
機密性2

2022.12.22　現在

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

愛知郡東郷町 2300517 平成29年1月10日 株式会社　近藤自動車

愛知郡東郷町 2300908 平成29年4月20日 有限会社　加藤建装

愛知郡東郷町 2301143 平成29年5月1日 株式会社　エス.エム.ティ工業

愛知郡東郷町 2301159 平成28年10月1日 有限会社　獣徳会

愛知郡東郷町 2301208 平成29年5月9日 名古屋ゴルフ倶楽部

愛知郡東郷町 2301379 平成29年7月18日 株式会社　喜多村

愛知郡東郷町 2301494 平成29年7月31日 株式会社　津代エクステリア

愛知郡東郷町 2301515 平成29年7月31日 とーるほーむ　株式会社

愛知郡東郷町 2301717 平成30年2月9日
社会福祉法人　フィロス
フィロスとうごう

愛知郡東郷町 2302025 平成30年5月16日 嶋工業　株式会社

愛知郡東郷町 2302535 平成30年10月11日 有限会社　美芳園工業

愛知郡東郷町 2303728 令和1年10月30日 三洲土木　株式会社

愛知郡東郷町 2303792 令和1年12月26日 石川工業　株式会社

愛知郡東郷町 2304169 令和2年6月18日 株式会社　エイト工業

愛知郡東郷町 2304603 令和3年4月15日 ＦΕＬＬＯＷＳ　株式会社

愛知郡東郷町 2304731 令和3年5月27日 東郷町施設サービス　株式会社

愛知郡東郷町 2304753 令和3年6月10日 株式会社　セージツ

愛知郡東郷町 2304842 令和3年7月1日 株式会社　カノークス鋼管東海

愛知郡東郷町 2305052 令和3年8月19日 株式会社　プラッツ

愛知郡東郷町 2305403 令和3年9月24日 株式会社　櫻建設

愛知郡東郷町 2306025 令和3年12月2日 株式会社　金沢商店

愛知郡東郷町 2306028 令和3年12月2日 水谷工業　株式会社

愛知郡東郷町 2306128 令和3年12月23日 株式会社　中部理化

愛知郡東郷町 2306190 令和4年1月20日 株式会社　コマツ産業

愛知郡東郷町 2306421 令和4年3月24日 有限会社メンアットワーク青木

愛知郡東郷町 2306778 令和4年6月9日 株式会社　プロスト

愛知郡東郷町 2306779 令和4年6月9日 株式会社　エイワンシステム

健康宣言チャレンジ事業所一覧（尾張）
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

愛知郡東郷町 2306899 令和4年7月7日 伊正工業　株式会社

愛知郡東郷町 2307119 令和4年9月8日 藤開発　株式会社

愛知郡東郷町 2307270 令和4年9月29日 株式会社　柴山商会

一宮市 2300005 平成28年10月1日 進弘産業　株式会社

一宮市 2300089 平成28年10月1日 松前商事株式会社

一宮市 2300090 平成28年10月1日 暁産業　株式会社

一宮市 2300091 平成28年10月1日 株式会社　マルエム商会

一宮市 2300098 平成28年10月1日 株式会社　スリーエス物流

一宮市 2300099 平成28年10月1日 有限会社　オートグランディ

一宮市 2300131 平成28年10月20日 株式会社　森本本店

一宮市 2300149 平成28年11月1日 株式会社　八丁商会

一宮市 2300157 平成28年11月10日 合同会社　ウィンコンサルタント

一宮市 2300206 平成28年11月30日 株式会社　タグチ

一宮市 2300240 平成28年12月5日 みづほ興業　株式会社

一宮市 2300308 平成28年12月6日 株式会社　ＤＩＭＳ医科学研究所

一宮市 2300309 平成28年12月6日 岩田食品　株式会社

一宮市 2300310 平成28年12月6日 イワタフレッシュフーズ　株式会社

一宮市 2300315 平成28年12月7日 株式会社　ファッションヤマグチ

一宮市 2300554 平成29年1月10日 ハジメ産業　株式会社

一宮市 2300556 平成29年1月10日 有限会社　ひかり計算センター

一宮市 2300691 平成29年1月20日 株式会社　日本環境技術センター

一宮市 2300790 平成29年1月27日 株式会社　イチテック

一宮市 2300891 平成29年4月19日 加茂建設　株式会社

一宮市 2300917 平成29年4月21日 丸八　株式会社

一宮市 2300928 平成29年4月21日 株式会社　アイ・ピー・エス東海

一宮市 2300931 平成29年4月21日 一般財団法人　一宮市学校給食会

一宮市 2300957 平成29年4月26日
昭和コンピューターシステム
株式会社

一宮市 2300964 平成29年4月26日 東陽住建　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

一宮市 2300970 平成29年4月26日 株式会社　Βｆｕｌｌ

一宮市 2300973 平成29年4月26日 川口合成　株式会社

一宮市 2300985 平成29年4月26日 岩田金属　株式会社

一宮市 2301103 平成29年5月1日 尾西商工会

一宮市 2301133 平成29年5月1日
株式会社
ＦＩＮＥ　ＳＴＲＡＴＥＧＹ

一宮市 2301191 平成29年5月9日 ミズボウ　株式会社

一宮市 2301240 平成29年5月9日 一般社団法人　カナンウォーク

一宮市 2301265 平成29年5月15日 ＮｅＸＴ　朝日税理士法人

一宮市 2301451 平成29年7月24日 株式会社　ネッツトラスト

一宮市 2301502 平成29年7月31日 一宮電話興業　株式会社

一宮市 2301545 平成29年8月7日 株式会社　マルサール

一宮市 2301550 平成29年8月7日 橋本ポンプ　株式会社

一宮市 2301570 平成29年8月18日 税理士法人　総合経営

一宮市 2301638 平成29年10月31日 坪内建設　株式会社

一宮市 2301730 平成30年2月9日 株式会社　大宝レックス

一宮市 2301787 平成30年4月1日 三井堂　株式会社

一宮市 2301788 平成30年4月1日 昭和土建　株式会社

一宮市 2301795 平成30年4月4日 株式会社　浅井鋳造所

一宮市 2301831 平成30年4月4日 株式会社　栄喜電設

一宮市 2301832 平成30年4月4日 新木染工　有限会社

一宮市 2301850 平成30年4月13日 株式会社　プラスワン

一宮市 2301860 平成30年4月13日 有限会社　石井勝塗料店

一宮市 2301877 平成30年4月19日 株式会社　尾張パイオニア警備

一宮市 2301917 平成30年4月26日 医療法人　健口会

一宮市 2301923 平成30年4月26日 株式会社　滝善

一宮市 2302021 平成30年5月16日 株式会社　中部リフォーム

一宮市 2302060 平成30年5月24日 日の出紡織　株式会社

一宮市 2302064 平成30年5月24日 株式会社　金光
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

一宮市 2302102 平成30年6月5日 サン・アール　株式会社

一宮市 2302104 平成30年6月5日 株式会社　ヨシダ工業

一宮市 2302108 平成30年6月5日 株式会社　荒新機工

一宮市 2302110 平成30年6月5日 菱川工業　株式会社

一宮市 2302111 平成30年6月5日 有限会社　ポパイ

一宮市 2302123 平成30年6月7日 名古屋避雷針工業　株式会社

一宮市 2302127 平成30年6月14日 平野物流　株式会社

一宮市 2302155 平成30年6月19日 株式会社　中部シスコン

一宮市 2302159 平成30年6月19日 有限会社　サンエイ工業

一宮市 2302180 平成30年6月27日 宮田毛織工業　株式会社

一宮市 2302257 平成30年7月5日 社会福祉法人　樫の木福祉会

一宮市 2302268 平成30年7月5日 土岐電機　有限会社

一宮市 2302272 平成30年7月5日 有限会社　池山電機

一宮市 2302290 平成30年7月9日 艶清興業　株式会社

一宮市 2302312 平成30年7月17日 愛星パック　株式会社

一宮市 2302323 平成30年7月24日 三和興産　株式会社

一宮市 2302325 平成30年7月24日 第一電気工事　有限会社

一宮市 2302337 平成30年7月24日 社会医療法人　杏嶺会

一宮市 2302417 平成30年9月11日 株式会社　ＰＲＯＴＥＸ

一宮市 2302422 平成30年9月11日 株式会社　ワールドエッチング

一宮市 2302449 平成30年9月26日 株式会社　梶浦設計事務所

一宮市 2302485 平成30年9月26日 有限会社　衛藤興業

一宮市 2302550 平成30年10月11日 エイワ建設　有限会社

一宮市 2302588 平成30年10月24日 山重工業　株式会社

一宮市 2302618 平成30年10月30日 株式会社　カーサ伊太利屋

一宮市 2302633 平成30年11月8日 株式会社　トクタク

一宮市 2302645 平成30年11月8日 アネシス　株式会社

一宮市 2302662 平成30年11月13日 株式会社　ベクターロジスティクス
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

一宮市 2302671 平成30年11月15日

一宮市 2302673 平成30年11月15日 ササキセルム　株式会社

一宮市 2302679 平成30年11月21日 護人建設　株式会社

一宮市 2302682 平成30年11月21日 愛知溶業　株式会社

一宮市 2302697 平成30年11月22日 森保染色　株式会社

一宮市 2302699 平成30年11月22日 有限会社　マルケイ

一宮市 2302706 平成30年11月26日 ハセガワ楽器　有限会社

一宮市 2302713 平成30年11月27日 株式会社　エサキホーム

一宮市 2302786 平成30年12月26日 有限会社　あおぞら保険

一宮市 2302799 平成31年1月10日 株式会社　サンコーテック

一宮市 2302823 平成31年1月17日 株式会社　マホリ

一宮市 2302847 平成31年1月31日 一宮市浮野養鶏　株式会社

一宮市 2302868 平成31年2月7日 株式会社　フジコン

一宮市 2302879 平成31年2月14日 有限会社　バリュークリエーション

一宮市 2302972 平成31年4月1日 ダイセーエブリー二十四　株式会社

一宮市 2303010 平成31年4月22日 株式会社　Ｔ・Ｉ・Ａ

一宮市 2303032 平成31年4月25日 ＴＳトランスポート　株式会社

一宮市 2303042 平成31年4月25日 栄光染色　株式会社

一宮市 2303066 平成31年4月25日 株式会社　メイギテクニカ

一宮市 2303147 令和1年5月30日 長大　株式会社

一宮市 2303162 令和1年6月6日 有限会社　サンライト

一宮市 2303188 令和1年6月13日 一宮商工会議所

一宮市 2303189 令和1年6月13日 シバタテクノテキス　株式会社

一宮市 2303193 令和1年6月20日 株式会社　アローズ

一宮市 2303217 令和1年6月20日 糸喜　株式会社

一宮市 2303259 令和1年6月27日 有限会社　森本商事

一宮市 2303284 令和1年7月4日 岡村自動車　株式会社

一宮市 2303291 令和1年7月4日 株式会社　葉栗オートショップ
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

一宮市 2303377 令和1年7月25日 旭光撚糸　株式会社

一宮市 2303402 令和1年7月31日 日本エコシステム株式会社

一宮市 2303437 令和1年8月8日 丸左撚糸　株式会社

一宮市 2303442 令和1年8月8日 有限会社　メカクリニック

一宮市 2303464 令和1年8月15日 有限会社　カーズスパーク

一宮市 2303530 令和1年9月5日 株式会社　ラックサービス

一宮市 2303542 令和1年9月12日 株式会社　桑原

一宮市 2303547 令和1年9月12日
株式会社
シャイニングビューティ企画

一宮市 2303554 令和1年9月12日 社会福祉法人　春岡会

一宮市 2303557 令和1年9月19日 有限会社　光田モータース

一宮市 2303601 令和1年9月27日 株式会社　平和電機

一宮市 2303607 令和1年9月27日 中伝毛織　株式会社

一宮市 2303640 令和1年10月10日 株式会社　城西ホームテック

一宮市 2303664 令和1年10月17日 株式会社　オートサービス中北

一宮市 2303739 令和1年11月11日 株式会社　金沢設備

一宮市 2303788 令和1年12月26日 名鉄西部交通　株式会社

一宮市 2303831 令和2年1月30日 株式会社　かくこ

一宮市 2303834 令和2年1月30日 有限会社　今枝工業

一宮市 2303848 令和2年2月6日 国際運輸　株式会社

一宮市 2303849 令和2年2月6日 株式会社　山眞組

一宮市 2303930 令和2年3月2日 日比清　株式会社

一宮市 2303975 令和2年3月13日 株式会社　そよ風

一宮市 2303988 令和2年3月13日 株式会社　プラスワン

一宮市 2304056 令和2年4月9日 長谷部建設　株式会社

一宮市 2304110 令和2年4月23日 伍洋運輸　株式会社

一宮市 2304159 令和2年6月4日 株式会社　太田興業

一宮市 2304171 令和2年6月18日 みどり税理士法人

一宮市 2304176 令和2年6月25日 Ｓ＆Β　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

一宮市 2304185 令和2年7月2日 オリザ油化　株式会社

一宮市 2304209 令和2年7月27日 株式会社　弘洋電機

一宮市 2304226 令和2年7月30日 株式会社　みやざき工業

一宮市 2304257 令和2年8月13日 株式会社　ハイスタイル

一宮市 2304263 令和2年8月20日 明ケ丘　株式会社

一宮市 2304264 令和2年8月20日 株式会社　和田組

一宮市 2304272 令和2年8月27日 東海建設　株式会社

一宮市 2304274 令和2年9月3日 株式会社　河村商会

一宮市 2304277 令和2年9月3日 株式会社　川合技研

一宮市 2304296 令和2年9月10日 株式会社　平安閣

一宮市 2304300 令和2年9月10日 豊田撚糸　株式会社

一宮市 2304339 令和2年10月8日 有限会社　旭正建設

一宮市 2304370 令和2年10月22日 東和工業　株式会社

一宮市 2304418 令和2年11月12日 一宮中部衛生　株式会社

一宮市 2304431 令和2年11月12日 愛鉄　株式会社

一宮市 2304440 令和2年11月19日 株式会社　シード

一宮市 2304606 令和3年4月15日 株式会社　西島工業

一宮市 2304615 令和3年4月22日

一宮市 2304625 令和3年4月30日 株式会社　美ノ久

一宮市 2304633 令和3年4月30日 株式会社　ダイエックス中部

一宮市 2304634 令和3年4月30日 株式会社　ヤグミ

一宮市 2304697 令和3年5月13日 株式会社　タクセイ

一宮市 2304699 令和3年5月13日 株式会社　Ｈ４

一宮市 2304704 令和3年5月20日 株式会社　テクノライト

一宮市 2304724 令和3年5月27日 玉田自動車部品　株式会社

一宮市 2304750 令和3年6月10日 株式会社　吉田組

一宮市 2304862 令和3年7月8日 ミヤコ通運　株式会社

一宮市 2305174 令和3年9月9日 株式会社　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｍａｋｅｒ
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一宮市 2305298 令和3年9月16日 株式会社　中部サービス

