
機密性2

2022.12.22　現在

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

常滑市 2300008 平成28年10月1日 陶栄　株式会社

常滑市 2300015 平成28年10月1日 ＵＮΙ―ｃａｓｔ　株式会社

常滑市 2300031 平成28年10月1日 株式会社　全日警　中部空港支社

常滑市 2300675 平成29年1月20日 株式会社　水野組

常滑市 2301247 平成29年5月9日 常滑市民病院

常滑市 2301518 平成29年7月31日 株式会社　マルタケ

常滑市 2301555 平成29年8月7日 株式会社　田中組

常滑市 2302176 平成30年6月27日 丸茂工業　株式会社

常滑市 2302282 平成30年7月5日 ジャニス工業　株式会社

常滑市 2302283 平成30年7月9日 株式会社　エスケア

常滑市 2302380 平成30年8月22日 株式会社　竹藤会

常滑市 2302402 平成30年9月6日 きほくクリニック

常滑市 2302880 平成31年2月14日 株式会社　ＫＡＲＥＮ

常滑市 2302930 平成31年3月7日 有限会社　明光

常滑市 2303021 平成31年4月22日 常滑商工会議所

常滑市 2303198 令和1年6月20日
公益社団法人
常滑市シルバー人材センター

常滑市 2303229 令和1年6月27日
株式会社
稲葉ファイナンシャル・プランナー事務所

常滑市 2303235 令和1年6月27日 有限会社　河合コーポレーション

常滑市 2303285 令和1年7月4日 株式会社　前田工作所

常滑市 2303325 令和1年7月11日 有限会社　エアートラベルサービス

常滑市 2303357 令和1年7月18日 エバー　株式会社

常滑市 2303370 令和1年7月25日 豊和製陶　株式会社

常滑市 2303375 令和1年7月25日 有限会社　大阪屋葬祭

常滑市 2303454 令和1年8月8日 合資会社　誠進社

常滑市 2303777 令和1年12月20日 株式会社　林シャーリング

常滑市 2303794 令和2年1月15日 社会福祉法人　知多学園

健康宣言チャレンジ事業所一覧（知多）



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

常滑市 2303839 令和2年2月6日 株式会社　Ｊホテル

常滑市 2303844 令和2年2月6日 株式会社　カネカツ

常滑市 2303845 令和2年2月6日 齋田炉材　株式会社

常滑市 2303852 令和2年2月6日 株式会社　丸秀商会

常滑市 2303884 令和2年2月14日 市田建設　株式会社

常滑市 2303888 令和2年2月14日 株式会社　山直

常滑市 2303893 令和2年2月14日 有限会社　プラッサム

常滑市 2303917 令和2年3月2日

常滑市 2303922 令和2年3月2日 株式会社　谷川製作所

常滑市 2303923 令和2年3月2日 有限会社　藁重紙プレスセンター

常滑市 2303938 令和2年3月6日 有限会社　星和デンキ

常滑市 2303967 令和2年3月13日 株式会社　魚豊

常滑市 2303968 令和2年3月13日 海産物とこ丸　株式会社

常滑市 2303969 令和2年3月13日 宝友シール　株式会社

常滑市 2304083 令和2年4月9日 株式会社　梅月　冨本人形園

常滑市 2304121 令和2年4月23日

常滑市 2304215 令和2年7月27日 三鈴化成　株式会社

常滑市 2304217 令和2年7月27日 株式会社　サンウッド

常滑市 2304452 令和2年11月19日 株式会社　オービック

常滑市 2304453 令和2年11月19日 株式会社　アカイタイル

常滑市 2304499 令和2年12月17日 有限会社　改元屋住宅設備

常滑市 2304516 令和3年1月21日 株式会社　ヒコテック

常滑市 2304799 令和3年6月24日 株式会社　春日井金型

常滑市 2305210 令和3年9月16日 株式会社　ブルーチップ

常滑市 2305726 令和3年10月21日 株式会社　谷川組

常滑市 2306274 令和4年2月10日 常滑ガス　株式会社

常滑市 2306282 令和4年2月17日 株式会社　尾張桂新堂本舗



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

常滑市 2307122 令和4年9月8日 有限会社　フジイ

常滑市 2307492 令和4年11月24日 株式会社　藤井組

