
機密性1

2022.8.25現在

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

蒲郡市 2300088 平成28年10月1日 株式会社　細井組

蒲郡市 2300294 平成28年12月6日 日本信託警備　株式会社

蒲郡市 2300295 平成28年12月6日 豊田東海警備　株式会社　蒲郡本部

蒲郡市 2300322 平成28年12月7日 音部　株式会社

蒲郡市 2300325 平成28年12月7日 株式会社　ホンダカーズ蒲郡

蒲郡市 2300335 平成28年12月8日 山八歯材工業　株式会社

蒲郡市 2300343 平成28年12月8日 医療法人　カワイ外科

蒲郡市 2300431 平成28年12月19日 株式会社　オニックス

蒲郡市 2300433 平成28年12月19日 竹本技研　株式会社

蒲郡市 2300441 平成28年12月19日 合同会社　持田

蒲郡市 2300623 平成29年1月20日 社会福祉法人蒲郡市社会福祉協議会

蒲郡市 2300802 平成29年2月10日 小池商事　株式会社

蒲郡市 2300844 平成29年4月11日 蒲郡商工会議所

蒲郡市 2300936 平成29年4月21日 ナカタ工業　株式会社

蒲郡市 2300966 平成29年4月26日 特定非営利活動法人ブックパートナー

蒲郡市 2300980 平成29年4月26日 有限会社　東海セラミツク

蒲郡市 2301284 平成29年5月15日 小森　株式会社

蒲郡市 2301301 平成29年6月2日 株式会社　金トビ志賀

蒲郡市 2301306 平成29年6月2日 株式会社　共伸紙工

蒲郡市 2301315 平成29年6月8日 株式会社　三協

蒲郡市 2301323 平成29年6月14日 有限会社　水野印刷工芸

蒲郡市 2301326 平成29年6月14日 艶栄工業　株式会社

蒲郡市 2301336 平成29年6月29日 株式会社　小田鐵工

蒲郡市 2301343 平成29年7月7日 株式会社　ニデック

蒲郡市 2301349 平成29年7月7日 鈴中工業　株式会社

蒲郡市 2301367 平成29年7月18日 株式会社　千賀屋

健康宣言チャレンジ事業所一覧（東三河）
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

蒲郡市 2301371 平成29年7月18日 サンローズ　株式会社

蒲郡市 2301372 平成29年7月18日 サンリドー　株式会社

蒲郡市 2301528 平成29年8月7日 庭八重造園　有限会社

蒲郡市 2301597 平成29年9月4日 株式会社　ホテル末広

蒲郡市 2301632 平成29年10月19日 カネキ水産　株式会社

蒲郡市 2301693 平成29年12月20日 イチブン　株式会社

蒲郡市 2301752 平成30年3月1日 東海自動車工業　株式会社

蒲郡市 2301785 平成30年4月1日 株式会社　ミスコンシャス

蒲郡市 2302028 平成30年5月16日 有限会社　イナテック

蒲郡市 2302074 平成30年5月31日 株式会社　生田タイヤ商会

蒲郡市 2302093 平成30年6月5日 株式会社　ひとｔｏひと

蒲郡市 2302141 平成30年6月19日 大江　株式会社

蒲郡市 2302142 平成30年6月19日 株式会社　蒲郡養鶏

蒲郡市 2302166 平成30年6月19日 有限会社　明功塗装

蒲郡市 2302189 平成30年6月27日 株式会社　シーエンジ

蒲郡市 2302194 平成30年6月27日 株式会社　丸清電気

蒲郡市 2302199 平成30年6月27日 三協樹脂　株式会社

蒲郡市 2302223 平成30年6月27日 株式会社　みつわ電業社

蒲郡市 2302248 平成30年7月5日 杉江電設　株式会社

蒲郡市 2302253 平成30年7月5日 有限会社　魚末

蒲郡市 2302294 平成30年7月10日 株式会社　ジーエム

蒲郡市 2302317 平成30年7月24日 株式会社　蒲郡オレンジパ―ク

蒲郡市 2302418 平成30年9月11日 蒲伸商事　株式会社

蒲郡市 2302429 平成30年9月12日 宝物流サービス　株式会社

蒲郡市 2302452 平成30年9月26日 有限会社　横田設備

蒲郡市 2302507 平成30年10月1日 蒲信リース　株式会社

蒲郡市 2302654 平成30年11月8日 株式会社　平野屋

蒲郡市 2302758 平成30年12月17日 ＡＲＮＥＳ　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