一宮市 2305312 令和3年9月16日 株式会社　銀正

一宮市 2305313 令和3年9月16日 株式会社　桶寅

一宮市 2305360 令和3年9月16日 株式会社　建築工房ｓａｋｕｒａ

一宮市 2305365 令和3年9月24日 コンセプト・インターナショナル　株式会社

一宮市 2305440 令和3年9月24日 有限会社　アシスト

一宮市 2305441 令和3年9月24日 株式会社　ウメハラ

一宮市 2305568 令和3年10月7日 昭和通信工業　株式会社

一宮市 2305705 令和3年10月21日 有限会社　松阪設備工業

一宮市 2305844 令和3年11月11日 株式会社　サンズ

一宮市 2305859 令和3年11月18日 株式会社　フィット

一宮市 2305880 令和3年11月18日 有限会社　ＷＡＤＡ　ＷＥＬＤＩＮＧ

一宮市 2305907 令和3年11月18日 株式会社　ジー・シップ

一宮市 2305919 令和3年11月18日 株式会社　一宮工務店

一宮市 2305947 令和3年12月2日 株式会社　五条庵

一宮市 2305952 令和3年12月2日 株式会社　昇栄化成

一宮市 2305955 令和3年12月2日 株式会社　Ｑ＆Ｓ

一宮市 2306062 令和3年12月9日 有限会社　ウィコム

一宮市 2306063 令和3年12月9日 有限会社　電化ショップエンドウ

一宮市 2306081 令和3年12月9日 有限会社　三栄プレス

一宮市 2306102 令和3年12月16日 株式会社　クロノス

一宮市 2306110 令和3年12月16日 株式会社　ワイズ

一宮市 2306171 令和4年1月20日 株式会社　エス・プロジェクト

一宮市 2306199 令和4年1月27日 株式会社　蘇東電機商会

一宮市 2306237 令和4年2月3日 稲垣商店　株式会社

一宮市 2306320 令和4年3月3日 株式会社　ニシコーポレーション

一宮市 2306342 令和4年3月10日 株式会社　マイロジ

一宮市 2306369 令和4年3月17日 株式会社　ＭＥＤ
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一宮市 2306432 令和4年3月31日 株式会社　エターナルアート

一宮市 2306473 令和4年4月7日

一宮市 2306474 令和4年4月7日 株式会社　山義

一宮市 2306516 令和4年4月14日 株式会社　万歳家具

一宮市 2306527 令和4年4月14日 医療法人　鶴重会

一宮市 2306618 令和4年5月12日 吉川建設　株式会社

一宮市 2306640 令和4年5月19日 有限会社　前畑工務店

一宮市 2306646 令和4年5月19日 株式会社　マスター

一宮市 2306658 令和4年5月19日 株式会社　アライ

一宮市 2306749 令和4年6月2日 ＧＭ総合事務所

一宮市 2306835 令和4年6月23日 株式会社　クオーレ

一宮市 2306848 令和4年6月23日 税理士法人　大樹

一宮市 2306851 令和4年6月23日 ワシズ機械　株式会社

一宮市 2306854 令和4年6月23日 有限会社　大昌建設

一宮市 2306861 令和4年6月30日 株式会社　ハプロ

一宮市 2306892 令和4年7月7日 株式会社　イトウアンドカンパニーリミテッド

一宮市 2306900 令和4年7月7日 株式会社　ＴＳネット

一宮市 2306931 令和4年7月21日 羊商　有限会社

一宮市 2306952 令和4年7月28日 株式会社　グローバルハウスジャパン

一宮市 2307079 令和4年9月1日 株式会社　かん・ぜおん

一宮市 2307106 令和4年9月8日 三興　株式会社

一宮市 2307154 令和4年9月15日 株式会社　愛知イエローハット

一宮市 2307178 令和4年9月15日 有限会社　ツカサ工業

一宮市 2307225 令和4年9月22日 一宮重量輸送　株式会社

一宮市 2307287 令和4年9月29日 中京技研　株式会社

一宮市 2307314 令和4年9月29日 有限会社　マサノリ

稲沢市 2300135 平成28年10月20日 株式会社　ソーゴー

稲沢市 2300165 平成28年11月24日 東新住建　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

稲沢市 2300188 平成28年11月30日 稲沢建設　株式会社

稲沢市 2300203 平成28年11月30日 有限会社　三幸

稲沢市 2300235 平成28年12月2日 愛厚はなのきの里

稲沢市 2300296 平成28年12月6日 中京化学　株式会社

稲沢市 2300344 平成28年12月8日 日本エンジン　株式会社

稲沢市 2300411 平成28年12月19日 有限会社　春日運輸

稲沢市 2300479 平成28年12月27日 北島不動産　株式会社

稲沢市 2300587 平成29年1月16日 有限会社　服部庭園

稲沢市 2300810 平成29年2月17日 有限会社　名西機械サービス

稲沢市 2300944 平成29年4月21日 株式会社　水谷建設

稲沢市 2301131 平成29年5月1日 株式会社　バイナス

稲沢市 2301149 平成29年5月1日 株式会社　アミ建設

稲沢市 2301253 平成29年5月9日 三友油設　株式会社

稲沢市 2301270 平成29年5月15日 有限会社　井戸甚施設工業所

稲沢市 2301440 平成29年7月24日 株式会社　稲沢商会

稲沢市 2301525 平成29年7月31日 株式会社　アッシュホーム

稲沢市 2301639 平成29年10月31日 有限会社　テラカツ

稲沢市 2301878 平成30年4月19日 株式会社　高瀬金型

稲沢市 2301879 平成30年4月19日 株式会社　グランツ

稲沢市 2301921 平成30年4月26日 株式会社　三愛設計

稲沢市 2301930 平成30年4月26日 有限会社　湯浅硝子店

稲沢市 2301965 平成30年5月2日 有限会社　安田建材

稲沢市 2302009 平成30年5月16日 コスモリサイクル　株式会社

稲沢市 2302010 平成30年5月16日 株式会社　大崎工務店

稲沢市 2302023 平成30年5月16日 株式会社　杉山石材

稲沢市 2302135 平成30年6月19日 株式会社　日研精密

稲沢市 2302273 平成30年7月5日 株式会社　稲沢工機

稲沢市 2302326 平成30年7月24日 株式会社　ツカモト



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

稲沢市 2302537 平成30年10月11日 株式会社　東海鉄工所

稲沢市 2302725 平成30年12月5日 株式会社　愛知尾張商業

稲沢市 2302857 平成31年1月31日 株式会社　上飯田製作所

稲沢市 2302858 平成31年1月31日 稲東建設　株式会社

稲沢市 2303038 平成31年4月25日 豊具産業　株式会社

稲沢市 2303043 平成31年4月25日 有限会社　はるか薬局

稲沢市 2303097 令和1年5月16日 株式会社　シンワ

稲沢市 2303112 令和1年5月16日 ナザテック　株式会社

稲沢市 2303190 令和1年6月13日 木村建設　株式会社

稲沢市 2303223 令和1年6月27日 愛幸建設　株式会社

稲沢市 2303281 令和1年7月4日 有限会社　前田自動車

稲沢市 2303359 令和1年7月18日 永昇建設　株式会社

稲沢市 2303458 令和1年8月15日 有限会社　服部モータース

稲沢市 2303459 令和1年8月15日 三協電機　株式会社

稲沢市 2303628 令和1年10月3日 稲沢商工会議所

稲沢市 2303702 令和1年10月24日 弘和テクニカル　株式会社

稲沢市 2303822 令和2年1月30日 有限会社　加藤グリーンサプライ

稲沢市 2303850 令和2年2月6日 株式会社　徳山鋳造所

稲沢市 2303882 令和2年2月14日 有限会社　橋本鉄工所

稲沢市 2303920 令和2年3月2日 株式会社　ルーテック・サクライ

稲沢市 2303945 令和2年3月6日 株式会社　角田園

稲沢市 2303970 令和2年3月13日 株式会社　稲沢機械製作所

稲沢市 2303977 令和2年3月13日 有限会社　オートステーション

稲沢市 2304026 令和2年4月9日 平和町商工会

稲沢市 2304050 令和2年4月9日 美吉建設　株式会社

稲沢市 2304189 令和2年7月9日 藤桂京伊　株式会社

稲沢市 2304199 令和2年7月16日 株式会社　川村水道設備

稲沢市 2304301 令和2年9月10日 中部電設　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

稲沢市 2304429 令和2年11月12日 伸栄商事　株式会社

稲沢市 2304685 令和3年5月13日 株式会社　鈴重

稲沢市 2304693 令和3年5月13日

稲沢市 2304849 令和3年7月1日 株式会社　ブルーボックス

稲沢市 2305083 令和3年8月26日 岸保産業　株式会社

稲沢市 2305085 令和3年8月26日 株式会社　オーテクニック

稲沢市 2305092 令和3年8月26日 岩田工業　株式会社

稲沢市 2305204 令和3年9月16日 稲栄産業　株式会社

稲沢市 2305288 令和3年9月16日 株式会社　タイセイロジプラン

稲沢市 2305442 令和3年9月24日 株式会社　アイピー・ファインテック

稲沢市 2305821 令和3年10月29日 株式会社　愛和産業

稲沢市 2306200 令和4年1月27日 山正建設　株式会社

稲沢市 2306220 令和4年2月3日 株式会社　Ｈｅａｒｔｓキャリアセンター

稲沢市 2306221 令和4年2月3日 アサヒ繊維工業　株式会社

稲沢市 2306557 令和4年4月21日 有限会社　木村農園

稲沢市 2306566 令和4年4月28日 株式会社　平井建設

稲沢市 2306647 令和4年5月19日 丸徳産業　株式会社

稲沢市 2306648 令和4年5月19日 丸徳輸送　株式会社

稲沢市 2306649 令和4年5月19日 丸美急配　株式会社

稲沢市 2306682 令和4年5月26日 有限会社　カトウエンジニア

稲沢市 2306810 令和4年6月16日 社会福祉法人　信竜会

稲沢市 2307055 令和4年8月25日 三共電機　株式会社

稲沢市 2307177 令和4年9月15日 株式会社　角田組

稲沢市 2307203 令和4年9月22日 株式会社　国分農園

稲沢市 2307207 令和4年9月22日 稲沢工業　株式会社

稲沢市 2307208 令和4年9月22日 株式会社　フォーシーズンズクリーンサービス

稲沢市 2307262 令和4年9月29日 有限会社　岩田ゴム工業

稲沢市 2307378 令和4年10月6日 有限会社　ボディーショップ・クラフト



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

稲沢市 2307449 令和4年11月4日 株式会社　エム電通

稲沢市 2307550 令和4年12月22日 株式会社　ヒラノヤ

稲沢市 2307558 令和4年12月22日 有限会社　杉谷製作所

岩倉市 2300418 平成28年12月19日 株式会社　アイワ

岩倉市 2300886 平成29年4月19日 ニワホーム　株式会社

岩倉市 2300912 平成29年4月20日 愛北電子　株式会社

岩倉市 2301557 平成29年8月7日 株式会社　丸一電気工事

岩倉市 2302082 平成30年5月31日 株式会社　Ｒｅｖｉｖａｌ．

岩倉市 2302089 平成30年6月5日 株式会社　中村工務店

岩倉市 2303738 令和1年11月11日 有限会社　尾州工業

岩倉市 2304193 令和2年7月16日 有限会社　ミヤタ電機設計

岩倉市 2304504 令和2年12月24日 株式会社　フジ環境サービス

岩倉市 2305104 令和3年8月26日 千寿技熔　株式会社

岩倉市 2305225 令和3年9月16日 株式会社　ユーサン物流

岩倉市 2305226 令和3年9月16日 株式会社　Ｈ．Ｒ．

岩倉市 2305241 令和3年9月16日 桜井工業　株式会社

岩倉市 2305376 令和3年9月24日 株式会社　新和汽缶

岩倉市 2305908 令和3年11月18日 株式会社　小牧ボデー

岩倉市 2305946 令和3年12月2日 株式会社　カスガ

岩倉市 2306165 令和4年1月13日 有限会社　トキキャリーサービス

岩倉市 2306175 令和4年1月20日 株式会社　大城電機

岩倉市 2306176 令和4年1月20日 キャディー　株式会社

岩倉市 2306202 令和4年1月27日

岩倉市 2306905 令和4年7月7日 株式会社　マルトク

岩倉市 2307072 令和4年9月1日 カウパック　株式会社

岩倉市 2307168 令和4年9月15日 株式会社　住ｍｉｌｅ

岩倉市 2307224 令和4年9月22日 丹羽ベビー　株式会社

岩倉市 2307232 令和4年9月22日 有限会社　ギターワークス



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岩倉市 2307233 令和4年9月22日 合同会社　せん

