
機密性2

2022.12.22　現在

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

あま市 2300281 平成28年12月6日 株式会社　中建サ―ビス

あま市 2300519 平成29年1月10日 株式会社　ヤマックス

あま市 2300574 平成29年1月16日 サガス　株式会社

あま市 2300601 平成29年1月20日 株式会社　エイビス

あま市 2300783 平成29年1月27日 株式会社　橋本製作所

あま市 2301008 平成29年4月26日 ミワ建設工業　株式会社

あま市 2301135 平成29年5月1日 名古屋西　株式会社　トーヨー建商

あま市 2301546 平成29年8月7日
株式会社
総務システムサ―ビス

あま市 2301931 平成30年4月26日 トータルインテリア巧和　株式会社

あま市 2302020 平成30年5月16日 有限会社　三翠鋸鋼業所

あま市 2302401 平成30年9月6日 大日産業株式会社

あま市 2302534 平成30年10月11日
株式会社
インターナショナルコミュニケーションズ

あま市 2302555 平成30年10月11日 佐藤紙器　株式会社

あま市 2302574 平成30年10月18日 株式会社　ワコウ

あま市 2302639 平成30年11月8日 株式会社　シンコウ

あま市 2302811 平成31年1月10日 勅使川原産業　株式会社

あま市 2302831 平成31年1月24日 あさの不動産事務所　合同会社

あま市 2303173 令和1年6月6日 中日本炉工業　株式会社

あま市 2303263 令和1年6月27日 有限会社　山田自動車

あま市 2303271 令和1年7月4日

あま市 2303408 令和1年7月31日 有限会社　和田精機

あま市 2303503 令和1年9月5日 株式会社　弘和テック

あま市 2303606 令和1年9月27日 株式会社　河村産業所

あま市 2303800 令和2年1月23日 株式会社　マツヤ

あま市 2304261 令和2年8月20日  合同会社　ＫＯＭＡＭＥ事務サービス

あま市 2304400 令和2年11月5日 株式会社　瑞工

あま市 2304407 令和2年11月5日 株式会社　ナテック
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

あま市 2304427 令和2年11月12日 株式会社　了生

あま市 2304445 令和2年11月19日

あま市 2304690 令和3年5月13日 三輪電設　株式会社

あま市 2304742 令和3年6月3日 ΒＫ　ａｌｐｈａ　株式会社

あま市 2304877 令和3年7月8日 株式会社　共和美工

あま市 2304999 令和3年8月12日 有限会社　さいとう建材店

あま市 2305015 令和3年8月12日 株式会社　シブヤテック

あま市 2305032 令和3年8月12日 中部美化企業　株式会社

あま市 2305043 令和3年8月19日

あま市 2305160 令和3年9月9日 株式会社　クリオ

あま市 2305302 令和3年9月16日 株式会社　はすみ製作所

あま市 2305322 令和3年9月16日 株式会社　山三

あま市 2305409 令和3年9月24日 株式会社　ワールド

あま市 2305460 令和3年9月30日 川本鋼材株式会社

あま市 2305650 令和3年10月21日 株式会社　ＴＯＧＯ　ＰＯＷΕＲ

あま市 2305661 令和3年10月21日 ジェイ・アクシス　株式会社

あま市 2305790 令和3年10月29日 株式会社　三喜工作所

あま市 2305813 令和3年10月29日 株式会社　アンパサンド

あま市 2305893 令和3年11月18日 株式会社　中野製作所

あま市 2305904 令和3年11月18日 平野建鉄工業　株式会社

あま市 2306039 令和3年12月2日 株式会社　ＭＵＲＡＳＡＷＡ

あま市 2306280 令和4年2月17日 居附測量　株式会社

あま市 2306412 令和4年3月24日 株式会社　鬼頭塗料

あま市 2306572 令和4年4月28日 加藤製菓株式会社

あま市 2306748 令和4年6月2日 株式会社　博信工業

あま市 2306805 令和4年6月16日 イイダテクノ　株式会社

あま市 2306830 令和4年6月23日 株式会社　ＣＳ　ｗｏｒｋ

あま市 2306831 令和4年6月23日 株式会社　オールサービス
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

