうかい

名古屋市緑区 2300884 平成29年4月19日 株式会社　黒野建築設計事務所

名古屋市緑区 2301038 平成29年4月27日 有限会社　堀精工

名古屋市緑区 2301158 平成29年5月1日 株式会社　親和

名古屋市緑区 2301197 平成29年5月9日 株式会社　東亜製作所

名古屋市緑区 2301216 平成29年5月9日 辰巳工業　株式会社

名古屋市緑区 2301233 平成29年5月9日 株式会社　協立

名古屋市緑区 2301445 平成29年7月24日 株式会社　コントリビューション



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市緑区 2301471 平成29年7月24日 株式会社　テクノス

名古屋市緑区 2301472 平成29年7月24日 株式会社　暁化学工業所

名古屋市緑区 2301492 平成29年7月31日 有限会社　三和技建

名古屋市緑区 2301505 平成29年7月31日 株式会社　オ―アンドケ―

名古屋市緑区 2301507 平成29年7月31日 中部ゴム　株式会社

名古屋市緑区 2301522 平成29年7月31日 株式会社　プラティ

名古屋市緑区 2301633 平成29年10月19日 株式会社　近代企画

名古屋市緑区 2301656 平成29年11月22日 株式会社マルティ―ポンプコンサルタント

名古屋市緑区 2301683 平成29年12月13日 生物環境調査　株式会社

名古屋市緑区 2301804 平成30年4月4日 株式会社　アコモ

名古屋市緑区 2302286 平成30年7月9日 株式会社　青山新聞店

名古屋市緑区 2302492 平成30年9月26日 株式会社　滝野製作所

名古屋市緑区 2302678 平成30年11月15日 株式会社　サンシャイン

名古屋市緑区 2302761 平成30年12月20日 株式会社　共栄プラネツト

名古屋市緑区 2302906 平成31年2月28日 有限会社　青山鉄工所

名古屋市緑区 2303000 平成31年4月8日 株式会社　アクト

名古屋市緑区 2303122 令和1年5月23日 クマガイ特殊鋼　株式会社

名古屋市緑区 2303210 令和1年6月20日 株式会社　ＰＲＯ　ＦＩＴ

名古屋市緑区 2303305 令和1年7月11日 株式会社　ウェルケア

名古屋市緑区 2303316 令和1年7月11日 株式会社　斉藤モータース

名古屋市緑区 2303338 令和1年7月18日 有限会社　光栄自動車

名古屋市緑区 2303344 令和1年7月18日 松井建設　株式会社

名古屋市緑区 2303385 令和1年7月25日 有限会社　グリーンオートサービス

名古屋市緑区 2303404 令和1年7月31日 株式会社　立石工務店

名古屋市緑区 2303453 令和1年8月8日 株式会社　コヤマケミカル

名古屋市緑区 2303605 令和1年9月27日 株式会社　山宝

名古屋市緑区 2303646 令和1年10月10日 社会福祉法人　清凉会神の倉清凉保育園

名古屋市緑区 2303647 令和1年10月10日 社会福祉法人　清凉会東神の倉清凉保育園



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市緑区 2303650 令和1年10月10日 社会福祉法人　多治見清凉会徳重清凉保育園

名古屋市緑区 2303736 令和1年11月11日 株式会社　松岡鐵工所

名古屋市緑区 2303853 令和2年2月6日 大同建設　株式会社

名古屋市緑区 2303935 令和2年3月2日 株式会社　ミワテック

名古屋市緑区 2304002 令和2年3月19日 株式会社　ひさすえ

名古屋市緑区 2304150 令和2年5月21日 株式会社　中部パイプライニング

名古屋市緑区 2304438 令和2年11月19日 有限会社　瑞鳳園

名古屋市緑区 2304548 令和3年2月12日 東洋フォ―ム印刷　株式会社

名古屋市緑区 2304778 令和3年6月17日  株式会社　エブネット

名古屋市緑区 2304794 令和3年6月17日 株式会社　イワタ

名古屋市緑区 2304936 令和3年7月21日 株式会社　オグラ空調サービス

名古屋市緑区 2304948 令和3年7月21日 株式会社　ＲＫＴ

名古屋市緑区 2304960 令和3年7月29日 有限会社　阿部組

名古屋市緑区 2304964 令和3年7月29日 株式会社　ダイヤテクニカ

名古屋市緑区 2304984 令和3年8月5日 株式会社　日邦

名古屋市緑区 2305149 令和3年9月9日 株式会社　ヨコイ精工

名古屋市緑区 2305172 令和3年9月9日 セイルズ産業医事務所

名古屋市緑区 2305173 令和3年9月9日 ナラティブクリニック　みどり診療所

名古屋市緑区 2305251 令和3年9月16日 株式会社　セイリョウライン

名古屋市緑区 2305277 令和3年9月16日 株式会社　ＮΒＳ

名古屋市緑区 2305334 令和3年9月16日 有限会社　大垰鉄工所

名古屋市緑区 2305354 令和3年9月16日 長田電機工業　株式会社

名古屋市緑区 2305370 令和3年9月24日 鳴浜工業　株式会社

名古屋市緑区 2305391 令和3年9月24日 株式会社　角倉

名古屋市緑区 2305414 令和3年9月24日 株式会社　トラストエンジニアリング

名古屋市緑区 2305415 令和3年9月24日 有限会社　木村設計事務所

名古屋市緑区 2305425 令和3年9月24日 有限会社　青柳工業所

名古屋市緑区 2305426 令和3年9月24日 株式会社　新幸運輸



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市緑区 2305439 令和3年9月24日 有限会社　サンメンテナンス工機