岩倉市 2307359 令和4年10月6日 株式会社　翔栄通商

岩倉市 2307368 令和4年10月6日 有限会社　ジール

岩倉市 2307503 令和4年12月1日 関戸工業　株式会社

犬山市 2300590 平成29年1月20日 山田精密　株式会社

犬山市 2301002 平成29年4月26日
株式会社
デンケンテクニカルサービス

犬山市 2301023 平成29年4月26日 愛北木材　株式会社

犬山市 2301099 平成29年5月1日 株式会社　アダムス医療

犬山市 2301310 平成29年6月8日 ＢＸ紅雲　株式会社

犬山市 2302862 平成31年1月31日 株式会社　ｍａｒｕｉｃｈｉ

犬山市 2302921 平成31年3月7日 有限会社　ウシホ製作所

犬山市 2303056 平成31年4月25日 犬山商工会議所

犬山市 2303079 令和1年5月8日 中部魚錠　株式会社

犬山市 2303515 令和1年9月5日 大日工事　有限会社

犬山市 2303625 令和1年10月3日 株式会社　デンケン

犬山市 2303825 令和2年1月30日 株式会社　三輪工業所

犬山市 2303877 令和2年2月14日 安田電業　株式会社

犬山市 2303912 令和2年2月19日 株式会社　山口工業

犬山市 2304098 令和2年4月16日 株式会社　成正建装

犬山市 2304131 令和2年4月23日 有限会社　愛河興業

犬山市 2304162 令和2年6月4日 有限会社　もちたけ

犬山市 2304204 令和2年7月27日 株式会社　メイデン

犬山市 2304222 令和2年7月30日 泰平運送　株式会社

犬山市 2304223 令和2年7月30日 ジーシーネットワーク　株式会社

犬山市 2304348 令和2年10月8日 名古屋特殊鋼　株式会社

犬山市 2304349 令和2年10月8日 株式会社　メイトクツールズ

犬山市 2304574 令和3年3月18日 株式会社　アンリツ

犬山市 2304664 令和3年5月6日 合資会社　犬山衛生社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

犬山市 2304708 令和3年5月20日 中村電機工業　株式会社

犬山市 2304791 令和3年6月17日 株式会社　シンエイアクト

犬山市 2304841 令和3年7月1日 有限会社　本喜

犬山市 2304847 令和3年7月1日 犬山建設　株式会社

犬山市 2304889 令和3年7月8日 社会福祉法人　ともいき福祉会

犬山市 2304942 令和3年7月21日 株式会社　山善

犬山市 2305185 令和3年9月9日 株式会社　サイキ

犬山市 2305680 令和3年10月21日 株式会社　Ｍカンパニー

犬山市 2305849 令和3年11月11日 ティ―ケイ物流　有限会社

犬山市 2305879 令和3年11月18日 株式会社　ココトモファーム

犬山市 2305979 令和3年12月2日 アイアンフード　株式会社

犬山市 2306085 令和3年12月16日 有限会社　カメイ冷熱システム

犬山市 2306315 令和4年3月3日 小島鈑金工業　株式会社

犬山市 2306383 令和4年3月17日 萱場コンクリート工業　株式会社　犬山工場

犬山市 2306384 令和4年3月17日 兼子工業　株式会社

犬山市 2306449 令和4年3月31日 株式会社　犬山動物総合医療センター

犬山市 2306450 令和4年3月31日 株式会社　アニマルケアセンター

江南市 2300094 平成28年10月1日 株式会社　東栄製作所

江南市 2300196 平成28年11月30日 株式会社　ルナクラフト

江南市 2301246 平成29年5月9日 株式会社　エムティケイサービス

江南市 2301568 平成29年8月18日
医療法人
おおわきレディスクリニック

江南市 2301794 平成30年4月4日 有限会社　庄田鉄工所

江南市 2301799 平成30年4月4日 松永種苗　株式会社

江南市 2301801 平成30年4月4日 株式会社　大栄工業

江南市 2301817 平成30年4月4日 株式会社　クワケン

江南市 2301838 平成30年4月13日 牛垣建設　株式会社

江南市 2301868 平成30年4月19日 浅野物産　株式会社

江南市 2301869 平成30年4月19日 岩田燃料　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

江南市 2301894 平成30年4月19日 景山工業　株式会社

江南市 2301895 平成30年4月19日 株式会社　尾北調剤センター

江南市 2301910 平成30年4月26日 サンハウス食品　株式会社

江南市 2302062 平成30年5月24日 株式会社　ミワインテック

江南市 2302103 平成30年6月5日 株式会社　今井組

江南市 2302109 平成30年6月5日 株式会社　スギサン

江南市 2302404 平成30年9月6日 株式会社　リンクスジヤパン

江南市 2302711 平成30年11月26日 東鉄工業　株式会社

江南市 2302720 平成30年11月29日 有限会社　東海エージェンシー

江南市 2303052 平成31年4月25日 江南商工会議所

江南市 2303300 令和1年7月11日 株式会社　ＧＴＳ

江南市 2303309 令和1年7月11日 有限会社　モンテオートサービス

江南市 2303329 令和1年7月18日 八橋社会保険労務士事務所

江南市 2303495 令和1年8月29日 有限会社　エグチ・ピープロセス

江南市 2303582 令和1年9月27日 ＬＲ　株式会社

江南市 2303734 令和1年11月11日 有限会社　吉田工作所

江南市 2303754 令和1年11月22日 株式会社　紙資源名古屋

江南市 2303841 令和2年2月6日 株式会社　岸五

江南市 2303860 令和2年2月6日 永井建設工業　株式会社

江南市 2304010 令和2年3月19日 株式会社　サインズコーナン

江南市 2304012 令和2年3月19日 有限会社　柴田製作所

江南市 2304090 令和2年4月16日 株式会社　安藤工務店

江南市 2304172 令和2年6月18日 尾関建設　株式会社

江南市 2304180 令和2年6月25日 布袋病院

江南市 2304473 令和2年11月26日 株式会社　アイチレッカー

江南市 2304474 令和2年11月26日 サンサプライ　株式会社

江南市 2304497 令和2年12月10日 株式会社　維研

江南市 2304570 令和3年3月18日 有限会社　小玉建材



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

江南市 2304586 令和3年4月1日 布袋食糧　株式会社

江南市 2304588 令和3年4月1日 株式会社　トーカイスパイラル

江南市 2304589 令和3年4月1日 有限会社　ホテイクリーン

江南市 2304590 令和3年4月1日 株式会社　サンライト

江南市 2305351 令和3年9月16日 有限会社　杉山樹脂工業

江南市 2305845 令和3年11月11日 株式会社　林本組

江南市 2305899 令和3年11月18日 株式会社　サンテック

江南市 2305956 令和3年12月2日 株式会社　倉衛工業

江南市 2306308 令和4年2月24日 株式会社　船井アソシエイツ

江南市 2306316 令和4年3月3日 伊高撚糸　株式会社

江南市 2306317 令和4年3月3日 佐伯運輸　有限会社

江南市 2306321 令和4年3月3日 株式会社　石井金型

江南市 2306333 令和4年3月10日

江南市 2306347 令和4年3月10日 株式会社　清興

江南市 2306401 令和4年3月24日 有限会社　伊藤建材

江南市 2306404 令和4年3月24日 株式会社　ハナ

江南市 2306405 令和4年3月24日 クレオ　株式会社

江南市 2306511 令和4年4月14日 株式会社　港組

江南市 2306515 令和4年4月14日 江政興業　株式会社

江南市 2306986 令和4年8月4日 株式会社　永井組

江南市 2306997 令和4年8月12日 有限会社　シルバーネット

江南市 2307351 令和4年10月6日 共立防災工事　株式会社

江南市 2307362 令和4年10月6日 大森鍍金　有限会社

江南市 2307490 令和4年11月24日 株式会社　Ｂｉｇ　ｐｏｔ

江南市 2307532 令和4年12月15日 新井運送　有限会社

春日井市 2300012 平成28年10月1日 労働保険事務組合　ＲＪＣ

春日井市 2300076 平成28年10月1日 株式会社　メドアメディカル

春日井市 2300093 平成28年10月1日 株式会社　ホニック



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2300329 平成28年12月7日 一般財団法人　春日会　足立病院

春日井市 2300383 平成28年12月12日 株式会社　ヤサカインダストリーズ

春日井市 2300449 平成28年12月19日 商都通信　株式会社

春日井市 2300456 平成28年12月27日 社会福祉法人　明知会

春日井市 2300508 平成29年1月10日
株式会社　FPO
ほけんの窓口　春日井店

春日井市 2300516 平成29年1月10日 大幸不動産　株式会社

春日井市 2300673 平成29年1月20日 株式会社　アローエム

春日井市 2300804 平成29年2月10日 春日井化工　株式会社

春日井市 2300819 平成29年2月28日 有限会社　平成動物病院

春日井市 2300833 平成29年4月1日 東海アルミナ磁器工業　株式会社

春日井市 2300897 平成29年4月20日 有限会社　丸交自動車

春日井市 2300946 平成29年4月21日 春日井印刷　株式会社

春日井市 2300954 平成29年4月26日 有限会社　ラプロ

春日井市 2301028 平成29年4月27日 有限会社　アクアサポートイチダ

春日井市 2301043 平成29年4月27日 株式会社　リビング春日井

春日井市 2301067 平成29年4月27日
株式会社　エフベーカリー
コーポレーション名古屋工場

春日井市 2301079 平成29年4月27日 株式会社　昭電設備

春日井市 2301238 平成29年5月9日 株式会社　ニューパック

春日井市 2301470 平成29年7月24日 若狭建工業　株式会社

春日井市 2301607 平成29年9月11日 株式会社　鳥丸フードサービス

春日井市 2301811 平成30年4月4日 不二自動車　株式会社

春日井市 2301812 平成30年4月4日 株式会社　梅木美装

春日井市 2301823 平成30年4月4日 株式会社　松本工業所

春日井市 2301824 平成30年4月4日 大宝製版　株式会社

春日井市 2301825 平成30年4月4日 株式会社　昌和警備保障

春日井市 2301826 平成30年4月4日 株式会社　旭

春日井市 2301827 平成30年4月4日 株式会社　小崎商店

春日井市 2301828 平成30年4月4日 株式会社　鈴木合成



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2301830 平成30年4月4日 株式会社　ワナミテック

春日井市 2301862 平成30年4月19日 国栄電気設備工事　株式会社

春日井市 2301880 平成30年4月19日 木野瀬印刷　株式会社

春日井市 2301881 平成30年4月19日 有限会社　深尾塗装

春日井市 2301882 平成30年4月19日 有限会社　日比整体療院

春日井市 2301884 平成30年4月19日 株式会社　アイミックス

春日井市 2301885 平成30年4月19日 有限会社　上埜タイル春日井

春日井市 2301886 平成30年4月19日 有限会社　吉都建設

春日井市 2301887 平成30年4月19日 株式会社　船戸電機

春日井市 2301889 平成30年4月19日 神英工業　株式会社

春日井市 2301893 平成30年4月19日 有限会社　下村仮設工業

春日井市 2301948 平成30年5月2日 東鐵工業　株式会社

春日井市 2301949 平成30年5月2日 昌山自動車ガラス　有限会社

春日井市 2301950 平成30年5月2日 株式会社　ミヤ田紙工

春日井市 2301951 平成30年5月2日 株式会社　ヒルパ―ト

春日井市 2301952 平成30年5月2日 株式会社　アロハ警備保障

春日井市 2301953 平成30年5月2日 石原石材　株式会社

春日井市 2301956 平成30年5月2日 株式会社　春日商事

春日井市 2301958 平成30年5月2日 アイチ紙工　株式会社

春日井市 2301959 平成30年5月2日 大和石油　株式会社

春日井市 2301960 平成30年5月2日 有限会社　鳥居新聞店

春日井市 2301961 平成30年5月2日 株式会社　マスダ工業

春日井市 2301962 平成30年5月2日 株式会社　井藤

春日井市 2301963 平成30年5月2日 株式会社　ワカイ産業

春日井市 2301964 平成30年5月2日 株式会社　ディバイス

春日井市 2301969 平成30年5月2日 マルハシ工業　株式会社

春日井市 2301970 平成30年5月2日 シビルテック　株式会社

春日井市 2302015 平成30年5月16日 株式会社　秋　和



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2302016 平成30年5月16日 有限会社　ジョイフル

春日井市 2302017 平成30年5月16日 有限会社　井上工業

春日井市 2302018 平成30年5月16日 松井鉄工　株式会社

春日井市 2302019 平成30年5月16日 株式会社　ヨシムラ

春日井市 2302065 平成30年5月24日 株式会社　Ｍ．Ｙコミュニケーション

春日井市 2302066 平成30年5月24日 株式会社　花水木不動産

春日井市 2302067 平成30年5月24日 有限会社　カスガイ耐火

春日井市 2302107 平成30年6月5日 八光造園　株式会社

春日井市 2302112 平成30年6月5日 有限会社　渡辺冷機

春日井市 2302113 平成30年6月5日 株式会社　トラバジャパン

春日井市 2302114 平成30年6月5日 本州圧空　株式会社

春日井市 2302115 平成30年6月5日 大和エネルフ　株式会社

春日井市 2302157 平成30年6月19日 株式会社　アイジェクト

春日井市 2302158 平成30年6月19日 栗林工業　有限会社

春日井市 2302162 平成30年6月19日 有限会社　中央水道

春日井市 2302163 平成30年6月19日 有限会社　コジマモータース

春日井市 2302164 平成30年6月19日 株式会社　ヒロセ

春日井市 2302243 平成30年7月5日 株式会社　リード

春日井市 2302260 平成30年7月5日 株式会社　ダイショーライン

春日井市 2302270 平成30年7月5日 守商産業　株式会社

春日井市 2302274 平成30年7月5日 有限会社　シーティーエス

春日井市 2302275 平成30年7月5日 山田管工事　有限会社

春日井市 2302276 平成30年7月5日 株式会社　セイハンプリンテック

春日井市 2302277 平成30年7月5日 株式会社　Ｉ．Ｓ．Ｗ

春日井市 2302278 平成30年7月5日 株式会社　赤池タイヤ高蔵寺店

春日井市 2302279 平成30年7月5日 株式会社　三建コンサル

春日井市 2302318 平成30年7月24日 株式会社　まっくコミュニケーションズ

春日井市 2302319 平成30年7月24日 有限会社　シバ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2302320 平成30年7月24日 株式会社　勝川ランドリー