あま市 2307041 令和4年8月18日 ニットウ　株式会社

あま市 2307130 令和4年9月8日 株式会社　エコフォレスト

あま市 2307159 令和4年9月15日 永田保温工業　株式会社

あま市 2307281 令和4年9月29日 株式会社　山田製作所

あま市 2307402 令和4年10月20日 有限会社　シンコー

あま市 2307450 令和4年11月4日 株式会社　竹内金型製作所

あま市 2307474 令和4年11月10日 株式会社　ナリタ電業

愛西市 2300228 平成28年12月2日

愛西市 2300299 平成28年12月6日 津島自動車学校

愛西市 2300505 平成28年12月27日 一般社団法人　光陽福祉会

愛西市 2300542 平成29年1月10日 株式会社　佐織電気

愛西市 2300566 平成29年1月16日
社会福祉法人　海部連福祉会
虹の里八開

愛西市 2300769 平成29年1月27日 伸光技研産業　株式会社

愛西市 2300842 平成29年4月4日 名古屋エアゾール　株式会社

愛西市 2301144 平成29年5月1日 株式会社　ＫＡＮＫＹＯ　ＨＡＮＤＳ

愛西市 2301712 平成30年2月1日 有限会社　ライフエール

愛西市 2302124 平成30年6月7日 新星ダイキャスト工業　株式会社

愛西市 2302296 平成30年7月17日 有限会社　鈴建

愛西市 2302333 平成30年7月24日 ＡＬＩ・ＴＲＡＤＩＮＧ　株式会社

愛西市 2302895 平成31年2月21日 株式会社　戸倉トラクター

愛西市 2303107 令和1年5月16日 有限会社　サトー化成

愛西市 2303475 令和1年8月29日 株式会社　オール・ウェイズ

愛西市 2303494 令和1年8月29日 有限会社　マツイサービス

愛西市 2303599 令和1年9月27日 社会福祉法人　西川端保育園

愛西市 2303677 令和1年10月17日 株式会社　古橋製作所

愛西市 2304371 令和2年10月22日

愛西市 2304373 令和2年10月22日 有限会社　エス・ティー・クリーン

愛西市 2304403 令和2年11月5日 株式会社　徳永商店
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

愛西市 2304507 令和3年1月7日 ひとみ眼科

愛西市 2304597 令和3年4月8日 株式会社　ＣＴＳ

愛西市 2304626 令和3年4月30日 栄進物流　株式会社

愛西市 2304868 令和3年7月8日 朝日工業　株式会社

愛西市 2305117 令和3年9月2日 株式会社　スズキプレス金型

愛西市 2305901 令和3年11月18日 株式会社　リブテック

愛西市 2306115 令和3年12月23日 有限会社　南海道路

愛西市 2306234 令和4年2月3日 株式会社　アイデン

愛西市 2306275 令和4年2月10日 株式会社　市川自動車

愛西市 2306717 令和4年5月26日 株式会社　エスプロ

愛西市 2306718 令和4年5月26日 有限会社　市川木魚製造所

愛西市 2306724 令和4年5月26日 株式会社　加藤組

愛西市 2306726 令和4年5月26日 株式会社　サイドウェル

愛西市 2306727 令和4年5月26日 株式会社　澤冷

愛西市 2306728 令和4年5月26日 株式会社　きもと

愛西市 2306737 令和4年6月2日 株式会社　ＳＫデザイン

愛西市 2306752 令和4年6月2日 カブーン　株式会社

愛西市 2307175 令和4年9月15日 株式会社　ＹＳコンテナ

海部郡蟹江町 2300170 平成28年11月24日
株式会社
サンキユウ・トランスポート・中部

海部郡蟹江町 2300824 平成29年3月8日 株式会社　アンレット

海部郡蟹江町 2301070 平成29年4月27日 海部建設　株式会社

海部郡蟹江町 2301760 平成30年4月1日 株式会社　ヤオキスーパー

海部郡蟹江町 2303059 平成31年4月25日 有限会社　中川建工

海部郡蟹江町 2303245 令和1年6月27日 ホンダドリーム名古屋西

海部郡蟹江町 2303623 令和1年10月3日 ＳＫ東海　株式会社

海部郡蟹江町 2303743 令和1年11月11日 有限会社　柳製作所

海部郡蟹江町 2304368 令和2年10月22日 株式会社　南成製作所

海部郡蟹江町 2304566 令和3年3月18日 ＯＴＡ　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