大府市 2300007 平成28年10月1日 愛知金属工業　株式会社

大府市 2300029 平成28年10月1日 株式会社　げんきの郷

大府市 2300052 平成28年10月1日 株式会社　共和熱処理

大府市 2300053 平成28年10月1日 株式会社　東洋発酵

大府市 2300060 平成28年10月1日 星和化成　株式会社

大府市 2300081 平成28年10月1日 株式会社　浅井歯科技研

大府市 2300111 平成28年10月1日 名古屋国際観光バス　株式会社

大府市 2300152 平成28年11月1日 大府商工会議所

大府市 2300159 平成28年11月20日 フレンズパン協業組合

大府市 2300234 平成28年12月2日 株式会社　新巧模型製作所

大府市 2300400 平成28年12月19日 日多加産業　株式会社

大府市 2300794 平成29年1月31日 東洋クッション　株式会社

大府市 2300859 平成29年4月18日 アルメック　株式会社

大府市 2301480 平成29年7月24日 株式会社　八神

大府市 2301495 平成29年7月31日 株式会社　尾三熔材

大府市 2301503 平成29年7月31日
ネットワーク大府

大府市 2301702 平成30年1月12日 福富金属　株式会社

大府市 2301819 平成30年4月4日 大平鉄工　株式会社

大府市 2301821 平成30年4月4日 株式会社　ハートエレクトロニクス

大府市 2301840 平成30年4月13日 東海ホイスト工業　株式会社

大府市 2301845 平成30年4月13日 株式会社　エヌ・エス・エス

大府市 2301849 平成30年4月13日 株式会社　ケーツー

大府市 2301859 平成30年4月13日 有限会社　グロ―バルホ―ム

大府市 2302153 平成30年6月19日 有限会社　山本　鈑金

大府市 2302184 平成30年6月27日 社会福祉法人　仁至会



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

大府市 2302335 平成30年7月24日 株式会社　アンセイ

大府市 2302366 平成30年8月2日 株式会社　三恵シーアンドシー

大府市 2302500 平成30年9月27日 株式会社　創信

大府市 2302557 平成30年10月11日 株式会社　奥堀

大府市 2302591 平成30年10月24日 株式会社　吉見製作所

大府市 2302592 平成30年10月24日 コクサイエンジニアリング　株式会社

大府市 2302610 平成30年10月30日 中部スリッター　株式会社

大府市 2302616 平成30年10月30日 株式会社　玉清

大府市 2302626 平成30年11月8日 社会福祉法人東光会　共和保育園

大府市 2302733 平成30年12月17日 株式会社　Ｔｒｉｐｌｅ　ｆｒｅｅ

大府市 2303044 平成31年4月25日 インセント　株式会社

大府市 2303095 令和1年5月16日 化成工業　株式会社

大府市 2303200 令和1年6月20日
公益社団法人
大府市シルバー人材センター

大府市 2303690 令和1年10月24日 医療法人　る･ぷてぃ･らぱん

大府市 2303824 令和2年1月30日 新栄電気　株式会社

大府市 2303875 令和2年2月14日 株式会社　ファンファーレ

大府市 2303878 令和2年2月14日 株式会社　アイハタ工業

大府市 2303966 令和2年3月13日 大翔電機　株式会社

大府市 2304041 令和2年4月9日 株式会社　コーキ

大府市 2304058 令和2年4月9日 株式会社　ダイキ

大府市 2304122 令和2年4月23日 有限会社　矢田化学工業

大府市 2304130 令和2年4月23日 愛知県大府市役所

大府市 2304307 令和2年9月17日 株式会社　花井組

大府市 2304334 令和2年10月2日 有限会社　ヒカリセイコー

大府市 2304599 令和3年4月8日 株式会社　フカヤプレス

大府市 2304779 令和3年6月17日 近藤鉄筋　株式会社

大府市 2305103 令和3年8月26日 株式会社　ティエス



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

大府市 2305785 令和3年10月29日 株式会社　大広

大府市 2305847 令和3年11月11日 名豊運輸　株式会社

大府市 2306285 令和4年2月17日 有限会社　吉田工作所