春日井市 2302321 平成30年7月24日 有限会社　安藤電機工業所

春日井市 2302327 平成30年7月24日 株式会社　愛栄建物管理

春日井市 2302328 平成30年7月24日 株式会社　田中住設

春日井市 2302329 平成30年7月24日 株式会社　豪美

春日井市 2302330 平成30年7月24日 株式会社　中部レキセイ

春日井市 2302348 平成30年7月30日 春日井商工会議所

春日井市 2302358 平成30年8月2日 万里技建工業株式会社

春日井市 2302360 平成30年8月2日 有限会社　シェイク・ハンド企画のぞみ

春日井市 2302361 平成30年8月2日 有限会社　精文社

春日井市 2302362 平成30年8月2日 有限会社　秋山工業

春日井市 2302364 平成30年8月2日 株式会社　作石製作所

春日井市 2302391 平成30年8月29日 中京パイプ工業　株式会社

春日井市 2302392 平成30年8月29日 株式会社　大成箔紙工業所

春日井市 2302393 平成30年8月29日 株式会社　関西放射線

春日井市 2302394 平成30年8月29日 マルワ運輸　有限会社

春日井市 2302396 平成30年8月29日 有限会社　志津建築

春日井市 2302424 平成30年9月11日 イシグロ　株式会社

春日井市 2302425 平成30年9月11日 株式会社　日東

春日井市 2302471 平成30年9月26日 三国住宅　株式会社

春日井市 2302543 平成30年10月11日 株式会社　速水運輸

春日井市 2302584 平成30年10月24日 名阪急配　株式会社

春日井市 2302586 平成30年10月24日 三精システム　株式会社

春日井市 2302589 平成30年10月24日 株式会社　知恵のワールド

春日井市 2302590 平成30年10月24日 有限会社　又六

春日井市 2302595 平成30年10月24日 株式会社　親興工業所

春日井市 2302690 平成30年11月21日 株式会社　サン太陽

春日井市 2302709 平成30年11月26日 トーヨーシステム　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2302710 平成30年11月26日 株式会社　大島工作所

春日井市 2302732 平成30年12月17日 ホンダロジコム　株式会社

春日井市 2302744 平成30年12月17日
株式会社　古川電機製作所
春日井工場

春日井市 2302763 平成30年12月20日 ジョイワーク　株式会社

春日井市 2302766 平成30年12月20日 株式会社　ウカイ設備

春日井市 2302767 平成30年12月20日 株式会社　シマ

春日井市 2302769 平成30年12月20日 株式会社　渡辺外構

春日井市 2302774 平成30年12月20日 合同会社　下村メンテナンス

春日井市 2302789 平成30年12月26日 株式会社　トミモク

春日井市 2302850 平成31年1月31日 有限会社　ロビンソン

春日井市 2302859 平成31年1月31日 株式会社　成和器機

春日井市 2302860 平成31年1月31日 株式会社　三星空調

春日井市 2302881 平成31年2月14日 株式会社　ユース・エンジニアリング

春日井市 2302922 平成31年3月7日 有限会社　ケイ・アイ・ティー

春日井市 2302923 平成31年3月7日 有限会社　テクノネット

春日井市 2302932 平成31年3月7日 エス・サービス山田商会　有限会社

春日井市 2302968 平成31年4月1日 株式会社　ジング

春日井市 2302987 平成31年4月1日 カスガイ建鉄　有限会社

春日井市 2302989 平成31年4月1日 株式会社　ＩＳＯＷＡ

春日井市 2302990 平成31年4月1日 大原建設　株式会社

春日井市 2302992 平成31年4月1日 トータルマネジメント

春日井市 2303002 平成31年4月8日 三雪倉庫　株式会社

春日井市 2303050 平成31年4月25日 株式会社　エムエムシー

春日井市 2303054 平成31年4月25日 エレミック　株式会社

春日井市 2303055 平成31年4月25日 春日井基礎工業　株式会社

春日井市 2303127 令和1年5月23日 株式会社　サムス

春日井市 2303128 令和1年5月23日 株式会社　エー　アイ　システムプロダクト

春日井市 2303129 令和1年5月23日 名空ハウス工業　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2303131 令和1年5月23日 春日井青果　株式会社

春日井市 2303133 令和1年5月23日 日本エムティ　株式会社

春日井市 2303163 令和1年6月6日 ユーエルロード　株式会社

春日井市 2303164 令和1年6月6日 加藤木材工業　株式会社

春日井市 2303165 令和1年6月6日 株式会社　ウエダ

春日井市 2303167 令和1年6月6日 株式会社　ツーリストアイチ

春日井市 2303168 令和1年6月6日 株式会社　エース設計

春日井市 2303169 令和1年6月6日 株式会社　吾妻自動車

春日井市 2303251 令和1年6月27日 ＦＲＯΝＴＩＥＲ　株式会社

春日井市 2303255 令和1年6月27日 株式会社　ランドキャリー

春日井市 2303256 令和1年6月27日 有限会社　皿井商事

春日井市 2303279 令和1年7月4日 株式会社　セイエー

春日井市 2303296 令和1年7月4日 株式会社　ｄｅｆｉ

春日井市 2303311 令和1年7月11日 前田鐵鋼　株式会社

春日井市 2303380 令和1年7月25日 有限会社　インスクレア

春日井市 2303395 令和1年7月31日 株式会社　ハルキン

春日井市 2303401 令和1年7月31日 株式会社　パッション

春日井市 2303438 令和1年8月8日 丸七ホーム　株式会社

春日井市 2303456 令和1年8月15日 有限会社　愛米商事

春日井市 2303520 令和1年9月5日 株式会社　三ツ知

春日井市 2303611 令和1年9月27日 株式会社　ＧＲ８

春日井市 2303629 令和1年10月3日 株式会社　ニシハラ

春日井市 2303665 令和1年10月17日
医療法人
耳鼻咽喉科まつだクリニック

春日井市 2303670 令和1年10月17日 有限会社　旭自動車

春日井市 2303713 令和1年10月24日 株式会社　一榮食品

春日井市 2303718 令和1年10月30日 株式会社　エテルサ

春日井市 2303725 令和1年10月30日 中部サービス　株式会社

春日井市 2303763 令和1年12月6日 株式会社　モア・フーズ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2303787 令和1年12月26日 株式会社　マルト水谷

春日井市 2303802 令和2年1月23日 株式会社　Ｃｏｎｓｅｑｕｅｎｃｅ

春日井市 2303811 令和2年1月23日 株式会社　猪野組

春日井市 2303820 令和2年1月30日 沢田軽金属　株式会社

春日井市 2303823 令和2年1月30日 有限会社　ファーム

春日井市 2303827 令和2年1月30日 株式会社　まるすぎ

春日井市 2303828 令和2年1月30日 昌和工業　株式会社

春日井市 2303838 令和2年2月6日 田中企画　株式会社

春日井市 2303881 令和2年2月14日 株式会社　松浦組

春日井市 2303883 令和2年2月14日 税理士法人　天道経営

春日井市 2303889 令和2年2月14日 株式会社　ホシヤエンジニアリング

春日井市 2303890 令和2年2月14日 有限会社　住マイルナカホーム

春日井市 2303909 令和2年2月19日 日本ポリマー　株式会社

春日井市 2303918 令和2年3月2日 株式会社　ケー・ズ　コーポレーション

春日井市 2303940 令和2年3月6日 有限会社　９４

春日井市 2303943 令和2年3月6日 シールメント　株式会社

春日井市 2303944 令和2年3月6日 株式会社　幸和製作所

春日井市 2303948 令和2年3月6日 堀尾物産　株式会社

春日井市 2303949 令和2年3月6日 株式会社　浅田工務店

春日井市 2303971 令和2年3月13日 藤塗装　株式会社

春日井市 2303972 令和2年3月13日 三上税理士法人

春日井市 2303973 令和2年3月13日 有限会社　青木新聞店

春日井市 2304033 令和2年4月9日 有限会社　エクステリヤ　不二

春日井市 2304034 令和2年4月9日 株式会社　赤池タイヤ春日井店

春日井市 2304036 令和2年4月9日 株式会社　ハヤカワ製作所

春日井市 2304038 令和2年4月9日 株式会社　かっこ屋

春日井市 2304042 令和2年4月9日 有限会社　緑塗装

春日井市 2304044 令和2年4月9日 日本パ―ミル　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2304046 令和2年4月9日 株式会社　看板ナカムラ

春日井市 2304048 令和2年4月9日 ワイ　エヌ　塾　株式会社

春日井市 2304051 令和2年4月9日 旭特殊プリント　株式会社

春日井市 2304052 令和2年4月9日 テイエムモールド　株式会社

春日井市 2304053 令和2年4月9日 株式会社　春日井技建

春日井市 2304055 令和2年4月9日 株式会社　ショウワクリエイト

春日井市 2304074 令和2年4月9日 株式会社　昭和電機製作所

春日井市 2304077 令和2年4月9日 株式会社　エスジーカンパニー

春日井市 2304080 令和2年4月9日 株式会社　内職市場

春日井市 2304081 令和2年4月9日 有限会社　カジウラビジネス

春日井市 2304089 令和2年4月9日 株式会社　服部工務店

春日井市 2304104 令和2年4月23日 マルワ工業　株式会社

春日井市 2304107 令和2年4月23日 株式会社　ジップ

春日井市 2304116 令和2年4月23日
セントラルグラスファイバー株式会社
春日井工場

春日井市 2304145 令和2年5月8日 株式会社　ビクター化学工業所

春日井市 2304147 令和2年5月21日 東洋建設　株式会社

春日井市 2304166 令和2年6月11日 西山クレーン　有限会社

春日井市 2304170 令和2年6月18日 株式会社　ワンデックス

春日井市 2304192 令和2年7月9日 有限会社　とうかい総合保険

春日井市 2304202 令和2年7月22日 株式会社　土屋工業

春日井市 2304207 令和2年7月27日 有限会社　花萬

春日井市 2304208 令和2年7月27日 株式会社　ふう花

春日井市 2304214 令和2年7月27日 株式会社　つかもと

春日井市 2304216 令和2年7月27日 株式会社　三栄電機

春日井市 2304227 令和2年7月30日 株式会社　全日本ピアノ運送

春日井市 2304271 令和2年8月27日 杉田労務管理事務所

春日井市 2304304 令和2年9月17日 有限会社　オザックス

春日井市 2304324 令和2年9月24日 ＧＬソリューションズ　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2304327 令和2年10月2日 有限会社　アクアワークス

春日井市 2304344 令和2年10月8日 東春電気工業　株式会社

春日井市 2304345 令和2年10月8日 株式会社　中日金型

春日井市 2304432 令和2年11月12日 株式会社　オリエント総業

春日井市 2304464 令和2年11月26日 株式会社　オギハラ

春日井市 2304544 令和3年2月12日 三晃工業　株式会社

春日井市 2304555 令和3年2月25日

春日井市 2304565 令和3年3月11日 有限会社　エ―ジエンシ―春日井

春日井市 2304607 令和3年4月15日 神村電機工業　株式会社

春日井市 2304616 令和3年4月22日 株式会社　日生ガードリサーチ

春日井市 2304684 令和3年5月13日 新日本工業　株式会社

春日井市 2304711 令和3年5月20日 株式会社　ホテルプラザ勝川

春日井市 2304720 令和3年5月20日 株式会社　イマヨシ

春日井市 2304723 令和3年5月20日 有限会社　伸光製作所

春日井市 2304798 令和3年6月24日 株式会社　ＬＣＳ

春日井市 2304811 令和3年6月24日 株式会社　林興業

春日井市 2304824 令和3年6月24日 公益財団法人　春日井市健康管理事業団

春日井市 2304834 令和3年7月1日 株式会社　森田電機

春日井市 2304951 令和3年7月21日 株式会社　ミドリ開発

春日井市 2304990 令和3年8月5日 株式会社　山田製作所

春日井市 2305024 令和3年8月12日 広陽商工　株式会社

春日井市 2305034 令和3年8月12日 株式会社　満点屋

春日井市 2305087 令和3年8月26日 株式会社　稲垣ファニチャ工房

春日井市 2305147 令和3年9月9日 有限会社　コーケン

春日井市 2305182 令和3年9月9日 株式会社　ネクスト

春日井市 2305359 令和3年9月16日 有限会社　エリーサービス

春日井市 2305398 令和3年9月24日 株式会社　ジャストプロダクツ

春日井市 2305401 令和3年9月24日 株式会社　井澤鉄工所



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2305529 令和3年10月7日 三幸運輸　株式会社

春日井市 2305576 令和3年10月14日 株式会社　システム電機

春日井市 2305667 令和3年10月21日 株式会社　三晃商会

春日井市 2305851 令和3年11月11日 伸栄パック工業　有限会社

春日井市 2305853 令和3年11月11日 ニワ　株式会社

春日井市 2305928 令和3年11月25日 エ―ワン　株式会社

春日井市 2305943 令和3年12月2日 株式会社　ヤマシタ

春日井市 2305962 令和3年12月2日 株式会社　オガッシダイニング

春日井市 2305964 令和3年12月2日 有限会社　ティエムサポート

春日井市 2305966 令和3年12月2日 株式会社　東洋地質調査

春日井市 2306005 令和3年12月2日 株式会社　日心

春日井市 2306010 令和3年12月2日 株式会社　マルカマ

春日井市 2306018 令和3年12月2日 株式会社　リンクアップ

春日井市 2306043 令和3年12月9日 株式会社　オオシマ

春日井市 2306045 令和3年12月9日 株式会社　春日井石材

春日井市 2306066 令和3年12月9日 有限会社　針尾高速

春日井市 2306075 令和3年12月9日 株式会社　エアサポート

春日井市 2306103 令和3年12月16日 鬼頭鉄筋工業　株式会社

春日井市 2306105 令和3年12月16日 山宝化成工業　株式会社

春日井市 2306112 令和3年12月23日 株式会社　本陣冷機工業

春日井市 2306142 令和4年1月6日 株式会社　ななみ

春日井市 2306181 令和4年1月20日 東海不織布　株式会社

春日井市 2306191 令和4年1月27日 株式会社　ビギン

春日井市 2306205 令和4年1月27日 株式会社　ヤマヨシトランスポート

春日井市 2306218 令和4年2月3日 セイフラインズ　株式会社

春日井市 2306226 令和4年2月3日 エーイーシー　株式会社

春日井市 2306295 令和4年2月24日 株式会社　セリオ

春日井市 2306327 令和4年3月3日 大東興業　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2306513 令和4年4月14日 株式会社　アスク