海部郡蟹江町 2304604 令和3年4月15日 ジェイスタイル　株式会社

海部郡蟹江町 2304689 令和3年5月13日 株式会社　ホリキタ電工

海部郡蟹江町 2304876 令和3年7月8日 株式会社　不動産ＳＯＳ

海部郡蟹江町 2305177 令和3年9月9日 株式会社　クリンテック

海部郡蟹江町 2305191 令和3年9月9日 丸二衛生　有限会社

海部郡蟹江町 2306035 令和3年12月2日 愛西センターレス工業　株式会社

海部郡蟹江町 2306057 令和3年12月9日 株式会社　光源社

海部郡蟹江町 2306070 令和3年12月9日 株式会社　サカエプレス

海部郡蟹江町 2306072 令和3年12月9日 有限会社　ハイソウ液化ガス

海部郡蟹江町 2306078 令和3年12月9日 有限会社　エイエスケイ

海部郡蟹江町 2306135 令和4年1月6日 松屋　株式会社

海部郡蟹江町 2306385 令和4年3月17日

海部郡蟹江町 2306834 令和4年6月23日 有限会社　掛井塗装工業所

海部郡蟹江町 2306891 令和4年7月7日 有限会社　渋江商店

海部郡蟹江町 2307149 令和4年9月15日 愛豊工業　株式会社

海部郡大治町 2300200 平成28年11月30日 菱源　株式会社

海部郡大治町 2300205 平成28年11月30日 株式会社　オリジナルプラン

海部郡大治町 2300227 平成28年11月30日 国光工業　株式会社

海部郡大治町 2300843 平成29年4月4日 株式会社　クロスユニオン

海部郡大治町 2301504 平成29年7月31日 有限会社　三徳

海部郡大治町 2301571 平成29年8月18日 株式会社　原塗装店

海部郡大治町 2302613 平成30年10月30日 Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ　株式会社

海部郡大治町 2302680 平成30年11月21日 株式会社　山　忠

海部郡大治町 2303472 令和1年8月22日 社会福祉法人　大治町社会福祉協議会

海部郡大治町 2303830 令和2年1月30日 株式会社　章心

海部郡大治町 2304138 令和2年4月30日 株式会社　三洋化成

海部郡大治町 2305264 令和3年9月16日 株式会社　ＳＳＧ

海部郡大治町 2305301 令和3年9月16日 有限会社　ツツイ
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