蒲郡市 2302759 平成30年12月17日 フロンティアシップ　協同組合

蒲郡市 2302760 平成30年12月17日 株式会社　リアライズ

蒲郡市 2302797 平成31年1月10日 株式会社　鈴木商店

蒲郡市 2302798 平成31年1月10日 伊藤機械器具　株式会社

蒲郡市 2302809 平成31年1月10日 有限会社　蒲郡オートサービス

蒲郡市 2302833 平成31年1月24日 株式会社　真木代理店

蒲郡市 2302891 平成31年2月21日 株式会社　井口動物病院

蒲郡市 2302900 平成31年2月28日 株式会社　麻生

蒲郡市 2303103 令和1年5月16日 勢宝　株式会社

蒲郡市 2303104 令和1年5月16日 有限会社　パーフェクト

蒲郡市 2303106 令和1年5月16日 マルカ建設　株式会社

蒲郡市 2303136 令和1年5月23日 エスイーティー　株式会社

蒲郡市 2303156 令和1年6月3日 株式会社　三浦組紐工場

蒲郡市 2303157 令和1年6月3日 有限会社　三浦組紐工場

蒲郡市 2303158 令和1年6月3日 有限会社　丸寿染色工場

蒲郡市 2303159 令和1年6月3日 有限会社　エムケーケー

蒲郡市 2303261 令和1年6月27日 山八商事　株式会社

蒲郡市 2303302 令和1年7月11日 蒲郡市役所

蒲郡市 2303474 令和1年8月22日 カネヤ製綱　株式会社

蒲郡市 2303476 令和1年8月29日 森菊　株式会社

蒲郡市 2303499 令和1年9月5日 株式会社　大国屋

蒲郡市 2303501 令和1年9月5日 株式会社　鈴木文具

蒲郡市 2303566 令和1年9月19日 株式会社　ＥｎｊｏｙＳｙｓｔｅｍ

蒲郡市 2303594 令和1年9月27日 飯島電子工業　株式会社

蒲郡市 2303642 令和1年10月10日 三敬　株式会社

蒲郡市 2303939 令和2年3月6日 有限会社　畔上建設

蒲郡市 2304266 令和2年8月27日 小田　株式会社

蒲郡市 2304278 令和2年9月3日 大丸　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

蒲郡市 2304283 令和2年9月3日 株式会社　加藤カム技研

蒲郡市 2304376 令和2年10月22日 有限会社　フィセル

蒲郡市 2304379 令和2年10月22日 有限会社　牧野合成

蒲郡市 2304384 令和2年10月29日 株式会社　スタイ

蒲郡市 2304428 令和2年11月12日 株式会社　ミカワエンジニアリング

蒲郡市 2304484 令和2年12月3日 株式会社　フューチャー・ラボ

蒲郡市 2304717 令和3年5月20日 社会福祉法人　楽笑

蒲郡市 2304727 令和3年5月27日 有限会社　シバマン精機

蒲郡市 2304743 令和3年6月3日 竹本油脂　株式会社

蒲郡市 2304760 令和3年6月10日 中部緑化　株式会社

蒲郡市 2304770 令和3年6月17日 有限会社　クルモト

蒲郡市 2304795 令和3年6月24日 有限会社　スタジオリベルタ

蒲郡市 2304813 令和3年6月24日 株式会社　リムワーク

蒲郡市 2304815 令和3年6月24日 有限会社　近藤建設

蒲郡市 2304822 令和3年6月24日 株式会社　中川製作所

蒲郡市 2304888 令和3年7月8日 株式会社　市川組

蒲郡市 2304943 令和3年7月21日 株式会社　ミカワエンジニアリング幸田

蒲郡市 2305352 令和3年9月16日 有限会社　水車　デイサービス大倖

蒲郡市 2305990 令和3年12月2日 株式会社　ソラジェネ

蒲郡市 2306177 令和4年1月20日 竹島鈑金　株式会社

蒲郡市 2306297 令和4年2月24日 株式会社　立岩産商

蒲郡市 2306298 令和4年2月24日 株式会社　ハヤカワ

蒲郡市 2306299 令和4年2月24日 鉄道本舗　株式会社

蒲郡市 2306318 令和4年3月3日 有限会社　小田製綱

蒲郡市 2306319 令和4年3月3日 株式会社　福壽軒

蒲郡市 2306336 令和4年3月10日 株式会社　トクナガ

蒲郡市 2306398 令和4年3月24日 株式会社　丸増

蒲郡市 2306400 令和4年3月24日 丸中　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

蒲郡市 2306444 令和4年3月31日 有限会社　原野化学工業所

蒲郡市 2306469 令和4年3月31日 有限会社　蒲郡看板工芸社

蒲郡市 2306580 令和4年4月28日 株式会社　大熊組

蒲郡市 2306750 令和4年6月2日 株式会社　蒲郡製作所

蒲郡市 2306846 令和4年6月23日 株式会社　今井組

蒲郡市 2306911 令和4年7月7日 有限会社　浅井組

蒲郡市 2306917 令和4年7月14日 有限会社　横田化成

蒲郡市 2306927 令和4年7月14日 有限会社　太田紙工

蒲郡市 2306933 令和4年7月21日 正喜　有限会社

蒲郡市 2306965 令和4年8月4日 有限会社　三谷内装システム

蒲郡市 2306971 令和4年8月4日 株式会社　フューチャーマップ

新城市 2300284 平成28年12月6日 社会福祉法人　和敬会

新城市 2300314 平成28年12月7日 医療法人　星野病院

新城市 2300330 平成28年12月7日 株式会社　豊栄工業

新城市 2300332 平成28年12月7日 新城森林組合

新城市 2300631 平成29年1月20日 株式会社　ごんだ

新城市 2301221 平成29年5月9日

新城市 2301373 平成29年7月18日 株式会社　日進中部

新城市 2301431 平成29年7月24日 米田内科

新城市 2301675 平成29年12月6日 大高精工　株式会社

新城市 2301697 平成30年1月4日 有限会社　三京住宅

新城市 2302078 平成30年5月31日 有限会社　斉藤瓦

新城市 2302455 平成30年9月26日 株式会社　井上組

新城市 2302467 平成30年9月26日 有限会社　佐野設計事務所

新城市 2302700 平成30年11月22日 小笠原建設　株式会社

新城市 2302983 平成31年4月1日 株式会社　みかわ元気ものがたり

新城市 2303492 令和1年8月29日 株式会社　愛恵電子

新城市 2303729 令和1年11月11日 有限会社　冨建
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新城市 2303744 令和1年11月11日 株式会社　丸義商店

新城市 2304460 令和2年11月19日 大海自動車　株式会社

新城市 2304529 令和3年1月28日 株式会社　田村組

新城市 2304700 令和3年5月13日 松井建拓　株式会社

新城市 2304840 令和3年7月1日 有限会社　保険コンサルタント

新城市 2304884 令和3年7月8日 丸ト鶏卵販売　株式会社

新城市 2306434 令和4年3月31日 株式会社　バルカーメタルテクノロジー

新城市 2306565 令和4年4月28日 株式会社　藤原製材所

新城市 2306881 令和4年6月30日 ニコニコホールディングス　株式会社

田原市 2300067 平成28年10月1日 豊鉄ミデイ　株式会社

田原市 2300101 平成28年10月1日 社会福祉法人　福寿園

田原市 2300548 平成29年1月10日 株式会社　渥美フーズ

田原市 2300707 平成29年1月20日 田原市土地改良区

田原市 2300837 平成29年4月1日 社会福祉法人田原市社会福祉協議会

田原市 2301006 平成29年4月26日 株式会社　石高組

田原市 2301076 平成29年4月27日 株式会社　森下工務店

田原市 2301122 平成29年5月1日 一般社団法人　渥美半島観光ビューロー

田原市 2301417 平成29年7月18日 有限会社　松原機工

田原市 2301765 平成30年4月1日 大羽建設　有限会社

田原市 2301896 平成30年4月19日 株式会社　菅原土木

田原市 2302051 平成30年5月22日 有限会社　赤羽根鉄工所

田原市 2302092 平成30年6月5日 林養魚　株式会社

田原市 2302149 平成30年6月19日 有限会社　マルト化学工業

田原市 2302314 平成30年7月19日 眞木海工株式会社

田原市 2302334 平成30年7月24日 株式会社　伊藤ハウス

田原市 2302689 平成30年11月21日 有限会社　東海保険サービス

田原市 2302739 平成30年12月17日 有限会社　吉田畜産

田原市 2302818 平成31年1月17日 有限会社　大洋自機
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田原市 2304337 令和2年10月2日 株式会社　ＷΙＬＬ　ＪＡＰＡＮ