大府市 2306532 令和4年4月21日 フジ設備工業　株式会社

大府市 2306895 令和4年7月7日 株式会社　チタ製作所

大府市 2307054 令和4年8月25日 株式会社　吉富工業

大府市 2307084 令和4年9月1日 株式会社　ブルースデザイン

大府市 2307137 令和4年9月8日 株式会社　ＩＳＩ

知多郡阿久比町 2300150 平成28年11月1日 日道工業　株式会社

知多郡阿久比町 2300827 平成29年3月8日 有限会社　フォレスト

知多郡阿久比町 2301444 平成29年7月24日 株式会社　内田板金

知多郡阿久比町 2301514 平成29年7月31日 株式会社　加藤連合建設

知多郡阿久比町 2301584 平成29年8月28日 株式会社　アリックス

知多郡阿久比町 2301610 平成29年9月19日 有限会社　竹和業務店

知多郡阿久比町 2303204 令和1年6月20日
公益社団法人
阿久比町シルバー人材センター

知多郡阿久比町 2303535 令和1年9月12日 株式会社　キセキ

知多郡阿久比町 2303536 令和1年9月12日 株式会社　キセキラボ

知多郡阿久比町 2304064 令和2年4月9日 株式会社　カイタック

知多郡阿久比町 2304493 令和2年12月10日 株式会社　アグメント

知多郡阿久比町 2306267 令和4年2月10日 株式会社　三井酢店

知多郡阿久比町 2306387 令和4年3月17日 株式会社　岡戸組

知多郡東浦町 2300112 平成28年10月1日 エスツーアイ　株式会社

知多郡東浦町 2300680 平成29年1月20日 昭和レジン工業　株式会社

知多郡東浦町 2301066 平成29年4月27日 株式会社　康臨丸

知多郡東浦町 2302421 平成30年9月11日 知多製鋲　株式会社

知多郡東浦町 2303067 平成31年4月25日 社会福祉法人　東浦町社会福祉協議会

知多郡東浦町 2303203 令和1年6月20日
公益社団法人
東浦町シルバー人材センター



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

知多郡東浦町 2303614 令和1年10月3日
公益財団法人
愛知県健康づくり振興事業団

知多郡東浦町 2303942 令和2年3月6日 トーエイ　株式会社

知多郡東浦町 2304037 令和2年4月9日 山石建材工業　株式会社

知多郡東浦町 2304610 令和3年4月15日 有限会社　ゆうり商会

知多郡東浦町 2304638 令和3年4月30日 明興産業　株式会社

知多郡東浦町 2304939 令和3年7月21日 マルスフードショップ　株式会社

知多郡東浦町 2304974 令和3年7月29日 村瀬電気　株式会社

知多郡東浦町 2305521 令和3年10月7日 メモリー　株式会社

知多郡東浦町 2306131 令和3年12月23日 株式会社　アイテック

知多郡東浦町 2306386 令和4年3月17日 株式会社　一新鋳造所

知多郡東浦町 2306415 令和4年3月24日 有限会社 ﾌﾘｰﾀﾞﾑ

知多郡東浦町 2306661 令和4年5月19日 三輝工業　株式会社

知多郡東浦町 2307118 令和4年9月8日 有限会社　新美総合建材

知多郡東浦町 2307173 令和4年9月15日 有限会社　鈴木組

知多郡東浦町 2307229 令和4年9月22日 株式会社　ヒューテック

知多郡東浦町 2307434 令和4年10月27日

知多郡南知多町 2300949 平成29年4月21日 内海ガス　株式会社

知多郡南知多町 2301075 平成29年4月27日 豊浜商工会

知多郡南知多町 2303205 令和1年6月20日
公益社団法人
南知多町シルバー人材センター

知多郡南知多町 2305033 令和3年8月12日 家田製菓　株式会社

知多郡南知多町 2306107 令和3年12月16日 株式会社　アゲイン

知多郡南知多町 2306773 令和4年6月9日 株式会社 まるは

知多郡南知多町 2307391 令和4年10月13日
南知多グリーンバレイ　株式会社　プレジャー
知多

知多郡美浜町 2300477 平成28年12月27日 株式会社　トウチュウ

知多郡美浜町 2301026 平成29年4月27日 農事組合法人　鵜の味

知多郡美浜町 2302448 平成30年9月13日
医療法人
浜田整形外科･内科クリニック

知多郡美浜町 2303206 令和1年6月20日
公益社団法人
美浜町シルバー人材センター
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