海部郡大治町 2305556 令和3年10月7日 名南エレック　株式会社

海部郡大治町 2305708 令和3年10月21日 有限会社　市来機械

海部郡大治町 2305751 令和3年10月28日 株式会社　エーエス

海部郡大治町 2305900 令和3年11月18日 有限会社　トキワ工業

海部郡大治町 2307074 令和4年9月1日 株式会社　ユウアイ電設

海部郡大治町 2307388 令和4年10月13日 三国電気通信サービス　株式会社

海部郡飛島村 2300244 平成28年12月5日 坪内運輸　株式会社

海部郡飛島村 2301147 平成29年5月1日 富士機鋼　株式会社　飛島事業所

海部郡飛島村 2301213 平成29年5月9日 合資会社　トビシマ製作所

海部郡飛島村 2301331 平成29年6月16日 三和鐵鋼　株式会社

海部郡飛島村 2301941 平成30年5月2日 稲沢運輸　株式会社

海部郡飛島村 2302338 平成30年7月30日 松栄運輸　株式会社

海部郡飛島村 2302454 平成30年9月26日 東海団地倉庫　株式会社

海部郡飛島村 2302533 平成30年10月11日 株式会社　ニッコー

海部郡飛島村 2302561 平成30年10月17日 大新運輸　有限会社

海部郡飛島村 2302576 平成30年10月18日 株式会社　ダイコー

海部郡飛島村 2302583 平成30年10月24日 株式会社　エムエムエクスポート

海部郡飛島村 2302755 平成30年12月17日 株式会社　鈴与カーゴネット名古屋

海部郡飛島村 2303187 令和1年6月13日 有限会社　渡辺工業所

海部郡飛島村 2303341 令和1年7月18日 株式会社　ハイトク自動車

海部郡飛島村 2304712 令和3年5月20日 株式会社　ワールド・クリーン

海部郡飛島村 2305064 令和3年8月19日 三興技研　株式会社

海部郡飛島村 2305082 令和3年8月26日 有限会社　コトブキ運輸

海部郡飛島村 2306119 令和3年12月23日 若杉自動車　株式会社

海部郡飛島村 2306447 令和4年3月31日 株式会社　ハヤセ

海部郡飛島村 2306855 令和4年6月23日 有限会社　佐藤石油店

海部郡飛島村 2307223 令和4年9月22日 株式会社　Ｙ＆Ｙ

海部郡飛島村 2307417 令和4年10月20日 株式会社　華盛
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

津島市 2300026 平成28年10月1日 株式会社　風岡

津島市 2300115 平成28年10月1日 株式会社　綿新商店

津島市 2300116 平成28年10月1日 津島商工会議所

津島市 2300119 平成28年10月1日 共同グラビヤ印刷　株式会社

津島市 2300122 平成28年10月20日 寺田タカロン　株式会社

津島市 2300125 平成28年10月20日 社会福祉法人　愛燦会

津島市 2300136 平成28年10月20日 津島瓦斯　株式会社

津島市 2300141 平成28年10月20日 株式会社　ワイストア

津島市 2300142 平成28年10月20日 株式会社　ヨシヅヤストアー

津島市 2300143 平成28年10月20日 株式会社　義津屋

津島市 2300261 平成28年12月5日 千代田工業　株式会社

津島市 2300497 平成28年12月27日 栗木運輸　株式会社

津島市 2300526 平成29年1月10日 株式会社　中藤電機産業

津島市 2301045 平成29年4月27日 株式会社 服部商会

津島市 2301174 平成29年5月9日 医療法人　佳信会

津島市 2301200 平成29年5月9日 Ｏ．Ａ．Ｅ．株式会社

津島市 2301201 平成29年5月9日 東海建設　株式会社

津島市 2301354 平成29年7月7日 株式会社　千代田不動産

津島市 2301357 平成29年7月18日 猪飼毛織　株式会社

津島市 2301382 平成29年7月18日 株式会社　ミキホールディングス

津島市 2301467 平成29年7月24日 有限会社　大谷

津島市 2301602 平成29年9月11日 福岡建設　株式会社

津島市 2302070 平成30年5月24日 有限会社　川助農園

津島市 2302241 平成30年7月5日 七宝金型工業　株式会社

津島市 2302420 平成30年9月11日 株式会社　東海保険工房

津島市 2302441 平成30年9月13日 税理士法人　野々山会計事務所

津島市 2302934 平成31年3月7日 有限会社　オーエヌワイ

津島市 2302988 平成31年4月1日 吉田建設　株式会社
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津島市 2303053 平成31年4月25日 有限会社　妹尾工業