田原市 2304495 令和2年12月10日 藤建設　株式会社

田原市 2304801 令和3年6月24日 株式会社　天野ポンプ

田原市 2304872 令和3年7月8日 オケマツ水工　株式会社

田原市 2304928 令和3年7月15日 宮川産業　株式会社

田原市 2306929 令和4年7月14日 渥美商工会

豊橋市 2300003 平成28年10月1日 トヨテツオートサービス　株式会社

豊橋市 2300044 平成28年10月1日 有限会社　みずほ農産

豊橋市 2300063 平成28年10月1日 有限会社　安形金物

豊橋市 2300064 平成28年10月1日 豊橋鉄道　株式会社

豊橋市 2300065 平成28年10月1日 豊鉄バス　株式会社

豊橋市 2300066 平成28年10月1日 豊鉄タクシー　株式会社

豊橋市 2300068 平成28年10月1日 豊鉄建設　株式会社

豊橋市 2300069 平成28年10月1日 豊鉄環境アシスト　株式会社

豊橋市 2300160 平成28年11月20日 株式会社　清水工務店

豊橋市 2300262 平成28年12月5日 豊鉄観光バス　株式会社

豊橋市 2300297 平成28年12月6日 三遠機材　株式会社

豊橋市 2300320 平成28年12月7日 有限会社　星翔企画

豊橋市 2300381 平成28年12月12日 株式会社　オシャマワールド

豊橋市 2300402 平成28年12月19日 株式会社　双葉オート電気商会豊橋支店

豊橋市 2300415 平成28年12月19日 株式会社　ふじや

豊橋市 2300422 平成28年12月19日
社会福祉法人さわらび会障害福祉サービス事業
所明日香

豊橋市 2300576 平成29年1月16日 三河土建　株式会社

豊橋市 2300612 平成29年1月20日
社会福祉法人　豊橋市南部保育事業会認定こど
も園　老津保育園

豊橋市 2300616 平成29年1月20日 社会福祉法人吉田方保育園　吉田方西保育園

豊橋市 2300628 平成29年1月20日 株式会社　エム企画

豊橋市 2300701 平成29年1月20日
社会福祉法人豊橋市南部保育事業会　谷川保
育園

豊橋市 2300703 平成29年1月20日 山本瓦工業　株式会社
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豊橋市 2300706 平成29年1月20日 三河ミクロン　株式会社

豊橋市 2300729 平成29年1月25日 株式会社　松井組

豊橋市 2300730 平成29年1月25日 株式会社　田中電気工事

豊橋市 2300748 平成29年1月25日 株式会社　東雲座カンパニー

豊橋市 2300777 平成29年1月27日 医療法人社団ヒロデンタルクリニック

豊橋市 2300779 平成29年1月27日 東海ジオテック　株式会社

豊橋市 2300791 平成29年1月31日 医療法人　中岡レディスクリニツク

豊橋市 2300846 平成29年4月11日 医療法人小石マタニティクリニック

豊橋市 2300874 平成29年4月18日 株式会社　岡田

豊橋市 2300895 平成29年4月20日 有限会社　中部空調サービス

豊橋市 2300910 平成29年4月20日 有限会社　ワイエルシー

豊橋市 2300920 平成29年4月21日 有限会社　ハヤト建設

豊橋市 2300935 平成29年4月21日 斉藤運送　有限会社

豊橋市 2301046 平成29年4月27日 株式会社　ソクト

豊橋市 2301074 平成29年4月27日 医療法人　岩屋会

豊橋市 2301084 平成29年4月27日 株式会社　小林つくだ煮

豊橋市 2301160 平成29年5月1日 北河建設興業　株式会社

豊橋市 2301170 平成29年5月1日 株式会社　ＳＰワークス

豊橋市 2301196 平成29年5月9日 株式会社　アーバス

豊橋市 2301210 平成29年5月9日 株式会社　三栄建材

豊橋市 2301254 平成29年5月9日 オケマツ　株式会社

豊橋市 2301279 平成29年5月15日 東海興業　株式会社

豊橋市 2301300 平成29年6月2日 松屋地所　株式会社

豊橋市 2301302 平成29年6月2日 社会福祉法人　向山保育園

豊橋市 2301305 平成29年6月2日 株式会社　シーアイプラント

豊橋市 2301312 平成29年6月8日 株式会社　ヤマサン

豊橋市 2301316 平成29年6月8日 松屋ハウジング　株式会社

豊橋市 2301324 平成29年6月14日 株式会社　サンコー
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豊橋市 2301348 平成29年7月7日 種井亮事務所

豊橋市 2301358 平成29年7月18日 花水木コーポレーション　株式会社

豊橋市 2301375 平成29年7月18日 株式会社　フォルテプランニング

豊橋市 2301384 平成29年7月18日 有限会社　増田ファーム

豊橋市 2301398 平成29年7月18日 社会福祉法人　天伯保育園

豊橋市 2301408 平成29年7月18日 有限会社　スマイル･ケア

豊橋市 2301418 平成29年7月18日 有限会社西部ガスサービスショップ

豊橋市 2301531 平成29年8月7日

豊橋市 2301549 平成29年8月7日 株式会社　井口運輸

豊橋市 2301559 平成29年8月7日 レンテック大敬　株式会社

豊橋市 2301560 平成29年8月7日 株式会社　ケイワークス

豊橋市 2301592 平成29年8月28日 株式会社　アイセロ

豊橋市 2301618 平成29年9月25日 有限会社　Ｎ教育

豊橋市 2301623 平成29年10月2日 株式会社　大仙

豊橋市 2301625 平成29年10月11日 輝電気工事　株式会社

豊橋市 2301626 平成29年10月11日 株式会社　経真

豊橋市 2301643 平成29年11月6日 株式会社　天野

豊橋市 2301650 平成29年11月14日 株式会社　地球屋

豊橋市 2301660 平成29年11月22日 株式会社　ぱる

豊橋市 2301661 平成29年11月22日 株式会社　イクモ

豊橋市 2301678 平成29年12月6日 ユタカコーポレーション株式会社

豊橋市 2301679 平成29年12月6日 株式会社　レオック

豊橋市 2301680 平成29年12月6日 株式会社　オノコム

豊橋市 2301681 平成29年12月13日 ミナト設備工業　株式会社

豊橋市 2301688 平成29年12月13日 大三紙業　株式会社

豊橋市 2301689 平成29年12月13日 株式会社　ビルドサービス

豊橋市 2301691 平成29年12月20日 Ｓｅｑｕоｉａ　株式会社

豊橋市 2301703 平成30年1月12日 豊橋商工会議所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2301708 平成30年1月24日 株式会社　中建設