名古屋市緑区 2305444 令和3年9月24日 中部ラバ―　株式会社

名古屋市緑区 2305450 令和3年9月24日 有限会社　藤工業所

名古屋市緑区 2305486 令和3年9月30日 有限会社　石高石材販売

名古屋市緑区 2305517 令和3年10月7日 株式会社　ケイテック

名古屋市緑区 2305522 令和3年10月7日 株式会社　早川モ―タ―ス

名古屋市緑区 2305545 令和3年10月7日 株式会社　Ｔ’ｓシステム

名古屋市緑区 2305558 令和3年10月7日 株式会社　キョウシン

名古屋市緑区 2305565 令和3年10月7日 有限会社　和

名古屋市緑区 2305592 令和3年10月14日 さつき建設　株式会社

名古屋市緑区 2305629 令和3年10月14日 有限会社　フタバ環境

名古屋市緑区 2305634 令和3年10月14日 株式会社　シービーテック

名古屋市緑区 2305636 令和3年10月14日 株式会社　大英重機

名古屋市緑区 2305640 令和3年10月14日 西野工業　株式会社

名古屋市緑区 2305663 令和3年10月21日

名古屋市緑区 2305664 令和3年10月21日 泰成工業　株式会社

名古屋市緑区 2305665 令和3年10月21日 伊藤設備機工　有限会社

名古屋市緑区 2305666 令和3年10月21日 有限会社　荒木製作所

名古屋市緑区 2305786 令和3年10月29日 社会福祉法人　清凉会　鳴子清凉保育園

名古屋市緑区 2305798 令和3年10月29日  ヘルパーステーション滝ノ水

名古屋市緑区 2305823 令和3年11月1日 中京車体工業　株式会社

名古屋市緑区 2305866 令和3年11月18日 関西のむら産業　株式会社

名古屋市緑区 2305973 令和3年12月2日 有限会社　岩田プランテック

名古屋市緑区 2306054 令和3年12月9日 合同会社　てんむす介護

名古屋市緑区 2306073 令和3年12月9日 有限会社　辰和工業

名古屋市緑区 2306117 令和3年12月23日 共和興業　株式会社

名古屋市緑区 2306127 令和3年12月23日 サンライト　株式会社

名古屋市緑区 2306174 令和4年1月20日 株式会社　ＤＯＵＢＬＥ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

名古屋市緑区 2306188 令和4年1月20日 株式会社　プロダスト

名古屋市緑区 2306230 令和4年2月3日 株式会社　山下鈑金塗装

名古屋市緑区 2306260 令和4年2月10日 株式会社　ＣＪＶインターナショナル

名古屋市緑区 2306328 令和4年3月3日 ラリー　株式会社

名古屋市緑区 2306375 令和4年3月17日 有限会社　花月

名古屋市緑区 2306379 令和4年3月17日 株式会社　はな華

名古屋市緑区 2306391 令和4年3月17日 株式会社　ふじい自動車

名古屋市緑区 2306393 令和4年3月17日 アイチテック　株式会社

名古屋市緑区 2306501 令和4年4月7日 エー・ケー・システム　有限会社

名古屋市緑区 2306505 令和4年4月7日 株式会社　エム・エ―・テック

名古屋市緑区 2306666 令和4年5月19日 株式会社　エキタン

名古屋市緑区 2306791 令和4年6月9日 Ｍ．Ｓ．Ｔｅｃｈｓ　株式会社

名古屋市緑区 2306797 令和4年6月16日 有限会社　ニード

名古屋市緑区 2306801 令和4年6月16日 アールテクノ　株式会社

名古屋市緑区 2306832 令和4年6月23日 株式会社　愛和工業

名古屋市緑区 2306858 令和4年6月30日 セイホーマックス　株式会社

名古屋市緑区 2306995 令和4年8月12日 リシェルホーム　株式会社

名古屋市緑区 2307000 令和4年8月12日 株式会社　メイナン

名古屋市緑区 2307001 令和4年8月12日 株式会社　ＥΧＲＩＺＥ

名古屋市緑区 2307009 令和4年8月12日 名豊運輸　株式会社

名古屋市緑区 2307053 令和4年8月25日 株式会社　ＪｕｎｏＢｒａｎｃｈ

名古屋市緑区 2307061 令和4年8月25日 株式会社　エーケーホーム