津島市 2303194 令和1年6月20日 株式会社　ＴＤＥＣ

津島市 2303241 令和1年6月27日 医療法人　あいち健康クリニック

津島市 2303254 令和1年6月27日 有限会社　滝川タイル店

津島市 2303427 令和1年8月8日 株式会社　相馬建設

津島市 2303428 令和1年8月8日 株式会社　イズミヤ

津島市 2303429 令和1年8月8日 トモマツモータース　有限会社

津島市 2303524 令和1年9月5日 株式会社　マエヤマフーズ

津島市 2304022 令和2年4月9日 株式会社　はじめの一歩

津島市 2304328 令和2年10月2日 株式会社　サカモトエンジニアリング

津島市 2304374 令和2年10月22日 株式会社　ミタニ建設

津島市 2304472 令和2年11月26日

津島市 2304592 令和3年4月1日 有限会社　アイメッセ

津島市 2304721 令和3年5月20日 有限会社　染川組

津島市 2304869 令和3年7月8日 株式会社　八村呉服店

津島市 2304886 令和3年7月8日 医療法人　裕誠会

津島市 2305549 令和3年10月7日 ドリ―ム　名古屋　株式会社

津島市 2305701 令和3年10月21日 株式会社　マイカジャパン

津島市 2305704 令和3年10月21日 有限会社　神守紙工所

津島市 2305748 令和3年10月28日 株式会社　アサノテック

津島市 2305903 令和3年11月18日 立松丸鋸加工　株式会社

津島市 2306001 令和3年12月2日 合名会社　鶴見製麺所

津島市 2306002 令和3年12月2日 有限会社　八神建設

津島市 2306136 令和4年1月6日 アイズ継手技工　株式会社

津島市 2306149 令和4年1月6日 株式会社　功晴精密

津島市 2306172 令和4年1月20日

津島市 2306196 令和4年1月27日 有限会社　伊藤製罐工業

津島市 2306215 令和4年1月27日 株式会社　伊藤工業



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

津島市 2306216 令和4年1月27日 光和　株式会社

津島市 2306302 令和4年2月24日 特進産業　株式会社

津島市 2306306 令和4年2月24日 株式会社　那須建築

津島市 2306381 令和4年3月17日 株式会社　松長鉄工所

津島市 2306702 令和4年4月1日 株式会社　エフテック

津島市 2306703 令和4年4月1日 有限会社　土方建設

津島市 2307015 令和4年8月12日 有限会社　新明工業所

津島市 2307018 令和4年8月12日 東信化成　株式会社

津島市 2307037 令和4年8月18日 株式会社　カンダ住建

津島市 2307076 令和4年9月1日 赤星金属工業　有限会社

津島市 2307077 令和4年9月1日 有限会社 ヒラノ板金工業

津島市 2307090 令和4年9月1日 有限会社　カワセイ建材

津島市 2307091 令和4年9月1日 有限会社　ツノダ塗装

津島市 2307095 令和4年9月1日 泰誠内装　株式会社

津島市 2307096 令和4年9月1日 株式会社　アイ美容室

津島市 2307150 令和4年9月15日 丸信巧芸　株式会社

津島市 2307151 令和4年9月15日 株式会社　橘アルミニューム製作所

津島市 2307212 令和4年9月22日 寺澤鈑金工業　株式会社

津島市 2307236 令和4年9月22日 綿新産業　株式会社

津島市 2307549 令和4年12月22日 株式会社　クリエート・バリュー

弥富市 2300213 平成28年11月30日 熊野機工　株式会社

弥富市 2300216 平成28年11月30日 株式会社　伊藤製作所

弥富市 2300482 平成28年12月27日 大津鉄工　株式会社

弥富市 2300498 平成28年12月27日 野村産業　株式会社

弥富市 2300569 平成29年1月16日 株式会社　トップ運輸

弥富市 2300977 平成29年4月26日 中部ハウス工業　株式会社

弥富市 2301142 平成29年5月1日 海部土地改良区

弥富市 2301530 平成29年8月7日 アサイウッドマテリア　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

弥富市 2301585 平成29年8月28日 株式会社　三鶴工業所

弥富市 2301806 平成30年4月4日 株式会社　三愛

弥富市 2301901 平成30年4月19日 かがやき　株式会社

弥富市 2302867 平成31年2月7日 株式会社　ダイセーセントレックス

弥富市 2303087 令和1年5月8日 社会福祉法人　弥富福祉会

弥富市 2303463 令和1年8月15日 有限会社　丸うモータース

弥富市 2304018 令和2年3月27日 実高工業　株式会社

弥富市 2304343 令和2年10月8日 株式会社　岩城工業

弥富市 2304804 令和3年6月24日 名古屋西部ソイルリサイクル　株式会社

弥富市 2305018 令和3年8月12日 ＫＰプラント　株式会社

弥富市 2305022 令和3年8月12日 株式会社　佐藤鑿井工業

弥富市 2305644 令和3年10月14日 東海プレス工業　株式会社

弥富市 2305981 令和3年12月2日 株式会社　ＳＡＴＯ工業

弥富市 2306120 令和3年12月23日 株式会社　正栄

弥富市 2306758 令和4年6月2日 株式会社　石川商店

弥富市 2306775 令和4年6月9日 株式会社　ＳΒトランスポートシステム

弥富市 2306836 令和4年6月23日 株式会社　主人公　風の子びれっじ

弥富市 2306884 令和4年6月30日 有限会社　オートレックエンタープライズ

弥富市 2306889 令和4年7月7日 司自動車　有限会社

弥富市 2306912 令和4年7月7日 株式会社　佐藤工務店