豊橋市 2301713 平成30年2月1日 株式会社　トムキャット

豊橋市 2301735 平成30年2月9日 有限会社　ボデーショップ豊南

豊橋市 2301746 平成30年2月15日 株式会社　イー・メンテ豊橋

豊橋市 2301757 平成30年3月1日 株式会社　マイシン

豊橋市 2301764 平成30年4月1日 株式会社　豊橋印刷社

豊橋市 2301772 平成30年4月1日 ニンジャ不動産　株式会社

豊橋市 2301855 平成30年4月13日 有限会社　ユウケイ・ウエダ建設

豊橋市 2301861 平成30年4月19日 森重造園土木　株式会社

豊橋市 2301905 平成30年4月19日 渡津自動車工業　株式会社

豊橋市 2301906 平成30年4月19日 株式会社　イチナカ商店

豊橋市 2301908 平成30年4月19日 中光工業　株式会社

豊橋市 2301912 平成30年4月26日 有限会社　禎紫園

豊橋市 2301913 平成30年4月26日 有限会社　ツルマキ製作所

豊橋市 2301933 平成30年4月26日 清川銘木工業　株式会社

豊橋市 2301934 平成30年4月26日 株式会社　ナカイチ住研

豊橋市 2301935 平成30年4月26日 鈴豊キープ　株式会社

豊橋市 2301936 平成30年4月26日 株式会社　毎日ガード

豊橋市 2301939 平成30年5月2日 株式会社　マルエム建設

豊橋市 2301943 平成30年5月2日 株式会社　中部アドシステム

豊橋市 2301946 平成30年5月2日 有限会社　丸藤藤原商店

豊橋市 2301977 平成30年5月15日 有限会社　トヨス

豊橋市 2301978 平成30年5月15日 有限会社　宝佳塗装

豊橋市 2301979 平成30年5月15日 有限会社　伸研エンジニアリング

豊橋市 2301982 平成30年5月15日 株式会社　高木工業所

豊橋市 2301983 平成30年5月15日 株式会社　荒木工務店

豊橋市 2301989 平成30年5月15日 三州鳶谷口建設　株式会社

豊橋市 2301990 平成30年5月15日 有限会社　パークビル



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2302002 平成30年5月16日 豊橋設備サービス　株式会社

豊橋市 2302004 平成30年5月16日 株式会社　ＣＳＫ

豊橋市 2302005 平成30年5月16日 有限会社　モーターショップカトウ

豊橋市 2302006 平成30年5月16日 有限会社　高洲組

豊橋市 2302026 平成30年5月16日 有限会社　ハート動物クリニック

豊橋市 2302027 平成30年5月16日 株式会社　大建

豊橋市 2302030 平成30年5月16日 株式会社　竹本電機商会

豊橋市 2302037 平成30年5月22日 株式会社　ネクスト

豊橋市 2302044 平成30年5月22日 有限会社　森永牛乳　豊橋販売所

豊橋市 2302046 平成30年5月22日 有限会社　コダマ精工

豊橋市 2302047 平成30年5月22日 丸光工業　株式会社

豊橋市 2302048 平成30年5月22日 原松建設　株式会社

豊橋市 2302049 平成30年5月22日 株式会社　石田産業

豊橋市 2302052 平成30年5月22日 有限会社　芳賀土建

豊橋市 2302054 平成30年5月22日 有限会社　大丸看板店

豊橋市 2302075 平成30年5月31日 株式会社　トヨジン

豊橋市 2302076 平成30年5月31日 株式会社　白繁

豊橋市 2302077 平成30年5月31日 有限会社　東豊配管

豊橋市 2302087 平成30年5月31日 豊盛工機工業　有限会社

豊橋市 2302095 平成30年6月5日 有限会社　リサイクリング産業

豊橋市 2302096 平成30年6月5日 株式会社　メガネ流通センター

豊橋市 2302097 平成30年6月5日 株式会社　ハートフル・マーケット

豊橋市 2302099 平成30年6月5日 株式会社　イラコファーム

豊橋市 2302120 平成30年6月7日 株式会社　ロイヤル保険コンサルタント

豊橋市 2302140 平成30年6月19日 豊橋ボデー　株式会社

豊橋市 2302143 平成30年6月19日 有限会社　三旺

豊橋市 2302144 平成30年6月19日 寿酒販　株式会社

豊橋市 2302145 平成30年6月19日 有限会社　後藤モータース



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2302146 平成30年6月19日 有限会社　勝木タイヤ工業所

豊橋市 2302147 平成30年6月19日 株式会社　濱金商店

豊橋市 2302150 平成30年6月19日 有限会社　竹上豆腐店

豊橋市 2302192 平成30年6月27日 谷山建設　株式会社

豊橋市 2302195 平成30年6月27日 株式会社　大樹

豊橋市 2302197 平成30年6月27日 株式会社　Ｓ･Ｉ･Ｃ

豊橋市 2302209 平成30年6月27日 福田電設　株式会社

豊橋市 2302210 平成30年6月27日 有限会社　府中屋

豊橋市 2302231 平成30年7月5日 東豊製菓　株式会社

豊橋市 2302240 平成30年7月5日 トモエ薬品　株式会社

豊橋市 2302250 平成30年7月5日 大津屋物産　株式会社

豊橋市 2302295 平成30年7月10日 藤城建設　株式会社

豊橋市 2302303 平成30年7月17日 イシダ厨機　株式会社

豊橋市 2302304 平成30年7月17日 株式会社　大和電設

豊橋市 2302305 平成30年7月17日 有限会社　キヤスト

豊橋市 2302307 平成30年7月17日 武蔵精密工業　株式会社

豊橋市 2302367 平成30年8月2日 井村屋フーズ　株式会社

豊橋市 2302371 平成30年8月13日 トータルリラクゼーション　ラウム

豊橋市 2302375 平成30年8月13日 総合ポートサービス　株式会社

豊橋市 2302432 平成30年9月12日 株式会社　武知

豊橋市 2302458 平成30年9月26日 有限会社　デイサービス　虹の家

豊橋市 2302461 平成30年9月26日 金子産業　株式会社

豊橋市 2302466 平成30年9月26日 特許業務法人　しんめいセンチュリー

豊橋市 2302470 平成30年9月26日 平中電気　株式会社

豊橋市 2302505 平成30年9月27日 医療法人　誠流会

豊橋市 2302510 平成30年10月1日 本多電子　株式会社

豊橋市 2302522 平成30年10月1日 株式会社　豊橋中央青果市場

豊橋市 2302541 平成30年10月11日 有限会社　白井運送



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2302563 平成30年10月17日 イノチオホールディングス　株式会社