春日井市 2306517 令和4年4月14日 株式会社　アップ

春日井市 2306520 令和4年4月14日 有限会社　オスロ

春日井市 2306559 令和4年4月21日 春日井電気　株式会社

春日井市 2306593 令和4年5月12日 株式会社　Ａ，Ｓ，Ｓ

春日井市 2306632 令和4年5月19日 中部コンクリート検査　株式会社

春日井市 2306639 令和4年5月19日 株式会社　平成動物病院

春日井市 2306681 令和4年5月26日 中央理化機　株式会社

春日井市 2306685 令和4年5月26日
医療法人　医誠会　介護老人保健施設　エス
ペラル東春

春日井市 2306686 令和4年5月26日 医療法人　医誠会　東春病院

春日井市 2306707 令和4年4月1日 有限会社　昭和電気工作所

春日井市 2306768 令和4年6月2日 株式会社　わしの製作所

春日井市 2306769 令和4年6月2日 株式会社　中部研磨

春日井市 2306770 令和4年6月2日 株式会社　ナガナワ

春日井市 2306771 令和4年6月2日 株式会社　ＡＳＵＭＯ

春日井市 2306787 令和4年6月9日 東洋電機　株式会社

春日井市 2306839 令和4年6月23日 有限会社　三井電気

春日井市 2307006 令和4年8月12日 株式会社　愛和ライト

春日井市 2307026 令和4年8月12日 株式会社　イー・スマイル

春日井市 2307050 令和4年8月25日 王春工業　株式会社

春日井市 2307124 令和4年9月8日 株式会社　サンアート印刷

春日井市 2307182 令和4年9月15日 株式会社　中日通商

春日井市 2307190 令和4年9月15日 有限会社　加藤刷子製作所

春日井市 2307210 令和4年9月22日 株式会社　Ｂｒａｎｄｅａ

春日井市 2307216 令和4年9月22日 株式会社　クリアス

春日井市 2307279 令和4年9月29日 株式会社　ハートサポート

春日井市 2307377 令和4年10月6日 有限会社　丹羽グランド

春日井市 2307389 令和4年10月13日 入谷工業　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

春日井市 2307390 令和4年10月13日 株式会社　愛和

春日井市 2307426 令和4年10月27日 株式会社　ＥＹＥＸ

春日井市 2307436 令和4年10月27日 河村商事株式会社

春日井市 2307484 令和4年11月17日 ヨシノ工業　株式会社

小牧市 2300011 平成28年10月1日 東海タイヤセンタ―　株式会社

小牧市 2300078 平成28年10月1日 株式会社　村上総業

小牧市 2300219 平成28年11月30日 株式会社　中部共同印刷

小牧市 2300220 平成28年11月30日
社会福祉法人
大和社会福祉事業振興会

小牧市 2300423 平成28年12月19日 株式会社　中部貴金属精鉱

小牧市 2300665 平成29年1月20日 株式会社　愛知キュービック

小牧市 2300720 平成29年1月25日 美友起梱包　有限会社

小牧市 2300976 平成29年4月26日 オバリ―機器　株式会社

小牧市 2301109 平成29年5月1日
公益社団法人
小牧市シルバー人材センター

小牧市 2301204 平成29年5月9日
岡山県貨物運送　株式会社
名古屋主管支店

小牧市 2301260 平成29年5月15日 株式会社　太平製作所

小牧市 2301333 平成29年6月21日 株式会社　トップライン

小牧市 2301532 平成29年8月7日 株式会社　エネテク

小牧市 2301590 平成29年8月28日 株式会社　ニシカワテクノ

小牧市 2301599 平成29年9月4日 株式会社　三喜工務店

小牧市 2301685 平成29年12月13日 株式会社　トリックス

小牧市 2301729 平成30年2月9日 株式会社　ユニット

小牧市 2301750 平成30年2月15日 有限会社　中嶋構造設計

小牧市 2301758 平成30年3月1日 株式会社　ハルテサンアイユー

小牧市 2301771 平成30年4月1日 有限会社　サクセス

小牧市 2301782 平成30年4月1日 中部タイムス物流株式会社

小牧市 2301802 平成30年4月4日 丸善プラスチック工業　株式会社

小牧市 2301803 平成30年4月4日 株式会社　名古屋マシンセンター

小牧市 2301829 平成30年4月4日 株式会社　愛工金型製作所



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

小牧市 2301888 平成30年4月19日 株式会社　サイバーウォーカー

小牧市 2301891 平成30年4月19日 東海リサイクル　株式会社

小牧市 2301927 平成30年4月26日 有限会社　春日建材

小牧市 2301940 平成30年5月2日 株式会社　アスカ工業

小牧市 2301966 平成30年5月2日 マルヨシ　マシナリィ株式会社

小牧市 2301971 平成30年5月2日 油圧販売　株式会社

小牧市 2302068 平成30年5月24日 株式会社　エンケ

小牧市 2302069 平成30年5月24日 株式会社　アイオー　エム

小牧市 2302116 平成30年6月5日 株式会社　ハウスセンター中部

小牧市 2302125 平成30年6月7日 ダイサンドット　株式会社

小牧市 2302306 平成30年7月17日 有限会社　佐藤木型製作所

小牧市 2302403 平成30年9月6日 兼工業　株式会社

小牧市 2302405 平成30年9月6日 刈谷高速運輸　株式会社

小牧市 2302512 平成30年10月1日
ライフアップパイプクリーン
有限会社

小牧市 2302611 平成30年10月30日 社会保険労務士法人　オフィス敬愛

小牧市 2302621 平成30年10月30日 株式会社　モリタアンドカンパニ―

小牧市 2302625 平成30年11月8日 有限会社　ヤマコン

小牧市 2302792 平成30年12月26日 トーケン樹脂化学　株式会社

小牧市 2302853 平成31年1月31日 有限会社　研工業所

小牧市 2302928 平成31年3月7日 有限会社　英き屋

小牧市 2302969 平成31年4月1日 株式会社　新栄重機

小牧市 2303301 令和1年7月11日 ライティング　株式会社

小牧市 2303332 令和1年7月18日 株式会社　ケーテック

小牧市 2303473 令和1年8月22日 水野工業　株式会社

小牧市 2303500 令和1年9月5日 名古屋ダイヤモンド工業　株式会社

小牧市 2303529 令和1年9月5日 城北電装　株式会社

小牧市 2303540 令和1年9月12日 株式会社　カーストック

小牧市 2303541 令和1年9月12日 有限会社　コンタクト



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

小牧市 2303560 令和1年9月19日 株式会社　竹藤商店

小牧市 2303595 令和1年9月27日 株式会社　トーテック

小牧市 2303596 令和1年9月27日 東伸工業　株式会社

小牧市 2303710 令和1年10月24日 有限会社　ＫＯＹＯ

小牧市 2303726 令和1年10月30日 株式会社　トーシン

小牧市 2303733 令和1年11月11日 大栄電設　株式会社

小牧市 2303753 令和1年11月22日 有限会社　伸和環境

小牧市 2303779 令和1年12月20日 デリカ食品工業　株式会社

小牧市 2303780 令和1年12月20日 向山鉄工　株式会社

小牧市 2303783 令和1年12月26日 有限会社　船渡工業

小牧市 2303795 令和2年1月15日 有限会社　沓名製作所

小牧市 2303804 令和2年1月23日

小牧市 2303840 令和2年2月6日 株式会社　クラチ金型

小牧市 2303872 令和2年2月14日 株式会社　マルエス機工

小牧市 2303876 令和2年2月14日 有限会社　サンコーモールド

小牧市 2303901 令和2年2月19日 株式会社　駒来商事

小牧市 2303906 令和2年2月19日 愛知ヨーク　株式会社

小牧市 2303907 令和2年2月19日 小牧商工会議所

小牧市 2303910 令和2年2月19日 マツダスタール　株式会社

小牧市 2303911 令和2年2月19日 多岐興業　株式会社

小牧市 2303913 令和2年3月2日 株式会社　鍛治庫商店

小牧市 2303916 令和2年3月2日 有限会社　シンコ―精機

小牧市 2303932 令和2年3月2日 ダイソー工業　株式会社

小牧市 2303933 令和2年3月2日 株式会社　小笠原運送

小牧市 2303954 令和2年3月6日 株式会社　藤栄物流

小牧市 2303994 令和2年3月13日 株式会社　イシダ店舗

小牧市 2304011 令和2年3月19日 株式会社　東海サンブラー

小牧市 2304015 令和2年3月27日 有限会社　オーホリ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

小牧市 2304062 令和2年4月9日 株式会社　松本義肢製作所

小牧市 2304069 令和2年4月9日 株式会社　ＰＧＥ警備

小牧市 2304088 令和2年4月9日 大喜工業　株式会社

小牧市 2304093 令和2年4月16日 セントラル製麺　株式会社

小牧市 2304126 令和2年4月23日 マリヤ運輸　有限会社

小牧市 2304152 令和2年5月28日 滝建設　株式会社

小牧市 2304196 令和2年7月16日 株式会社　キョウエイ

小牧市 2304197 令和2年7月16日 ニダイキ　株式会社

小牧市 2304213 令和2年7月27日 名北機械設備　株式会社

小牧市 2304291 令和2年9月10日 モールド工業　株式会社

小牧市 2304306 令和2年9月17日 ト―タル測量設計　株式会社

小牧市 2304335 令和2年10月2日 株式会社　稲山測量設計

小牧市 2304398 令和2年11月5日

小牧市 2304402 令和2年11月5日 第一物産株式会社

小牧市 2304465 令和2年11月26日 株式会社　大和通商

小牧市 2304498 令和2年12月10日 三友工業　株式会社

小牧市 2304584 令和3年4月1日 キマタ工業　株式会社

小牧市 2304585 令和3年4月1日 有限会社　アイテツ工業

小牧市 2304618 令和3年4月22日 株式会社　アメイジングフーズ

小牧市 2304620 令和3年4月22日 合資会社　小木モータース

小牧市 2304623 令和3年4月22日 有限会社　富田文渓堂

小牧市 2304692 令和3年5月13日 日南精機　株式会社

小牧市 2304901 令和3年7月15日 有限会社　ベアーズ

小牧市 2304917 令和3年7月15日 株式会社　ストックルームマネジメント

小牧市 2304930 令和3年7月15日 ＳＫ工業　株式会社

小牧市 2304996 令和3年8月5日 株式会社　サンズワークス

小牧市 2305010 令和3年8月12日 ミネムラ金型　株式会社

小牧市 2305026 令和3年8月12日 千成工業　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

小牧市 2305038 令和3年8月19日 サンダイ技建　株式会社

小牧市 2305065 令和3年8月19日 有限会社　ＴＯＫＡＩボデー

小牧市 2305070 令和3年8月19日 株式会社　ワカサ工業

小牧市 2305071 令和3年8月19日 株式会社　キングトラスト

小牧市 2305072 令和3年8月19日 株式会社　ａ．ｐ．ｃ

小牧市 2305075 令和3年8月19日 サンエッジ　株式会社

小牧市 2305076 令和3年8月19日 有限会社　松山工業

小牧市 2305077 令和3年8月19日 五研工業　株式会社

小牧市 2305078 令和3年8月19日 株式会社　タイヤセンター小牧

小牧市 2305079 令和3年8月19日 東洋食品　株式会社

小牧市 2305080 令和3年8月19日 有限会社　サトー化成

小牧市 2305081 令和3年8月26日 株式会社　島康建設

小牧市 2305230 令和3年9月16日 伊吹精機　株式会社

小牧市 2305281 令和3年9月16日 株式会社　ティースライブ

小牧市 2305320 令和3年9月16日 株式会社　佐藤工業

小牧市 2305363 令和3年9月24日 カネ政運輸　有限会社

小牧市 2305447 令和3年9月24日 株式会社　友力

小牧市 2305456 令和3年9月30日 有限会社　キングスロード

小牧市 2305467 令和3年9月30日 株式会社　大東ロジスティクス

小牧市 2305571 令和3年10月7日 株式会社　介護センター　はなたば

小牧市 2305573 令和3年10月7日 吉田工業　株式会社

小牧市 2305653 令和3年10月21日 株式会社　キラッと

小牧市 2305654 令和3年10月21日 有限会社　高橋精密

小牧市 2305655 令和3年10月21日 三扇化学　株式会社

小牧市 2305656 令和3年10月21日 有限会社　Ｋ’ｓ総業

小牧市 2305678 令和3年10月21日 株式会社　タイヨーラベックス

小牧市 2305682 令和3年10月21日 小牧金属　株式会社

小牧市 2305738 令和3年10月28日 ゼットスタッフ　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