知多郡武豊町 2300462 平成28年12月27日 株式会社　エイゼン

知多郡武豊町 2300476 平成28年12月27日
ほっとスマイル

知多郡武豊町 2300763 平成29年1月27日 有限会社　ヒジリ田薬局

知多郡武豊町 2301294 平成29年5月19日 武豊町商工会

知多郡武豊町 2302447 平成30年9月13日 サワダ工業　株式会社

知多郡武豊町 2302529 平成30年10月1日 岩部建設　株式会社

知多郡武豊町 2302787 平成30年12月26日 株式会社　大理

知多郡武豊町 2303202 令和1年6月20日
公益社団法人
武豊町シルバー人材センター

知多郡武豊町 2303485 令和1年8月29日 東海樹脂工業　株式会社

知多郡武豊町 2303486 令和1年8月29日 有限会社　ゴトウ自動車

知多郡武豊町 2303947 令和2年3月6日 有限会社　英昌ワールド

知多郡武豊町 2304032 令和2年4月9日 有限会社　知多硝子建材

知多郡武豊町 2304043 令和2年4月9日 株式会社　タケウチ金型

知多郡武豊町 2304629 令和3年4月30日 株式会社　丸一精肉

知多郡武豊町 2306313 令和4年3月3日 有限会社　タック

知多郡武豊町 2306815 令和4年6月16日 社会福祉法人　武豊町社会福祉協議会

知多市 2300073 平成28年10月1日 株式会社　ＳΚＹ

知多市 2300102 平成28年10月1日 レスクル　株式会社

知多市 2300387 平成28年12月12日 杉本ハイテックス　株式会社

知多市 2300732 平成29年1月25日
社会福祉法人　薫風会
特別養護老人ホーム知多

知多市 2300951 平成29年4月21日 中日ガス　株式会社

知多市 2301029 平成29年4月27日 株式会社　エス・ワークス

知多市 2301030 平成29年4月27日
株式会社
Ｋｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ

知多市 2301090 平成29年4月27日 株式会社　厨房サービス

知多市 2301346 平成29年7月7日
有限会社
タケウチ総合保険サービス

知多市 2301435 平成29年7月24日 社会福祉法人敬和会　朝倉保育園

知多市 2301529 平成29年8月7日 東海ガス　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

知多市 2301553 平成29年8月7日 株式会社　粕田組

知多市 2301867 平成30年4月19日 株式会社　タイセイ

知多市 2302221 平成30年6月27日 株式会社　カジノ

知多市 2302285 平成30年7月9日 有限会社　エーゼットライフ

知多市 2303114 令和1年5月23日 株式会社　誠興業

知多市 2303201 令和1年6月20日
公益社団法人
知多市シルバー人材センター

知多市 2303765 令和1年12月6日 スズキ塗装　株式会社

知多市 2303846 令和2年2月6日 有限会社　五陽工業

知多市 2305009 令和3年8月12日 秦電設工業　株式会社

知多市 2305011 令和3年8月12日 株式会社　エムプロ

知多市 2305013 令和3年8月12日 株式会社　尾川パイプ

知多市 2305211 令和3年9月16日 株式会社　大洋商会

知多市 2305250 令和3年9月16日 有限会社　トミタ石油

知多市 2305252 令和3年9月16日 フカヤ電機　株式会社

知多市 2305735 令和3年10月28日 エヌ　シー　株式会社

知多市 2305768 令和3年10月28日 知多高圧ガス　株式会社

知多市 2305939 令和3年12月2日 株式会社　近藤印刷

知多市 2306223 令和4年2月3日 株式会社　知多スプリング

知多市 2307121 令和4年9月8日 東海電業　株式会社

知多市 2307308 令和4年9月29日 有限会社　秋春建装

知多市 2307358 令和4年10月6日 株式会社　タクタ

東海市 2300592 平成29年1月20日 産業振興　株式会社　名古屋事業所

東海市 2300684 平成29年1月20日 株式会社　オームラ組

東海市 2300687 平成29年1月20日 社会福祉法人　青山会

東海市 2301167 平成29年5月1日 イーライン　株式会社

東海市 2301243 平成29年5月9日 田中組電気　株式会社

東海市 2301249 平成29年5月9日 栄和興産　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

東海市 2301274 平成29年5月15日 東海商工会議所

東海市 2301461 平成29年7月24日 株式会社　ホームリサーチ

東海市 2301658 平成29年11月22日 新海商事　株式会社

東海市 2301659 平成29年11月22日 株式会社　まちづくり東海

東海市 2301974 平成30年5月2日 有限会社　電化のアベ

東海市 2302031 平成30年5月16日 三友産業　株式会社

東海市 2302242 平成30年7月5日 新和薬品　株式会社

東海市 2302546 平成30年10月11日 株式会社　彩建

東海市 2303142 令和1年5月30日 株式会社　小島鉄工所

東海市 2303143 令和1年5月30日 株式会社　西村工業所

東海市 2303199 令和1年6月20日
公益社団法人
東海市シルバー人材センター

東海市 2303234 令和1年6月27日 有限会社　杉下自動車工業

東海市 2303391 令和1年7月31日 ミック運輸　株式会社

東海市 2303545 令和1年9月12日 有限会社　常滑荷役

東海市 2303546 令和1年9月12日 常滑重機　有限会社

東海市 2303586 令和1年9月27日 社会福祉法人　清凉会　東海清凉苑

東海市 2303819 令和2年1月30日 有限会社　斎藤新聞店

東海市 2303847 令和2年2月6日 藤武工業　株式会社

東海市 2303851 令和2年2月6日 小島電機　株式会社

東海市 2303885 令和2年2月14日 水谷興業　株式会社

東海市 2303887 令和2年2月14日 株式会社　服部冷暖房

東海市 2303898 令和2年2月14日 株式会社　ケージーテック

東海市 2303941 令和2年3月6日 株式会社　アートクリーン工業

東海市 2303965 令和2年3月13日 竹内プレス工業　株式会社

東海市 2303985 令和2年3月13日 有限会社　ゼン

東海市 2304040 令和2年4月9日 三朋産業　株式会社

東海市 2304057 令和2年4月9日 合資会社　加古商店



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

東海市 2304068 令和2年4月9日 東福瓦斯興業　株式会社

東海市 2304164 令和2年6月11日 株式会社　愛知鋼管

東海市 2304235 令和2年8月6日 株式会社　ＣＳＫ

東海市 2304243 令和2年8月6日 壽屋　株式会社

東海市 2304280 令和2年9月3日 株式会社　愛知印刷工業

東海市 2304545 令和3年2月12日 株式会社　竹内配管

東海市 2304666 令和3年5月6日 有限会社　ウェルビーイングひさみ

東海市 2304678 令和3年5月6日 社会福祉法人　檸檬

東海市 2304766 令和3年6月17日 大和興業　株式会社

東海市 2304773 令和3年6月17日 大和スリット　株式会社

東海市 2304882 令和3年7月8日 株式会社　ａｉサービス

東海市 2305067 令和3年8月19日 株式会社　ロコマルシェ

東海市 2305091 令和3年8月26日 株式会社　中村土木建設

東海市 2305137 令和3年9月9日 株式会社　大翔興産

東海市 2305148 令和3年9月9日 株式会社　東海コーティング

東海市 2305175 令和3年9月9日 株式会社　坂角総本舗

東海市 2305202 令和3年9月16日 サンコーリサイクル　株式会社

東海市 2305249 令和3年9月16日 三幸　株式会社

東海市 2305307 令和3年9月16日 株式会社　ＫＯＵＨＯＫＵ

東海市 2305324 令和3年9月16日 有限会社　加藤土木

東海市 2305377 令和3年9月24日 株式会社　アイギ

東海市 2305416 令和3年9月24日 チタジュウ建材　株式会社

東海市 2305417 令和3年9月24日 チタジュウライフ　株式会社

東海市 2305418 令和3年9月24日 チタジュウサッシ　株式会社

東海市 2305430 令和3年9月24日 有限会社　福田運輸

東海市 2305449 令和3年9月24日 株式会社　ナガタ工務店

東海市 2305497 令和3年9月30日 株式会社　ＲＥΤΙＣЕ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