豊橋市 2302564 平成30年10月17日 イノチオアグリ　株式会社

豊橋市 2302565 平成30年10月17日 イノチオプラントケア　株式会社

豊橋市 2302569 平成30年10月17日 伸栄自動車　株式会社

豊橋市 2302614 平成30年10月30日 株式会社　ワイエムジー

豊橋市 2302651 平成30年11月8日 有限会社　河合石油店

豊橋市 2302652 平成30年11月8日 有限会社　山本電機

豊橋市 2302664 平成30年11月13日 ニシオ工業　有限会社

豊橋市 2302667 平成30年11月13日 株式会社　ＴＯＮＯＭＯＲＩ

豊橋市 2302683 平成30年11月21日 有限会社　中村急送

豊橋市 2302685 平成30年11月21日 株式会社　服部エンジニアリング

豊橋市 2302692 平成30年11月21日 株式会社　めぐりとまと

豊橋市 2302705 平成30年11月26日 有限会社　Ｔｉ‐ａ‐ｒａ・Ｔｏｕｋａｉ

豊橋市 2302740 平成30年12月17日 アスカ電機　株式会社

豊橋市 2302741 平成30年12月17日 有限会社　西川製作所

豊橋市 2302742 平成30年12月17日 株式会社　落合一郎商店

豊橋市 2302753 平成30年12月17日 有限会社　松井クリーニング

豊橋市 2302754 平成30年12月17日 株式会社　ナカテック

豊橋市 2302796 平成31年1月10日 前芝建材　株式会社

豊橋市 2302885 平成31年2月21日 有楽製菓　株式会社　豊橋夢工場

豊橋市 2302897 平成31年2月28日 三嶽鉱山　有限会社

豊橋市 2302901 平成31年2月28日 株式会社　ホテルクリエイト

豊橋市 2302902 平成31年2月28日 豊橋市休日夜間急病診療所

豊橋市 2302905 平成31年2月28日 豊橋カルシウム　有限会社

豊橋市 2302945 平成31年3月13日 三栄低温工業　株式会社

豊橋市 2302950 平成31年3月13日 朝日開発　株式会社

豊橋市 2302954 平成31年3月13日 株式会社　岩田屋商店

豊橋市 2302997 平成31年4月8日 有限会社　コモダ加工所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2303020 平成31年4月22日 株式会社　ＣＯＣＯＥＣＯ．

豊橋市 2303046 平成31年4月25日 守田屋塗料　株式会社

豊橋市 2303081 令和1年5月8日 アイセロホールディングス　株式会社

豊橋市 2303086 令和1年5月8日 株式会社　物語コーポレーション

豊橋市 2303101 令和1年5月16日 総合埠頭　株式会社

豊橋市 2303151 令和1年5月30日 丸中建設　株式会社

豊橋市 2303161 令和1年6月6日 豊橋建設工業　株式会社

豊橋市 2303176 令和1年6月6日 株式会社　サンキューカット東海

豊橋市 2303177 令和1年6月6日 株式会社　ホワイト商会

豊橋市 2303185 令和1年6月13日 株式会社　テイビー

豊橋市 2303220 令和1年6月20日 有限会社　兼子組

豊橋市 2303243 令和1年6月27日 有限会社　岩田自動車

豊橋市 2303265 令和1年7月4日 株式会社　常友保守センター

豊橋市 2303310 令和1年7月11日 豊橋市役所

豊橋市 2303340 令和1年7月18日 株式会社　花田工務店

豊橋市 2303354 令和1年7月18日 株式会社　オーテック

豊橋市 2303415 令和1年7月31日 ミカワ・リコピー販売　株式会社

豊橋市 2303449 令和1年8月8日 豊立工業　株式会社

豊橋市 2303481 令和1年8月29日 株式会社　鈴木土建

豊橋市 2303509 令和1年9月5日 青山建設　株式会社

豊橋市 2303531 令和1年9月12日 株式会社　三立

豊橋市 2303533 令和1年9月12日 株式会社　マナック

豊橋市 2303534 令和1年9月12日 株式会社　パル・ネットワーク

豊橋市 2303539 令和1年9月12日 名豊建設　株式会社

豊橋市 2303548 令和1年9月12日 東海運送　有限会社

豊橋市 2303564 令和1年9月19日 株式会社　ジュトク

豊橋市 2303565 令和1年9月19日 株式会社　ニシ

豊橋市 2303612 令和1年10月3日 株式会社　豊田組



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2303620 令和1年10月3日 加藤建設　株式会社

豊橋市 2303634 令和1年10月3日 金田運輸　株式会社

豊橋市 2303656 令和1年10月10日 一幸建設　株式会社

豊橋市 2303699 令和1年10月24日 株式会社　シンデンコ―

豊橋市 2303731 令和1年11月11日 株式会社　カイテック

豊橋市 2303741 令和1年11月11日 有限会社　ＮＯＳＥ

豊橋市 2303748 令和1年11月15日 有限会社　マルイ紙業

豊橋市 2303806 令和2年1月23日 豊橋木工　株式会社

豊橋市 2303926 令和2年3月2日 有限会社　中西オートセンター

豊橋市 2303936 令和2年3月2日 中野商会　株式会社

豊橋市 2303986 令和2年3月13日 株式会社　リアン

豊橋市 2304092 令和2年4月16日 有限会社　田辺保険サービス

豊橋市 2304108 令和2年4月23日 有限会社　ブロードサービス

豊橋市 2304133 令和2年4月23日 株式会社　アクティー

豊橋市 2304144 令和2年5月8日 株式会社　ビオック

豊橋市 2304161 令和2年6月4日 合同会社　週休三日

豊橋市 2304178 令和2年6月25日 企業組合　建築環境システム

豊橋市 2304253 令和2年8月13日 日本ジュ―ス・タ―ミナル　株式会社

豊橋市 2304254 令和2年8月13日 有限会社　スミノ鈑金製作所

豊橋市 2304260 令和2年8月13日 株式会社　トヨエイ

豊橋市 2304270 令和2年8月27日 株式会社　ＡＧプラス

豊橋市 2304297 令和2年9月10日 株式会社　ホウキン

豊橋市 2304305 令和2年9月17日 有限会社　松下塗装店

豊橋市 2304319 令和2年9月24日 有限会社　スタジオスズキ

豊橋市 2304326 令和2年10月2日 大東自機工業　株式会社

豊橋市 2304336 令和2年10月2日 株式会社　サイエンス・クリエイト

豊橋市 2304357 令和2年10月15日 株式会社　明輝クリ―ナ―

豊橋市 2304382 令和2年10月29日 税理士法人　大平経営会計事務所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2304383 令和2年10月29日 株式会社　大平経営コンサルティング