小牧市 2305739 令和3年10月28日 有限会社　アイショウ陸運

小牧市 2305740 令和3年10月28日 志村金物　株式会社

小牧市 2305741 令和3年10月28日 有限会社　ヒラク化成

小牧市 2305742 令和3年10月28日 株式会社　セイコ―

小牧市 2305743 令和3年10月28日 有限会社　和晃精機

小牧市 2305744 令和3年10月28日 有限会社　名彫技研

小牧市 2305776 令和3年10月29日 有限会社　社本建材

小牧市 2305783 令和3年10月29日 大東エンジニヤ　株式会社

小牧市 2305828 令和3年11月11日 株式会社　エヌライン

小牧市 2305829 令和3年11月11日 有限会社　ニシコウエンジニアリング

小牧市 2305834 令和3年11月11日 株式会社　エムティエコロジー

小牧市 2305878 令和3年11月18日 有限会社　愛　光　園

小牧市 2305892 令和3年11月18日 株式会社　Ｇ‐ＴＥＣＨ

小牧市 2305934 令和3年11月25日 株式会社　ネクストプランニング

小牧市 2305936 令和3年12月2日 株式会社　ダイワエクスプレス

小牧市 2305958 令和3年12月2日 有限会社　日新

小牧市 2306015 令和3年12月2日 株式会社　オカダ

小牧市 2306017 令和3年12月2日 株式会社　ダイバージェント

小牧市 2306040 令和3年12月2日 株式会社　ユーテック

小牧市 2306114 令和3年12月23日 コムズ　株式会社

小牧市 2306123 令和3年12月23日 株式会社　ラルース

小牧市 2306289 令和4年2月24日 有限会社　落合建材店

小牧市 2306351 令和4年3月10日 株式会社　Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

小牧市 2306420 令和4年3月24日 株式会社　アイギス

小牧市 2306601 令和4年5月12日 株式会社　アスコン

小牧市 2306603 令和4年5月12日 有限会社　寿塗装工業所

小牧市 2306607 令和4年5月12日 株式会社　愛掌

小牧市 2306614 令和4年5月12日 株式会社　城町運輸



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

小牧市 2306624 令和4年5月19日 有限会社　ノエル・ド・ティオ

小牧市 2306626 令和4年5月19日 小牧クレーン　株式会社

小牧市 2306732 令和4年6月2日 有限会社　三京製作所

小牧市 2306822 令和4年6月16日 株式会社　ブイトピア

小牧市 2306838 令和4年6月23日 有限会社　河村鉄工所

小牧市 2306850 令和4年6月23日 株式会社　シンクス

小牧市 2306856 令和4年6月30日 株式会社　シンメイ

小牧市 2306925 令和4年7月14日 株式会社　日の出製作所

小牧市 2306932 令和4年7月21日 ダイキ精工　株式会社

小牧市 2306970 令和4年8月4日 可児建設　株式会社

小牧市 2307034 令和4年8月18日 ナゴヤ芯材工業　株式会社

小牧市 2307104 令和4年9月8日 信光陸運　株式会社

小牧市 2307116 令和4年9月8日 株式会社　東昇金属

小牧市 2307155 令和4年9月15日 株式会社　ｈａｋｏｂｕｎｅ

小牧市 2307243 令和4年9月29日 福山名和物流　株式会社

小牧市 2307476 令和4年11月17日 株式会社　アオキ工業

小牧市 2307506 令和4年12月1日 株式会社　スギショウ

小牧市 2307525 令和4年12月8日 株式会社　ＭＳＴエンジニアリング

小牧市 2307538 令和4年12月15日 有限会社　小野田樹脂

小牧市 2307552 令和4年12月22日 株式会社　ベステン

小牧市 2307553 令和4年12月22日 有限会社　カツミ製作所

小牧市 2307554 令和4年12月22日 有限会社　長友商事

小牧市 2307555 令和4年12月22日 沖壱産業　株式会社

小牧市 2307556 令和4年12月22日 株式会社　スカイテック

小牧市 2307557 令和4年12月22日 株式会社　中央プラスチック

瀬戸市 2300019 平成28年10月1日 有限会社　小島商会

瀬戸市 2300083 平成28年10月1日 アサヒテック　株式会社

瀬戸市 2300134 平成28年10月20日
ワタキューセイモア　株式会社
名古屋支店



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

瀬戸市 2300324 平成28年12月7日 塚谷べンディックス　株式会社

瀬戸市 2300427 平成28年12月19日 株式会社　瀬戸豊栄家電

瀬戸市 2300437 平成28年12月19日 瀬戸いすゞ自動車　株式会社

瀬戸市 2300725 平成29年1月25日 品野台造園　株式会社

瀬戸市 2300780 平成29年1月27日 大橋運輸　株式会社

瀬戸市 2301039 平成29年4月27日 信和建設　株式会社

瀬戸市 2301059 平成29年4月27日 有限会社　泰斗建設

瀬戸市 2301222 平成29年5月9日 瀬戸ガス水道　株式会社

瀬戸市 2301287 平成29年5月19日 大数建設　株式会社

瀬戸市 2301604 平成29年9月11日 株式会社　瀬戸大同

瀬戸市 2301833 平成30年4月13日 株式会社　三木

瀬戸市 2301834 平成30年4月13日 有限会社　日新碍子製作所

瀬戸市 2301841 平成30年4月13日 有限会社　ミラック

瀬戸市 2301842 平成30年4月13日 株式会社　長谷川

瀬戸市 2301848 平成30年4月13日 有限会社　クリーンサービス

瀬戸市 2301866 平成30年4月19日 有限会社　清沢運輸

瀬戸市 2301874 平成30年4月19日 株式会社　東春工業

瀬戸市 2301875 平成30年4月19日 有限会社　高松園製陶所

瀬戸市 2301890 平成30年4月19日 旭工業　株式会社

瀬戸市 2301926 平成30年4月26日 株式会社　緑公園柴田造園

瀬戸市 2301929 平成30年4月26日 株式会社　ナルセ

瀬戸市 2302011 平成30年5月16日 指幸建設　株式会社

瀬戸市 2302013 平成30年5月16日

瀬戸市 2302152 平成30年6月19日 長谷川電器　株式会社

瀬戸市 2302154 平成30年6月19日 プレストエンジニアリング　株式会社

瀬戸市 2302267 平成30年7月5日 テック　株式会社

瀬戸市 2302322 平成30年7月24日 株式会社　立峰　陶苑

瀬戸市 2302397 平成30年8月29日 株式会社　成清トランスポート



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

瀬戸市 2302456 平成30年9月26日 有限会社　丸起産業

瀬戸市 2302521 平成30年10月1日 株式会社　バベル２２

瀬戸市 2302549 平成30年10月11日 株式会社　成田製陶所

瀬戸市 2302598 平成30年10月24日 有限会社　小川保険事務所

瀬戸市 2302623 平成30年10月30日 誠美社工業　株式会社

瀬戸市 2302731 平成30年12月17日 株式会社　マイティ　ミズタニ

瀬戸市 2302764 平成30年12月20日 有限会社　エムティーテクノ

瀬戸市 2302772 平成30年12月20日 野村化学　株式会社

瀬戸市 2302773 平成30年12月20日 八幡工業　株式会社

瀬戸市 2302810 平成31年1月10日 中島産業　株式会社

瀬戸市 2302852 平成31年1月31日 矢野電産　株式会社

瀬戸市 2302856 平成31年1月31日 株式会社　トウゴクセラミック

瀬戸市 2302884 平成31年2月14日 ミライアス　合同会社

瀬戸市 2302915 平成31年3月7日 山本匣鉢製造　株式会社

瀬戸市 2302916 平成31年3月7日 日東運送　株式会社

瀬戸市 2302918 平成31年3月7日 合資会社　丸か特殊陶業

瀬戸市 2302919 平成31年3月7日 有限会社　大澤金型製作所

瀬戸市 2302920 平成31年3月7日 株式会社　レクビィ

瀬戸市 2302926 平成31年3月7日 株式会社　南谷製作所

瀬戸市 2302931 平成31年3月7日 株式会社　水野モータース

瀬戸市 2302949 平成31年3月13日 名古屋伸銅　株式会社

瀬戸市 2302960 平成31年3月14日 一般社団法人　仕事ノアル暮らし

瀬戸市 2302979 平成31年4月1日 株式会社　天野工業所

瀬戸市 2302991 平成31年4月1日 有限会社　リサイクル

瀬戸市 2303051 平成31年4月25日 朝日珪砂鉱業　株式会社

瀬戸市 2303057 平成31年4月25日 沢田建設　株式会社

瀬戸市 2303125 令和1年5月23日

瀬戸市 2303130 令和1年5月23日 瀬戸商工会議所



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

瀬戸市 2303155 令和1年6月3日 鈴木物流　有限会社

瀬戸市 2303182 令和1年6月13日 有限会社　スサノオ

瀬戸市 2303192 令和1年6月13日 有限会社　トリオ商事

瀬戸市 2303361 令和1年7月25日 合資会社　松田モータース商会

瀬戸市 2303433 令和1年8月8日 株式会社　イトー自動車整備

瀬戸市 2303443 令和1年8月8日 株式会社　環境創社

瀬戸市 2303444 令和1年8月8日 株式会社　ダイロク

瀬戸市 2303455 令和1年8月8日 株式会社　追分自動車

瀬戸市 2303577 令和1年9月19日 有限会社　あぽろ保険

瀬戸市 2303593 令和1年9月27日 有限会社　新宿電気商会

瀬戸市 2303603 令和1年9月27日 テクノアローズ　株式会社

瀬戸市 2303663 令和1年10月17日 高見起業　株式会社

瀬戸市 2303708 令和1年10月24日 株式会社　ガスライフ

瀬戸市 2303709 令和1年10月24日 有限会社　山東電機商会

瀬戸市 2303760 令和1年12月6日 有限会社　大石建材

瀬戸市 2303826 令和2年1月30日 合資会社　マルワイ矢野製陶所

瀬戸市 2303833 令和2年1月30日 株式会社　ホクスイ電設

瀬戸市 2303879 令和2年2月14日 株式会社　藤田製作所

瀬戸市 2303891 令和2年2月14日 加茂鉄工　株式会社

瀬戸市 2303919 令和2年3月2日 株式会社　愛龍社

瀬戸市 2303924 令和2年3月2日 ヤマハツクリタ　株式会社

瀬戸市 2303946 令和2年3月6日 有限会社　ヒューネラル・ポット

瀬戸市 2303963 令和2年3月13日 丸石工業　株式会社

瀬戸市 2304039 令和2年4月9日 合同会社　ＴＲＹ＆ＴＲＩ

瀬戸市 2304049 令和2年4月9日 株式会社　関電工事

瀬戸市 2304078 令和2年4月9日 河鈴窯業　株式会社

瀬戸市 2304079 令和2年4月9日 株式会社　河鈴

瀬戸市 2304237 令和2年8月6日 株式会社　ニッコーインテック



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

瀬戸市 2304468 令和2年11月26日 株式会社　三光セラミック

瀬戸市 2304510 令和3年1月14日 株式会社　中外陶園

瀬戸市 2304524 令和3年1月21日 有限会社　竹堂園

瀬戸市 2304576 令和3年3月25日 株式会社　三栄急送

瀬戸市 2304636 令和3年4月30日 株式会社　松寿

瀬戸市 2305041 令和3年8月19日 渡邊建材　有限会社

瀬戸市 2305122 令和3年9月2日 杉山重工　株式会社

瀬戸市 2305227 令和3年9月16日 株式会社　はらセラム

瀬戸市 2305228 令和3年9月16日 東海化工　株式会社

瀬戸市 2305285 令和3年9月16日 株式会社　Ｔ－ＲＥＸ

瀬戸市 2305294 令和3年9月16日 有限会社　中電器製作所

瀬戸市 2305295 令和3年9月16日 有限会社　池田　サービス

瀬戸市 2305309 令和3年9月16日 株式会社　光陽

瀬戸市 2305310 令和3年9月16日 株式会社　丸周

瀬戸市 2305314 令和3年9月16日 有限会社　成田運輸

瀬戸市 2305374 令和3年9月24日 聖新陶芸　株式会社

瀬戸市 2305514 令和3年9月30日 昭和地質　株式会社

瀬戸市 2305581 令和3年10月14日 社会福祉法人　樹の里

瀬戸市 2305590 令和3年10月14日 株式会社　ＩＳＯＧＡＷＡ

瀬戸市 2305602 令和3年10月14日 有限会社　エイサップ

瀬戸市 2305631 令和3年10月14日 株式会社　東海テクノ

瀬戸市 2305679 令和3年10月21日 株式会社　伊藤製作所

瀬戸市 2305773 令和3年10月28日 有限会社　遠山シーケンス

瀬戸市 2305839 令和3年11月11日 株式会社　クスノキ

瀬戸市 2305959 令和3年12月2日 若尾鉄工建設　株式会社

瀬戸市 2305961 令和3年12月2日 成起工業　株式会社

瀬戸市 2305965 令和3年12月2日 株式会社　こだま

瀬戸市 2305967 令和3年12月2日 有限会社　スズカ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