東海市 2305727 令和3年10月28日 カニエ電機　株式会社

東海市 2305756 令和3年10月28日 株式会社　伊山商会

東海市 2305891 令和3年11月18日 株式会社　三愛工業所

東海市 2306182 令和4年1月20日 株式会社　花井建築

東海市 2306255 令和4年2月10日 有限会社　鏡

東海市 2306309 令和4年2月24日 合資会社　吉村自動車工業

東海市 2306330 令和4年3月3日 有限会社　太田鉄工

東海市 2306451 令和4年3月31日 ホーム工業　株式会社

東海市 2306478 令和4年4月7日 株式会社　金丸製作所

東海市 2306491 令和4年4月7日 有限会社　大場組

東海市 2306493 令和4年4月7日 佐藤設備　株式会社

東海市 2306497 令和4年4月7日 石川興業　有限会社

東海市 2306524 令和4年4月14日 株式会社　ＳＯ－Ｅ

東海市 2306554 令和4年4月21日 アールートップ　株式会社

東海市 2306555 令和4年4月21日 山房工業　株式会社

東海市 2307271 令和4年9月29日 アップマネジメント　合同会社

東海市 2307310 令和4年9月29日 株式会社　オートライフジョイ

東海市 2307311 令和4年9月29日 株式会社　アスイエ

東海市 2307416 令和4年10月20日 有限会社　宏和設備工業

東海市 2307428 令和4年10月27日 株式会社　ホンダ

半田市 2300448 平成28年12月19日 愛厚半田の里

半田市 2300504 平成28年12月27日 株式会社　武田工業所

半田市 2300685 平成29年1月20日
ベタニアホーム

半田市 2300869 平成29年4月18日 有限会社　東邦設備アート

半田市 2300950 平成29年4月21日 有限会社　加藤鉄工所

半田市 2301050 平成29年4月27日 ミロク工業　株式会社

半田市 2301072 平成29年4月27日 中部紙工　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