豊橋市 2304422 令和2年11月12日 株式会社　総合開発機構

豊橋市 2304467 令和2年11月26日 株式会社　プランテクス

豊橋市 2304470 令和2年11月26日 有限会社　永村総合保険

豊橋市 2304475 令和2年11月26日 株式会社　ホンダウイズ

豊橋市 2304500 令和2年12月17日 株式会社　東和

豊橋市 2304505 令和2年12月24日 有限会社　大木金型

豊橋市 2304519 令和3年1月21日 愛知産業　有限会社

豊橋市 2304538 令和3年2月12日 株式会社　スズゼン

豊橋市 2304540 令和3年2月12日 株式会社　メイテック

豊橋市 2304543 令和3年2月12日

豊橋市 2304547 令和3年2月12日 大盛　有限会社

豊橋市 2304556 令和3年2月25日 藤原土木　有限会社

豊橋市 2304573 令和3年3月18日 株式会社　ナベヤ

豊橋市 2304594 令和3年4月8日 昭和製薬　株式会社

豊橋市 2304596 令和3年4月8日 公益社団法人　東三河地域研究センター

豊橋市 2304605 令和3年4月15日 朝日土木興業　株式会社

豊橋市 2304631 令和3年4月30日 株式会社　ナツメ

豊橋市 2304644 令和3年4月30日 アルディック　株式会社

豊橋市 2304661 令和3年5月6日 日之出　株式会社

豊橋市 2304662 令和3年5月6日 有限会社　ダストクリーン

豊橋市 2304663 令和3年5月6日 日之出テックス　株式会社

豊橋市 2304703 令和3年5月20日 株式会社　あじわい亭

豊橋市 2304705 令和3年5月20日 アイチ興産　株式会社

豊橋市 2304725 令和3年5月27日 株式会社　葵設計事務所

豊橋市 2304741 令和3年6月3日 アイリスパートナーズ　株式会社

豊橋市 2304754 令和3年6月10日 株式会社　セーフコート東海

豊橋市 2304758 令和3年6月10日 株式会社　有田労務管理事務所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2304759 令和3年6月10日 株式会社　夏目デザイン

豊橋市 2304763 令和3年6月10日 一般社団法人　豊橋観光コンベンション協会

豊橋市 2304764 令和3年6月10日 株式会社　アオキ

豊橋市 2304765 令和3年6月10日 株式会社　ウィズ

豊橋市 2304767 令和3年6月17日 綜合　株式会社

豊橋市 2304768 令和3年6月17日 豊立電設　株式会社

豊橋市 2304771 令和3年6月17日 株式会社　ＷｉｚｕＲｏ

豊橋市 2304775 令和3年6月17日 マツイ　株式会社

豊橋市 2304777 令和3年6月17日 住まいＬＯＶＥ不動産　株式会社

豊橋市 2304784 令和3年6月17日 株式会社　タイヤセールス

豊橋市 2304789 令和3年6月17日 株式会社　アスク

豊橋市 2304792 令和3年6月17日 Ｆｒａｍｅ　Ｗｏｒｋｓ　合同会社

豊橋市 2304833 令和3年7月1日 ＴＴＣ　株式会社

豊橋市 2304871 令和3年7月8日 株式会社　荒徳屋

豊橋市 2304906 令和3年7月15日 株式会社　信友不動産

豊橋市 2304908 令和3年7月15日 有限会社　ハトミ土建

豊橋市 2304915 令和3年7月15日 三河設備工業　株式会社

豊橋市 2304949 令和3年7月21日 ティージー　株式会社

豊橋市 2304987 令和3年8月5日 タカヤス建業　株式会社

豊橋市 2304988 令和3年8月5日 株式会社　菅沼

豊橋市 2304989 令和3年8月5日 日本ガスコム　株式会社

豊橋市 2304995 令和3年8月5日 豊橋糧食工業　株式会社

豊橋市 2305002 令和3年8月12日 株式会社　斉藤塗工店

豊橋市 2305012 令和3年8月12日 株式会社　秀鉄

豊橋市 2305030 令和3年8月12日 Ｙ．Ｓ　ＫＣＳ　株式会社

豊橋市 2305183 令和3年9月9日 株式会社　Ｂ．Ｗａｖｅ

豊橋市 2305353 令和3年9月16日 株式会社　ＴＫ

豊橋市 2305469 令和3年9月30日 豊橋埠頭　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2305518 令和3年10月7日 井口建設　株式会社

豊橋市 2305560 令和3年10月7日 ムサシハーベスト　株式会社

豊橋市 2305643 令和3年10月14日 豊橋合同印刷　株式会社

豊橋市 2305676 令和3年10月21日

豊橋市 2305730 令和3年10月28日 一般社団法人　あるふぁ

豊橋市 2305782 令和3年10月29日 株式会社　ＡＪＰ豊進

豊橋市 2305824 令和3年10月14日 株式会社　林美建

豊橋市 2305840 令和3年11月11日 株式会社　アコードエンジニアリング

豊橋市 2305954 令和3年12月2日 株式会社　パートナーズ

豊橋市 2306095 令和3年12月16日 東海交通　株式会社

豊橋市 2306108 令和3年12月16日 加藤金物　株式会社

豊橋市 2306143 令和4年1月6日 大石モーター販売　株式会社

豊橋市 2306179 令和4年1月20日 株式会社　堀江・設計事務所

豊橋市 2306261 令和4年2月10日 環境技術　株式会社

豊橋市 2306263 令和4年2月10日 松井商事　株式会社

豊橋市 2306397 令和4年3月17日 株式会社　ダイケン商会

豊橋市 2306521 令和4年4月14日 株式会社　森田興産

豊橋市 2306590 令和4年5月12日 株式会社　プラネット

豊橋市 2306644 令和4年5月19日 プールス　株式会社

豊橋市 2306652 令和4年5月19日 株式会社　チユウチク

豊橋市 2306673 令和4年5月26日 株式会社　マップクエスト

豊橋市 2306800 令和4年6月16日 有限会社 いろは屋

豊橋市 2306845 令和4年6月23日 株式会社　小池テクノ

豊橋市 2306868 令和4年6月30日 株式会社　エーアイエー

豊橋市 2306879 令和4年6月30日 医療法人　整友会

豊橋市 2306894 令和4年7月7日 有限会社　塚本建設

豊橋市 2306916 令和4年7月14日 アール電装中部　株式会社

豊橋市 2306953 令和4年8月4日 有限会社　日東印刷所



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊橋市 2306988 令和4年8月4日 宮川工機　株式会社