瀬戸市 2306006 令和3年12月2日 株式会社　日本堂

瀬戸市 2306007 令和3年12月2日 株式会社　マル仁

瀬戸市 2306008 令和3年12月2日 有限会社　浅井紙工

瀬戸市 2306009 令和3年12月2日 有限会社　創美

瀬戸市 2306011 令和3年12月2日 山徳運輸　有限会社

瀬戸市 2306014 令和3年12月2日 株式会社　お茶彦

瀬戸市 2306047 令和3年12月9日 株式会社　エム・エム・ヨシハシ

瀬戸市 2306049 令和3年12月9日 株式会社　ちゅうぶ相続サポート

瀬戸市 2306050 令和3年12月9日 税理士法人　ちゅうぶ税経

瀬戸市 2306051 令和3年12月9日 有限会社　愛岐共販社

瀬戸市 2306053 令和3年12月9日 品野台開発　株式会社

瀬戸市 2306148 令和4年1月6日 笹原金型　株式会社

瀬戸市 2306156 令和4年1月6日 Ｔ．Ｒ．Ｓ　株式会社

瀬戸市 2306281 令和4年2月17日 株式会社　上々

瀬戸市 2306331 令和4年3月3日 東海窯礦　株式会社

瀬戸市 2306427 令和4年3月24日 中部東進　株式会社

瀬戸市 2306553 令和4年4月21日 株式会社　ナリタテクノ

瀬戸市 2306560 令和4年4月21日 株式会社　三眞トランスポート

瀬戸市 2306563 令和4年4月21日 株式会社　三晃トランスポート

瀬戸市 2306564 令和4年4月28日 大栄工業　株式会社

瀬戸市 2306641 令和4年5月19日 大和電機株式会社

瀬戸市 2306662 令和4年5月19日 有限会社　加藤石材

瀬戸市 2306826 令和4年6月16日 株式会社　大藤

瀬戸市 2306906 令和4年7月7日 株式会社　國富

瀬戸市 2307062 令和4年8月25日 河村電器産業　株式会社

瀬戸市 2307148 令和4年9月15日 臼井建築　株式会社

瀬戸市 2307275 令和4年9月29日 株式会社　第三商事

瀬戸市 2307295 令和4年9月29日 株式会社　イフジホーム



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

瀬戸市 2307313 令和4年9月29日
ス

瀬戸市 2307318 令和4年9月29日 株式会社　愛知警備保障

瀬戸市 2307330 令和4年10月6日 株式会社　順風不動産

瀬戸市 2307331 令和4年10月6日 有限会社　星原興業

瀬戸市 2307371 令和4年10月6日 株式会社　稲荷場

瀬戸市 2307387 令和4年10月13日 株式会社　サンブライドムラタ

瀬戸市 2307509 令和4年12月1日 愛知珪曹工業　株式会社

清須市 2300028 平成28年10月1日 有限会社　稲垣運輸

清須市 2300043 平成28年10月1日 株式会社　ウイングフード

清須市 2300202 平成28年11月30日 株式会社　松風屋清洲工場

清須市 2300390 平成28年12月12日 株式会社　放電エンジニアリング

清須市 2300469 平成28年12月27日 株式会社　イト商

清須市 2300599 平成29年1月20日 ファースト化工　株式会社

清須市 2300724 平成29年1月25日 株式会社　ウィズコーポレーション

清須市 2300813 平成29年2月22日 株式会社　メイダイ

清須市 2300961 平成29年4月26日 株式会社　立山高圧工業

清須市 2301047 平成29年4月27日 医療法人　ｐｅａｃｅ

清須市 2301594 平成29年9月4日 株式会社　弘益

清須市 2301711 平成30年2月1日

清須市 2302526 平成30年10月1日 アクト　株式会社

清須市 2302562 平成30年10月17日 株式会社　折松

清須市 2302577 平成30年10月18日 空　有限会社

清須市 2302635 平成30年11月8日 名高土木　株式会社

清須市 2302777 平成30年12月20日 大和産業　株式会社

清須市 2302778 平成30年12月20日 和合化工　株式会社

清須市 2302779 平成30年12月20日 新和スリット　株式会社

清須市 2302780 平成30年12月20日 和月ホールディングス　株式会社

清須市 2302788 平成30年12月26日 有限会社　小林運輸



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

清須市 2302971 平成31年4月1日 ミライノ　株式会社

清須市 2303072 令和1年5月8日 株式会社　タチ製作所

清須市 2303093 令和1年5月16日 株式会社　エムエス製作所

清須市 2303371 令和1年7月25日 株式会社　エムエイチ

清須市 2303552 令和1年9月12日 三起鉄工　有限会社

清須市 2304191 令和2年7月9日 山崎商事運輸株式会社

清須市 2304354 令和2年10月15日 明治チューインガム　株式会社

清須市 2304406 令和2年11月5日 有限会社　サン・ステックス

清須市 2304630 令和3年4月30日 八洲重量　株式会社

清須市 2304800 令和3年6月24日 安井精工株式会社

清須市 2304957 令和3年7月29日 共栄電気工事　株式会社

清須市 2305721 令和3年10月21日 株式会社　マルヒサ

清須市 2305789 令和3年10月29日 株式会社　ＥＩＧＨＴ.ｌｏｇｉｓｔｉｃｓ

清須市 2306694 令和4年5月26日 株式会社　柴山鉄工所

清須市 2306695 令和4年5月26日 シェルエンジニアリング　株式会社

清須市 2306700 令和4年5月26日 株式会社　ワールドケミカル技研

清須市 2306786 令和4年6月9日 株式会社　エムズワークテック

清須市 2307031 令和4年8月12日 有限会社　カネハチ　早川商店

清須市 2307075 令和4年9月1日 有限会社　小川工業所

清須市 2307160 令和4年9月15日 株式会社　春海化成

清須市 2307398 令和4年10月13日 ササキメタル　株式会社

西春日井郡豊山町 2300565 平成29年1月16日 株式会社　小塚屋

西春日井郡豊山町 2300629 平成29年1月20日 株式会社　長栄軒

西春日井郡豊山町 2301727 平成30年2月9日 モバイルシステム　株式会社

西春日井郡豊山町 2302191 平成30年6月27日 株式会社　ニチレイウエルダイニング

西春日井郡豊山町 2302570 平成30年10月17日 株式会社　ＫＫＩ

西春日井郡豊山町 2302571 平成30年10月17日 比良興産株式会社

西春日井郡豊山町 2302581 平成30年10月24日 大南工業株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

西春日井郡豊山町 2303090 令和1年5月16日 セントライ青果　株式会社

西春日井郡豊山町 2303430 令和1年8月8日 丸進青果　株式会社

西春日井郡豊山町 2303563 令和1年9月19日 株式会社　Ｒ４ｌ

西春日井郡豊山町 2304515 令和3年1月14日 名古屋中央水産株式会社

西春日井郡豊山町 2304578 令和3年3月25日 有限会社　松本商会

西春日井郡豊山町 2304635 令和3年4月30日 ワタナベケント　株式会社

西春日井郡豊山町 2304911 令和3年7月15日 株式会社　品田タイル工業

西春日井郡豊山町 2305073 令和3年8月19日 株式会社　レイテック

西春日井郡豊山町 2305266 令和3年9月16日 株式会社　キャリーライフサポート

西春日井郡豊山町 2305690 令和3年10月21日 天野水産　株式会社

西春日井郡豊山町 2305691 令和3年10月21日 有限会社　カネヘイ河村青果

西春日井郡豊山町 2305696 令和3年10月21日 株式会社　ダイショウ

西春日井郡豊山町 2306678 令和4年5月26日 北新青果　株式会社

西春日井郡豊山町 2306680 令和4年5月26日 有限会社　西村商会

丹羽郡大口町 2300002 平成28年10月1日 千秋技研　株式会社

丹羽郡大口町 2300108 平成28年10月1日 アソートロジテック　株式会社

丹羽郡大口町 2300693 平成29年1月20日 有限会社　アドバンス

丹羽郡大口町 2300988 平成29年4月26日 株式会社　巴製作所

丹羽郡大口町 2301583 平成29年8月28日 有限会社　まるさ運輸

丹羽郡大口町 2301800 平成30年4月4日 大和エンタープライズ　株式会社

丹羽郡大口町 2301925 平成30年4月26日 協栄産業　株式会社

丹羽郡大口町 2302179 平成30年6月27日 新日本ファスナ―　株式会社

丹羽郡大口町 2302469 平成30年9月26日 株式会社　流通システム中部

丹羽郡大口町 2302676 平成30年11月15日 福玉精穀倉庫　株式会社

丹羽郡大口町 2302783 平成30年12月26日
ウィル大口スポーツクラブ

丹羽郡大口町 2302917 平成31年3月7日 株式会社　松浦紙器製作所

丹羽郡大口町 2302925 平成31年3月7日 服部農園　有限会社

丹羽郡大口町 2303497 令和1年8月29日 有限会社　愛知環境センター



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

丹羽郡大口町 2303740 令和1年11月11日 株式会社　サンケイ

丹羽郡大口町 2304356 令和2年10月15日 株式会社　岡谷特殊鋼センター

丹羽郡大口町 2305816 令和3年10月29日 株式会社　下川組

丹羽郡大口町 2306408 令和4年3月24日 有限会社　水谷運送

丹羽郡扶桑町 2300346 平成28年12月8日 株式会社　ニーノコーポレーション

丹羽郡扶桑町 2300583 平成29年1月16日 東洋金属　株式会社

丹羽郡扶桑町 2301273 平成29年5月15日 株式会社　扶桑石油

丹羽郡扶桑町 2302602 平成30年10月24日 株式会社　エフアイロジ

丹羽郡扶桑町 2302927 平成31年3月7日 株式会社　長江電機

丹羽郡扶桑町 2302985 平成31年4月1日 株式会社　谷田家具

丹羽郡扶桑町 2303400 令和1年7月31日 株式会社　名北

丹羽郡扶桑町 2303517 令和1年9月5日 株式会社　Ｒａｉｎｂｏｗ

丹羽郡扶桑町 2305498 令和3年9月30日 株式会社　名古屋モウルド

丹羽郡扶桑町 2305499 令和3年9月30日 河野運輸　有限会社

丹羽郡扶桑町 2305927 令和3年11月25日 医療法人　全医会

丹羽郡扶桑町 2306304 令和4年2月24日 有限会社　光洋企業

丹羽郡扶桑町 2306409 令和4年3月24日 株式会社　名洲電機

丹羽郡扶桑町 2306410 令和4年3月24日 有限会社　水野鉄工所

丹羽郡扶桑町 2306981 令和4年8月4日 大恵建築　株式会社

丹羽郡扶桑町 2306982 令和4年8月4日 有限会社　藤本組

丹羽郡扶桑町 2307064 令和4年8月25日 株式会社　丹羽工芸

丹羽郡扶桑町 2307470 令和4年11月10日 医療法人　ひじかた整形外科

丹羽郡扶桑町 2307511 令和4年12月1日 有限会社　円和ホイスト

丹羽郡扶桑町 2307512 令和4年12月1日 株式会社　中京クッキング

丹羽郡扶桑町 2307513 令和4年12月1日 株式会社　フード・テクニカ

丹羽郡扶桑町 2307514 令和4年12月1日 有限会社　カネマツミルクセンター

丹羽郡扶桑町 2307518 令和4年12月8日 株式会社　トラスティ

長久手市 2300010 平成28年10月1日 社会福祉法人　愛知たいようの杜



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

長久手市 2300095 平成28年10月1日 株式会社　青山

長久手市 2300210 平成28年11月30日 株式会社　フリード

長久手市 2301082 平成29年4月27日 株式会社　トーヤ

長久手市 2301742 平成30年2月15日 有限会社　パージ

長久手市 2301775 平成30年4月1日 株式会社　日工

長久手市 2302132 平成30年6月14日 株式会社　マイゾックス

長久手市 2303318 令和1年7月11日 正光建設　株式会社

長久手市 2303751 令和1年11月22日 社会福祉法人　長久手市社会福祉協議会

長久手市 2304195 令和2年7月16日 株式会社　アイディールカンパニー

長久手市 2305040 令和3年8月19日 株式会社　フォーキャスト

長久手市 2305116 令和3年8月26日 デイサービス　メリーヴィレッジ

長久手市 2305146 令和3年9月9日 株式会社　光洋

長久手市 2305197 令和3年9月16日 株式会社　明和

長久手市 2305254 令和3年9月16日 デイサービスセンター　きたぐま

長久手市 2305255 令和3年9月16日 株式会社　グリーンウェーブ

長久手市 2305291 令和3年9月16日 株式会社　ハマサキ販売

長久手市 2305347 令和3年9月16日 有限会社　ニシムラ

長久手市 2305368 令和3年9月24日 株式会社　タツタ地水工業所

長久手市 2305389 令和3年9月24日 株式会社　西日本セフティデンキ

長久手市 2305419 令和3年9月24日 株式会社　エバーブルーコーポレーション

長久手市 2305524 令和3年10月7日 日本テクニカルサービス株式会社

長久手市 2305564 令和3年10月7日 株式会社　デイドリームコーポレーション

長久手市 2305604 令和3年10月14日 株式会社　スカイホーム

長久手市 2305605 令和3年10月14日 株式会社　アームズ

長久手市 2305606 令和3年10月14日 株式会社　武田サービス

長久手市 2305608 令和3年10月14日 有限会社　正進技建

長久手市 2305610 令和3年10月14日 株式会社　森電気

長久手市 2305611 令和3年10月14日 鹿大建設　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