半田市 2301177 平成29年5月9日 有限会社　一九三

半田市 2301512 平成29年7月31日 株式会社　半田水園

半田市 2301636 平成29年10月31日 株式会社　芝電気

半田市 2301657 平成29年11月22日 株式会社　七番組

半田市 2301805 平成30年4月4日 三和　株式会社

半田市 2301818 平成30年4月4日 株式会社　シンホリ

半田市 2301837 平成30年4月13日 有限会社　西野工業

半田市 2301843 平成30年4月13日 信栄土木　株式会社

半田市 2301920 平成30年4月26日 株式会社　マツイシ楽器店

半田市 2301928 平成30年4月26日 株式会社　朝日薬局

半田市 2302081 平成30年5月31日 イワセ鉄工　株式会社

半田市 2302083 平成30年5月31日 西岡クレーン　株式会社

半田市 2302261 平成30年7月5日 株式会社　沢田工務店

半田市 2302442 平成30年9月13日 株式会社　大加

半田市 2302443 平成30年9月13日 株式会社　デザインセンターオワリヤ

半田市 2302444 平成30年9月13日 一般社団法人　半田労働基準協会

半田市 2302489 平成30年9月26日 ツカサ工業　株式会社

半田市 2302582 平成30年10月24日 有限会社　大和木型製作所

半田市 2302605 平成30年10月24日 株式会社　中京医薬品

半田市 2302701 平成30年11月26日 株式会社　就労センター

半田市 2302825 平成31年1月17日 みつまる自動車　株式会社

半田市 2302888 平成31年2月21日 株式会社　大末

半田市 2303145 令和1年5月30日 半田商工会議所

半田市 2303149 令和1年5月30日 東洋ブレージング　株式会社

半田市 2303197 令和1年6月20日
公益社団法人
半田市シルバー人材センター

半田市 2303228 令和1年6月27日

半田市 2303231 令和1年6月27日 株式会社　経世リサーチセンター



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

半田市 2303233 令和1年6月27日 株式会社　サワダ自動車

半田市 2303240 令和1年6月27日 株式会社　ファイブスター事務所

半田市 2303250 令和1年6月27日 有限会社　モリタ製作所

半田市 2303294 令和1年7月4日 株式会社　ナカノ工業

半田市 2303356 令和1年7月18日 山田自動車工業　株式会社

半田市 2303439 令和1年8月8日 株式会社　セイワハウス

半田市 2303450 令和1年8月8日 尾張製粉　株式会社

半田市 2303467 令和1年8月22日 安全タクシー　株式会社

半田市 2303471 令和1年8月22日 株式会社　あんしん工房

半田市 2303498 令和1年8月29日 株式会社　ウェルトン

半田市 2303511 令和1年9月5日 有限会社　新居自動車

半田市 2303516 令和1年9月5日 株式会社　花園不動産

半田市 2303549 令和1年9月12日 有限会社　エムティエス

半田市 2303689 令和1年10月24日 株式会社　ライフアシスト

半田市 2303703 令和1年10月24日 有限会社　朝倉ホンダ販売

半田市 2303829 令和2年1月30日 ヤマネ　株式会社

半田市 2303961 令和2年3月13日 株式会社　旭モータース

半田市 2304031 令和2年4月9日 有限会社　竹家

半田市 2304035 令和2年4月9日 株式会社　衣浦電機製作所

半田市 2304194 令和2年7月16日 半田自動車工業　株式会社

半田市 2304218 令和2年7月27日 株式会社　カシワヤ

半田市 2304262 令和2年8月20日 株式会社　アイディール

半田市 2304298 令和2年9月10日 半田港運　株式会社

半田市 2304341 令和2年10月8日 知多乗合　株式会社

半田市 2304363 令和2年10月15日 バロン　パーク　株式会社

半田市 2304364 令和2年10月15日 ユニーオイル　株式会社

半田市 2304416 令和2年11月12日 株式会社　石川商店



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

半田市 2304433 令和2年11月12日 株式会社　藤工業所

半田市 2304462 令和2年11月19日 プリ･テック　株式会社

半田市 2304521 令和3年1月21日 中日本株式会社

半田市 2304598 令和3年4月8日 有限会社　知多リホーム

半田市 2304669 令和3年5月6日 株式会社　エヌ･エフ･ユー

半田市 2304895 令和3年7月15日 名星ダンボール　株式会社

半田市 2304912 令和3年7月15日 有限会社　メイト工業

半田市 2304981 令和3年8月5日 株式会社　フィールイン

半田市 2305003 令和3年8月12日 竹内　株式会社

半田市 2305014 令和3年8月12日 半田中央印刷　株式会社

半田市 2305346 令和3年9月16日 アイアムデザイン　株式会社

半田市 2305445 令和3年9月24日 八洲建設　株式会社

半田市 2305512 令和3年9月30日 マーメイド　デリバリー　有限会社

半田市 2305566 令和3年10月7日 有限会社　東海維持管理興業

半田市 2305567 令和3年10月7日 株式会社　ＴＭＣ

半田市 2305770 令和3年10月28日 有限会社　Вダッシュ

半田市 2306052 令和3年12月9日 トーカイテクノ　株式会社

半田市 2306204 令和4年1月27日 株式会社　カミオカプロダクト

半田市 2306429 令和4年3月24日 株式会社　ジェイワークス

半田市 2306567 令和4年4月28日 有限会社　タケコー

半田市 2306623 令和4年5月19日 株式会社　山本楽器

半田市 2306803 令和4年6月16日 株式会社　大進

半田市 2306913 令和4年7月7日 加藤鉄工建設　株式会社

半田市 2307407 令和4年10月20日 株式会社　パナホーム愛知