豊橋市 2306996 令和4年8月12日 株式会社　アイテム

豊橋市 2307065 令和4年8月25日 株式会社　クラウンズインターナショナル

豊橋市 2307066 令和4年8月25日 株式会社　Ｒａｇｌａｎ

豊川市 2300082 平成28年10月1日 株式会社　ヤマモトシキ

豊川市 2300162 平成28年11月20日 医療法人　宝美会

豊川市 2300283 平成28年12月6日 アジアクリエイト　株式会社

豊川市 2300321 平成28年12月7日 愛厚希全の里

豊川市 2300351 平成28年12月8日 山本製粉　株式会社

豊川市 2300439 平成28年12月19日
社会福祉法人　愛知県厚生事業団　愛厚ホーム
豊川苑

豊川市 2300440 平成28年12月19日 株式会社　東海ロジテム

豊川市 2300450 平成28年12月19日 有限会社　ウェルネス

豊川市 2300466 平成28年12月27日

豊川市 2300468 平成28年12月27日 有限会社　フロムフォーティ

豊川市 2300515 平成29年1月10日 株式会社　フクヤマ

豊川市 2300522 平成29年1月10日 有限会社　石黒トータルオフィス

豊川市 2300546 平成29年1月10日 有限会社　正真社印刷所

豊川市 2300661 平成29年1月20日 つばさ工務店　有限会社

豊川市 2300719 平成29年1月25日 株式会社　アンデン

豊川市 2300809 平成29年2月17日 有限会社　宮地商店

豊川市 2300996 平成29年4月26日 株式会社　本宮

豊川市 2301080 平成29年4月27日 医療法人　共立荻野病院

豊川市 2301088 平成29年4月27日 株式会社　日本デリカフレッシュ豊川工場

豊川市 2301120 平成29年5月1日 有限会社　シンエイ

豊川市 2301162 平成29年5月1日 株式会社　豊川オイルセンター

豊川市 2301168 平成29年5月1日 株式会社　ほっとケアネット

豊川市 2301182 平成29年5月9日 社会福祉法人　順明会

豊川市 2301212 平成29年5月9日



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊川市 2301225 平成29年5月9日 社会福祉法人　美竹会

豊川市 2301340 平成29年7月7日 株式会社　中部シイアイシイ研究所

豊川市 2301400 平成29年7月18日 伊藤医院

豊川市 2301405 平成29年7月18日 株式会社　都興業

豊川市 2301586 平成29年8月28日 宇都宮工業　株式会社

豊川市 2301603 平成29年9月11日 株式会社　Ｅ’ｂａｓｅ

豊川市 2301627 平成29年10月11日 豊川商工会議所

豊川市 2301663 平成29年11月30日 株式会社　ハクヨコーポレーション

豊川市 2301664 平成29年11月30日 アイレクススポーツライフ　株式会社

豊川市 2301665 平成29年11月30日 株式会社ハクヨプロデュースシステム

豊川市 2301669 平成29年11月30日 医療法人　聖俊会

豊川市 2301695 平成30年1月4日 有限会社　沼製作所

豊川市 2301734 平成30年2月9日 株式会社　タカラ自動車教習所

豊川市 2301753 平成30年3月1日 株式会社　エムジーエー

豊川市 2301856 平成30年4月13日 有限会社　豊川中村保険サービス

豊川市 2302057 平成30年5月24日 ティビーアール　株式会社

豊川市 2302130 平成30年6月14日 トーアス　株式会社

豊川市 2302148 平成30年6月19日 東和鋼業　株式会社

豊川市 2302341 平成30年7月30日 株式会社　イトコ―

豊川市 2302416 平成30年9月11日 株式会社　オジマ食品工業所

豊川市 2302463 平成30年9月26日 株式会社　花田電気

豊川市 2302472 平成30年9月26日 株式会社　杉浦鉄筋

豊川市 2302506 平成30年9月27日 株式会社　サトウ設計室

豊川市 2302508 平成30年10月1日 有限会社　リアルタイム

豊川市 2302528 平成30年10月1日 有限会社　上田板金

豊川市 2302531 平成30年10月11日 株式会社　ユタカ設計

豊川市 2302548 平成30年10月11日 大宝産業　株式会社

豊川市 2302622 平成30年10月30日 株式会社　シンワ



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊川市 2302714 平成30年11月28日 株式会社　大岩保険事務所

豊川市 2302784 平成30年12月26日 株式会社　カトペン

豊川市 2302794 平成30年12月26日 株式会社　トヨコン

豊川市 2302908 平成31年2月28日 有限会社　豊川清掃舎

豊川市 2302909 平成31年2月28日 株式会社　林電工

豊川市 2302910 平成31年2月28日 有限会社　ウォーターサービスカトウ

豊川市 2302938 平成31年3月7日 丸十工業　株式会社

豊川市 2302940 平成31年3月7日 株式会社　竹内家具店

豊川市 2302951 平成31年3月13日 大木産業　株式会社

豊川市 2303022 平成31年4月22日 加山興業　株式会社

豊川市 2303111 令和1年5月16日 Ｇテクノ　株式会社

豊川市 2303150 令和1年5月30日 ＦＰｅａｒｔｈ　株式会社

豊川市 2303219 令和1年6月20日 株式会社　ＳＰＥＥＤ

豊川市 2303266 令和1年7月4日 東陽建設　株式会社

豊川市 2303337 令和1年7月18日 株式会社　Ｍサポート

豊川市 2303355 令和1年7月18日 株式会社　オーテック

豊川市 2303372 令和1年7月25日 株式会社　丸文建材

豊川市 2303478 令和1年8月29日 シンニチ工業　株式会社

豊川市 2303512 令和1年9月5日 東海ワークス　株式会社

豊川市 2303551 令和1年9月12日 山本製作所　有限会社

豊川市 2303653 令和1年10月10日 株式会社　日本道路案内標識

豊川市 2303671 令和1年10月17日 三鷹製版　株式会社

豊川市 2303675 令和1年10月17日 株式会社　ミツワ製作所

豊川市 2303711 令和1年10月24日 株式会社　シンメー

豊川市 2303737 令和1年11月11日 石黒組　株式会社

豊川市 2303742 令和1年11月11日 有限会社　プロシード

豊川市 2303759 令和1年11月29日 一宮工業　株式会社

豊川市 2303793 令和2年1月15日 有限会社　神谷塗装工業



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊川市 2303810 令和2年1月23日 株式会社　加藤解体工業