長久手市 2305612 令和3年10月14日 松栄　テクノサービス　株式会社

長久手市 2305615 令和3年10月14日 株式会社　ラック

長久手市 2305657 令和3年10月21日 株式会社　Ｅテック

長久手市 2306003 令和3年12月2日

長久手市 2306467 令和4年3月31日 株式会社　ベスト・サービス

日進市 2300114 平成28年10月1日 三幸土木　株式会社

日進市 2300158 平成28年11月20日 株式会社　稲吉建設

日進市 2300480 平成28年12月27日 山東　株式会社

日進市 2300496 平成28年12月27日 株式会社　アイ　システム

日進市 2300839 平成29年4月1日 日の出衛生保繕　株式会社

日進市 2300858 平成29年4月14日 株式会社　日進クリーナー

日進市 2301521 平成29年7月31日 日進螺子工業　株式会社

日進市 2301916 平成30年4月26日 株式会社　ハウジングアイチ

日進市 2303249 令和1年6月27日 有限会社　さくら

日進市 2303397 令和1年7月31日 株式会社　さんだん會計事務所

日進市 2303701 令和1年10月24日 株式会社　アサヒハウジング

日進市 2303714 令和1年10月30日 株式会社　サンフォレスト

日進市 2303982 令和2年3月13日 株式会社　東伸サービス

日進市 2304417 令和2年11月12日 株式会社　リョクリン

日進市 2305050 令和3年8月19日 株式会社　アレスグループ

日進市 2305055 令和3年8月19日 有限会社　ワークスショップミナミ

日進市 2305058 令和3年8月19日 株式会社　インフィールド

日進市 2305109 令和3年8月26日 有限会社　フジ土木

日進市 2305112 令和3年8月26日 株式会社　ＢｅａｕＢｅｌｌｅ

日進市 2305159 令和3年9月9日 徳仲　株式会社

日進市 2305213 令和3年9月16日 中日化学　株式会社

日進市 2305245 令和3年9月16日 株式会社　ＥＴＳ

日進市 2305265 令和3年9月16日 株式会社　カーライフサポート



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

日進市 2305282 令和3年9月16日 株式会社　アイカン設備

日進市 2305286 令和3年9月16日 株式会社　愛幸発條

日進市 2305300 令和3年9月16日 幸村建設　株式会社

日進市 2305698 令和3年10月21日 ミヤ電子　株式会社

日進市 2305931 令和3年11月25日 株式会社　三共ａｕｔｏ

日進市 2305949 令和3年12月2日 株式会社　テクノ・オリンパス

日進市 2306426 令和4年3月24日 株式会社　Ｃａｒｚ　ＷＡＴＡＮＡＢＥ

日進市 2306578 令和4年4月28日 株式会社　誠和

日進市 2306591 令和4年5月12日 株式会社　ＬＩＮＥ

日進市 2306629 令和4年5月19日 社会福祉法人　日進市社会福祉協議会

日進市 2306782 令和4年6月9日 株式会社　イケダ

日進市 2307157 令和4年9月15日 エムズ実業　株式会社

日進市 2307170 令和4年9月15日 株式会社　グローバルソーイング

日進市 2307171 令和4年9月15日 株式会社　フジタ

日進市 2307214 令和4年9月22日 ハートピース　株式会社

日進市 2307222 令和4年9月22日 株式会社　岩崎ガラス建窓

尾張旭市 2300148 平成28年11月1日 尾張陸運　株式会社

尾張旭市 2300354 平成28年12月8日 医療法人　あらかわ医院

尾張旭市 2300377 平成28年12月12日 社会福祉法人　蒲生会大和荘

尾張旭市 2300834 平成29年4月1日 株式会社　技研システック

尾張旭市 2301107 平成29年5月1日 株式会社　エコペーパーＪＰ

尾張旭市 2301527 平成29年7月31日 エル・ケアー・サービス　株式会社

尾張旭市 2301613 平成29年9月25日 リアルフィールド　株式会社

尾張旭市 2301924 平成30年4月26日 株式会社　協和工務店

尾張旭市 2301992 平成30年5月16日 株式会社　コスモケミカル

尾張旭市 2302851 平成31年1月31日 有限会社　三宅建設

尾張旭市 2302914 平成31年3月7日 有限会社　東和ダイス製作所

尾張旭市 2302986 平成31年4月1日 有限会社　坪井化成



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

尾張旭市 2303005 平成31年4月16日 株式会社　大日産商

尾張旭市 2303209 令和1年6月20日 株式会社　ホンジン自動車

尾張旭市 2303224 令和1年6月27日 株式会社　クリップハート

尾張旭市 2303247 令和1年6月27日 有限会社　新居の里

尾張旭市 2303422 令和1年8月8日 有限会社　トータルライフ

尾張旭市 2303461 令和1年8月15日 株式会社　都築自動車

尾張旭市 2303579 令和1年9月27日

尾張旭市 2303895 令和2年2月14日 株式会社　ひまわりカーゴサービス

尾張旭市 2303896 令和2年2月14日 株式会社　坂田酒販

尾張旭市 2304165 令和2年6月11日 株式会社　クアトロ

尾張旭市 2304175 令和2年6月25日 三浦建設　有限会社

尾張旭市 2304894 令和3年7月15日 株式会社　インタープランツネット

尾張旭市 2305277 令和3年9月16日 株式会社　ＮΒＳ

尾張旭市 2305523 令和3年10月7日 有限会社　田口

尾張旭市 2305593 令和3年10月14日 相互運輸機設　株式会社

尾張旭市 2305594 令和3年10月14日 株式会社　カナオコーポレーション

尾張旭市 2305613 令和3年10月14日 有限会社　田中工務店

尾張旭市 2305616 令和3年10月14日 テクノス株式会社

尾張旭市 2305618 令和3年10月14日 株式会社　ライジング

尾張旭市 2305635 令和3年10月14日 有限会社　サンワ

尾張旭市 2305706 令和3年10月21日 東名精密工業　株式会社

尾張旭市 2305763 令和3年10月28日 株式会社　環境設計

尾張旭市 2305960 令和3年12月2日 有限会社　中部カクスト

尾張旭市 2306013 令和3年12月2日 有限会社　野ヶ峯組

尾張旭市 2306541 令和4年4月21日 株式会社　ティー・エフ・ピー

尾張旭市 2306799 令和4年6月16日 株式会社　大伸

尾張旭市 2306862 令和4年6月30日 株式会社　タカオエステート

尾張旭市 2306863 令和4年6月30日 株式会社　Ｓｕｎ　Ｌｉｆｅ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

尾張旭市 2306908 令和4年7月7日 株式会社　ナンバホーム

尾張旭市 2306964 令和4年8月4日 愛知精工　株式会社

尾張旭市 2307158 令和4年9月15日 株式会社　須田設計

尾張旭市 2307237 令和4年9月22日 平岩工業　株式会社

尾張旭市 2307340 令和4年10月6日 有限会社　タートル２１

尾張旭市 2307446 令和4年10月27日 秋田建設　株式会社

豊明市 2300055 平成28年10月1日 株式会社　プロパー

豊明市 2300540 平成29年1月10日 株式会社　ジーピーセンター

豊明市 2300544 平成29年1月10日
社会福祉法人
豊明市社会福祉協議会

豊明市 2300841 平成29年4月1日 エグチスチール　株式会社

豊明市 2300902 平成29年4月20日 ホリ―精器　株式会社

豊明市 2301083 平成29年4月27日 株式会社　三東製作所

豊明市 2301533 平成29年8月7日 株式会社　ナカシマ

豊明市 2301694 平成30年1月4日 豊明工業　株式会社

豊明市 2301738 平成30年2月9日 株式会社　デ―タセレクト

豊明市 2301836 平成30年4月13日 清国溶接　株式会社

豊明市 2301844 平成30年4月13日 合資会社　加藤商店

豊明市 2301873 平成30年4月19日 株式会社　フアインマシナリ―

豊明市 2302263 平成30年7月5日
医療法人　九愛会
中京サテライトクリニック

豊明市 2302436 平成30年9月13日 株式会社　中西

豊明市 2302547 平成30年10月11日 株式会社　名孝高速

豊明市 2302646 平成30年11月8日 有限会社　中村商店

豊明市 2303166 令和1年6月6日 有限会社　中島

豊明市 2303562 令和1年9月19日 株式会社　ユニメック

豊明市 2303712 令和1年10月24日 株式会社　太田工業所

豊明市 2303778 令和1年12月20日 株式会社　ウインズスポーツ

豊明市 2304028 令和2年4月9日 株式会社　和田工業

豊明市 2304302 令和2年9月17日 アンツエンジニアリング　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊明市 2304549 令和3年2月12日 共栄プラテクス　株式会社

豊明市 2304602 令和3年4月8日 株式会社　アイティーオー

豊明市 2304863 令和3年7月8日 有限会社　ティーズインターナショナル

豊明市 2305166 令和3年9月9日 株式会社　大広住宅

豊明市 2305196 令和3年9月16日 松井設備　株式会社

豊明市 2305267 令和3年9月16日 葵建運　株式会社

豊明市 2305303 令和3年9月16日 有限会社　ユーシン精機

豊明市 2305304 令和3年9月16日 大広住建　株式会社

豊明市 2305551 令和3年10月7日 有限会社　ナリタ工業

豊明市 2305557 令和3年10月7日 名成建設　株式会社

豊明市 2305823 令和3年11月1日 中京車体工業　株式会社

豊明市 2306027 令和3年12月2日 株式会社　トゥフォーティー

豊明市 2306186 令和4年1月20日 有限会社　野田設備

豊明市 2306332 令和4年3月10日 興和精密工業　株式会社

豊明市 2306344 令和4年3月10日 有限会社　アズマ

豊明市 2306355 令和4年3月10日 株式会社　テック

豊明市 2306424 令和4年3月24日 株式会社　乙藤工業

豊明市 2306464 令和4年3月31日 株式会社　テクニカ

豊明市 2307219 令和4年9月22日 株式会社　トリニティ

豊明市 2307303 令和4年9月29日 株式会社　エコ・アースドットコム

豊明市 2307304 令和4年9月29日 有限会社　竹内製作所

豊明市 2307315 令和4年9月29日 豊商住宅　株式会社

豊明市 2307328 令和4年10月6日 合同会社　福田商会

豊明市 2307350 令和4年10月6日 株式会社　マルハ

豊明市 2307367 令和4年10月6日 株式会社　ＭＴＧＬＯＢＡＬ

北名古屋市 2300018 平成28年10月1日 有限会社　新晃製作所

北名古屋市 2300211 平成28年11月30日 三興陸運　株式会社

北名古屋市 2300214 平成28年11月30日 サンフレッシュ株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

北名古屋市 2300215 平成28年11月30日 株式会社　大電工業

北名古屋市 2300224 平成28年11月30日 医療法人　倫紀会

北名古屋市 2300266 平成28年12月5日 師勝化成株式会社

北名古屋市 2300268 平成28年12月5日 株式会社　ハナノキ

北名古屋市 2300493 平成28年12月27日 サン樹脂　株式会社

北名古屋市 2300745 平成29年1月25日
有限会社
一善トータルメッセンジャー

北名古屋市 2300746 平成29年1月25日 株式会社　藤前ウンユーシステム

北名古屋市 2300747 平成29年1月25日 有限会社　一善カーゴサービス

北名古屋市 2300965 平成29年4月26日 有限会社　愛北義肢製作所

北名古屋市 2300989 平成29年4月26日 株式会社　友建

北名古屋市 2301036 平成29年4月27日 株式会社　富士ライン

北名古屋市 2301071 平成29年4月27日 シンク化学工業　株式会社

北名古屋市 2301226 平成29年5月9日 株式会社　森創

北名古屋市 2301446 平成29年7月24日 株式会社　ヒルズライフ

北名古屋市 2301535 平成29年8月7日 医療法人　ＭＤＭ

北名古屋市 2302071 平成30年5月31日 株式会社　川紀運輸

北名古屋市 2302137 平成30年6月19日 ワクワク　株式会社

北名古屋市 2302540 平成30年10月11日 朝日急配　株式会社

北名古屋市 2302594 平成30年10月24日 秋和鋼業株式会社

北名古屋市 2302615 平成30年10月30日 株式会社　エアー技研社

北名古屋市 2303270 令和1年7月4日 橋梁技建　株式会社

北名古屋市 2303505 令和1年9月5日 有限会社　幸栄流通サービス

北名古屋市 2303523 令和1年9月5日 株式会社　シャチライン

北名古屋市 2303631 令和1年10月3日 株式会社　メイセイプリント

北名古屋市 2303886 令和2年2月14日 有限会社　岸田設備工業

北名古屋市 2304016 令和2年3月27日 株式会社　福田木工

北名古屋市 2304021 令和2年3月27日 有限会社　双英化成

北名古屋市 2304136 令和2年4月23日 株式会社　ジェイ･エス･ピー



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

北名古屋市 2304287 令和2年9月3日 名工銘鈑　株式会社

北名古屋市 2304323 令和2年9月24日 株式会社　フジワラ

北名古屋市 2304647 令和3年5月6日 中央測範　株式会社

北名古屋市 2304668 令和3年5月6日 松岡電機産業　株式会社

北名古屋市 2305399 令和3年9月24日 ウェルホーム　からん

北名古屋市 2305459 令和3年9月30日 日進電気株式会社

北名古屋市 2305645 令和3年10月14日 ウィルキャリー　株式会社

北名古屋市 2305674 令和3年10月21日 小塚合金　株式会社

北名古屋市 2305930 令和3年11月25日 ユニテックシステム　株式会社

北名古屋市 2305957 令和3年12月2日 株式会社　グッディモーターサイクル

北名古屋市 2306153 令和4年1月6日 ﾁﾀｶｲﾝﾀｰﾅｼﾖﾅﾙﾌｰｽﾞ 株式会社

北名古屋市 2306616 令和4年5月12日 株式会社　大杉運輸

北名古屋市 2306628 令和4年5月19日 コクスン　株式会社

北名古屋市 2306915 令和4年7月14日 株式会社　真誠

北名古屋市 2306926 令和4年7月14日 株式会社　東海商販

北名古屋市 2307038 令和4年8月18日 シンカ工業　株式会社

北名古屋市 2307069 令和4年9月1日 株式会社　双和工業所

北名古屋市 2307092 令和4年9月1日 寺倉紙工　株式会社

北名古屋市 2307138 令和4年9月15日 株式会社　ＶＩＡＬＥＳ

北名古屋市 2307147 令和4年9月15日 株式会社　ツボスタ

北名古屋市 2307161 令和4年9月15日 有限会社　ピーシーシー

北名古屋市 2307166 令和4年9月15日

北名古屋市 2307523 令和4年12月8日 有限会社　アサヒダクト