豊川市 2303953 令和2年3月6日 社会保険労務士法人　Ａｎ－ｆｉｅｌｄ

豊川市 2303958 令和2年3月13日 有限会社　中畑製作所

豊川市 2304005 令和2年3月19日

豊川市 2304014 令和2年3月27日 有限会社　ビージー機械

豊川市 2304029 令和2年4月9日 社会福祉法人　としなが福祉会

豊川市 2304087 令和2年4月9日 有限会社　鈴木モータース

豊川市 2304127 令和2年4月23日 株式会社　戸苅工業

豊川市 2304200 令和2年7月16日 光成商事　株式会社

豊川市 2304210 令和2年7月27日 はこび屋本舗　株式会社

豊川市 2304239 令和2年8月6日 有限会社　ロードサービス豊橋

豊川市 2304303 令和2年9月17日 ナカナオホールディングス　株式会社

豊川市 2304358 令和2年10月15日 株式会社　フジカン工業

豊川市 2304365 令和2年10月15日 有限会社　丸文産業

豊川市 2304412 令和2年11月5日 有限会社　東津工業

豊川市 2304414 令和2年11月5日 大黒屋塗料　株式会社

豊川市 2304415 令和2年11月12日 中央輸送　株式会社

豊川市 2304434 令和2年11月12日 千路工業　株式会社

豊川市 2304435 令和2年11月12日 株式会社　エスケイテクニカ

豊川市 2304455 令和2年11月19日 株式会社　東京おしぼり

豊川市 2304511 令和3年1月14日 竹本商事　株式会社

豊川市 2304518 令和3年1月21日 愛知フエルト　株式会社

豊川市 2304520 令和3年1月21日 エスケー鉱産　株式会社

豊川市 2304539 令和3年2月12日 豊川舗装　株式会社

豊川市 2304546 令和3年2月12日 波多野電気　株式会社

豊川市 2304600 令和3年4月8日 有限会社　コネクト電機

豊川市 2304656 令和3年5月6日 中部合成樹脂工業　株式会社

豊川市 2304686 令和3年5月13日 タイレ　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊川市 2304716 令和3年5月20日 豊川コンクリ―ト工業　株式会社

豊川市 2304737 令和3年5月27日 株式会社　田中仏具店

豊川市 2304781 令和3年6月17日 株式会社　プラセス

豊川市 2304796 令和3年6月24日 株式会社　同友保険サービス

豊川市 2304802 令和3年6月24日 興和合繊　協同組合

豊川市 2304803 令和3年6月24日 株式会社　ユタカ興建

豊川市 2304808 令和3年6月24日 末広ライフパートナーズ　株式会社

豊川市 2304812 令和3年6月24日 株式会社　オオタ精密

豊川市 2304827 令和3年7月1日 有限会社　マルヤマ

豊川市 2304830 令和3年7月1日 株式会社　福澤

豊川市 2304856 令和3年7月8日 豊和工業　株式会社

豊川市 2304878 令和3年7月8日 有限会社　三浦モータース

豊川市 2304986 令和3年8月5日 株式会社　杉村塗装

豊川市 2305207 令和3年9月16日 オ―エスジ―　株式会社

豊川市 2305481 令和3年9月30日 株式会社　エスエスモールド

豊川市 2305482 令和3年9月30日 株式会社　市川製作所

豊川市 2305488 令和3年9月30日 豊川染色　株式会社

豊川市 2305489 令和3年9月30日 有限会社　アンソウエンジニアリング

豊川市 2305532 令和3年10月7日 藤原建設　株式会社

豊川市 2305575 令和3年10月14日 有限会社　あさひ

豊川市 2305585 令和3年10月14日 株式会社　ＮＣＰ

豊川市 2305586 令和3年10月14日 協和陸運　株式会社

豊川市 2305647 令和3年10月14日 株式会社　ヤマト

豊川市 2305670 令和3年10月21日 株式会社　白木屋

豊川市 2305675 令和3年10月21日 株式会社　波多野組

豊川市 2305835 令和3年11月11日

豊川市 2305843 令和3年11月11日 株式会社　早川土地

豊川市 2305922 令和3年11月18日 ミタク工業　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊川市 2305950 令和3年12月2日 有限会社　御津運輸

豊川市 2306122 令和3年12月23日 株式会社　Ｊｐキュービック

豊川市 2306159 令和4年1月13日 株式会社　小嶋電設

豊川市 2306180 令和4年1月20日 株式会社　ホームメディカルケア

豊川市 2306211 令和4年1月27日 株式会社　Ｋ―ｒｉｓｅ

豊川市 2306219 令和4年2月3日 株式会社　ＣＡＬＭＯ

豊川市 2306293 令和4年2月24日 大石モータース　株式会社

豊川市 2306441 令和4年3月31日 中部産業　有限会社

豊川市 2306458 令和4年3月31日 有限会社　市川研磨工業所

豊川市 2306459 令和4年3月31日 有限会社　マルイチ自動車工業所

豊川市 2306460 令和4年3月31日 山田鍍金工業　有限会社

豊川市 2306472 令和4年3月31日

豊川市 2306495 令和4年4月7日 有限会社　河合精工

豊川市 2306518 令和4年4月14日 株式会社　井上

豊川市 2306538 令和4年4月21日 有限会社　吉田商事

豊川市 2306543 令和4年4月21日 株式会社　アイチフード

豊川市 2306548 令和4年4月21日 ムライ化学工業　有限会社

豊川市 2306556 令和4年4月21日 有限会社　小松工業

豊川市 2306562 令和4年4月21日 有限会社　タツミＥＧ

豊川市 2306625 令和4年5月19日 鳥井建設　株式会社

豊川市 2306704 令和4年4月1日 有限会社　ファーミイ

豊川市 2306842 令和4年6月23日 株式会社　諏訪機械製作所　豊川工場

豊川市 2306903 令和4年7月7日 アイセロパック　株式会社

豊川市 2306946 令和4年7月28日 岡田建設　株式会社

豊川市 2307047 令和4年8月25日 山口化成工業　株式会社

北設楽郡設楽町 2300389 平成28年12月12日 設楽森林組合

北設楽郡設楽町 2305826 令和3年11月11日 株式会社　太平建設

北設楽郡設楽町 2306482 令和4年4月7日 設楽建設　株式会社



機密性1

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

北設楽郡東栄町 2300293 平成28年12月6日 株式会社　田中組

北設楽郡東栄町 2300914 平成29年4月20日 株式会社　岡村組

北設楽郡東栄町 2301263 平成29年5月15日 社会福祉法人東栄町社会福祉協議会

北設楽郡東栄町 2301335 平成29年6月29日 亀山建設　株式会社

北設楽郡東栄町 2304745 令和3年6月3日 株式会社　森建設

北設楽郡東栄町 2306348 令和4年3月10日 有限会社　志多ら

北設楽郡東栄町 2306349 令和4年3月10日 株式会社　鼓のみち

北設楽郡東栄町 2306430 令和4年3月24日 三信鉱工　株式会社

北設楽郡東栄町 2306442 令和4年3月31日 東栄タクシー　有限会社

北設楽郡東栄町 2306443 令和4年3月31日 有限会社　松並重機

北設楽郡豊根村 2302607 平成30年10月24日 株式会社　熊谷建設

北設楽郡豊根村 2305274 令和3年9月16日 株式会社　西尾組


