
機密性2

2022.12.22　現在

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

みよし市 2300079 平成28年10月1日 株式会社　ユーティー・サービス

みよし市 2300168 平成28年11月24日 中発精工　株式会社

みよし市 2300226 平成28年11月30日 株式会社　東郷ケーブル

みよし市 2300378 平成28年12月12日 丸安　株式会社

みよし市 2300683 平成29年1月20日 大浜機工　株式会社

みよし市 2301465 平成29年7月24日 有限会社　三好衛生社

みよし市 2301468 平成29年7月24日 医療法人　崇生会

みよし市 2301783 平成30年4月1日 ミヤマ工業　株式会社

みよし市 2302488 平成30年9月26日 ｊｓｋ　株式会社

みよし市 2302520 平成30年10月1日 株式会社　Ｔｃｅｌｌ

みよし市 2302804 平成31年1月10日 株式会社　河村産業

みよし市 2303084 令和1年5月8日 株式会社　鳥居発条製作所

みよし市 2303144 令和1年5月30日 有限会社　ジンプランニング

みよし市 2303723 令和1年10月30日 富士レジン化工　株式会社

みよし市 2304405 令和2年11月5日 株式会社　三好モータース

みよし市 2305051 令和3年8月19日 株式会社　名古屋ビニックス

みよし市 2305292 令和3年9月16日 有限会社　マツイワ

みよし市 2305485 令和3年9月30日 マインテックジャパン　株式会社

みよし市 2305535 令和3年10月7日 株式会社　Ｙ．Ｅ．Ｓ

みよし市 2305614 令和3年10月14日 株式会社　ｍｉｒａｉ計画

みよし市 2305818 令和3年10月29日 アイミ建設　株式会社

みよし市 2305917 令和3年11月18日 株式会社　イシカワ

みよし市 2306019 令和3年12月2日 三光金型　株式会社

みよし市 2306084 令和3年12月9日 有限会社　広栄工業

みよし市 2306208 令和4年1月27日 ミクニ機工　株式会社

みよし市 2306268 令和4年2月10日 有限会社　中京サービス

みよし市 2306279 令和4年2月17日 株式会社　エヌティクリエイト

健康宣言チャレンジ事業所一覧（西三河）
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

みよし市 2306312 令和4年2月24日 株式会社　セントラルホーム

みよし市 2306664 令和4年5月19日 株式会社　花田鐵工所

みよし市 2306699 令和4年5月26日 ダイナパツク　株式会社　みよし事業所

みよし市 2306706 令和4年4月1日 スターライフ　株式会社

みよし市 2306714 令和4年5月26日 株式会社　ＳＫＥ

みよし市 2306739 令和4年6月2日 株式会社　ＩＫフレーミング

みよし市 2306746 令和4年6月2日

みよし市 2306759 令和4年6月2日 有限会社　藤和工業

みよし市 2306760 令和4年6月2日 三好電気設備　有限会社

みよし市 2306762 令和4年6月2日 有限会社　森島製作所

みよし市 2306776 令和4年6月9日 極東工業　株式会社

みよし市 2306785 令和4年6月9日 有限会社　出原新聞店

安城市 2300023 平成28年10月1日 明治用水土地改良区

安城市 2300025 平成28年10月1日 安城商工会議所

安城市 2300075 平成28年10月1日 有限会社　ケーシー設計

安城市 2300180 平成28年11月25日 株式会社　中島製作所

安城市 2300271 平成28年12月5日 株式会社　はちどり

安城市 2300316 平成28年12月7日 公益財団法人　安城市学校給食協会

安城市 2300348 平成28年12月8日 サン・シールド　株式会社

安城市 2300420 平成28年12月19日 株式会社　タカショウ

安城市 2300451 平成28年12月19日 株式会社　オリンズ

安城市 2300457 平成28年12月27日
公益財団法人
安城都市農業振興協会

安城市 2300495 平成28年12月27日 太平商事　株式会社

安城市 2300600 平成29年1月20日 株式会社　オーエムアイ

安城市 2300735 平成29年1月25日 株式会社　テラシマ機械設計事務所

安城市 2300738 平成29年1月25日 有限会社　トールツートール

安城市 2300786 平成29年1月27日 株式会社　安城電機

安城市 2300816 平成29年2月28日 株式会社　ナイスホーム
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

安城市 2300894 平成29年4月19日 安城木材市場　株式会社

安城市 2300994 平成29年4月26日 有限会社　後藤鈑金

安城市 2300995 平成29年4月26日
ワルターエワーグジャパン
株式会社

安城市 2301015 平成29年4月26日

安城市 2301065 平成29年4月27日 株式会社　中日本エクスプレス

安城市 2301203 平成29年5月9日 コスモ建設　株式会社

安城市 2301232 平成29年5月9日 ハウス成田建設　株式会社

安城市 2301256 平成29年5月15日 医療法人　成信会

安城市 2301259 平成29年5月15日 ヤスキ建設　株式会社

安城市 2301286 平成29年5月19日 株式会社　中京自動車

安城市 2301307 平成29年6月2日 株式会社　アチカ機械

安城市 2301309 平成29年6月2日 株式会社　動力

安城市 2301318 平成29年6月8日 株式会社　クサカ

安城市 2301386 平成29年7月18日 有限会社　三成工業

安城市 2301433 平成29年7月24日 有限会社　柴田興業

安城市 2301484 平成29年7月24日 イノアス　株式会社

安城市 2301486 平成29年7月24日 株式会社　タキオン

安城市 2301582 平成29年8月28日
株式会社
クレアフィナンシャルパートナーズ

安城市 2301630 平成29年10月11日 丸中鍛工　株式会社

安城市 2301696 平成30年1月4日 株式会社　カネモト

安城市 2301710 平成30年1月24日 株式会社　北中産業

安城市 2301759 平成30年3月15日 株式会社　明和

安城市 2301852 平成30年4月13日 フジイ化工　株式会社

安城市 2301863 平成30年4月19日 株式会社　ルボワ

安城市 2301911 平成30年4月26日 株式会社　アルシス

安城市 2301919 平成30年4月26日 株式会社　ＮＭＣワークス

安城市 2301938 平成30年4月26日 株式会社　安水建設

安城市 2302007 平成30年5月16日 株式会社　荻原工務店
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

安城市 2302055 平成30年5月22日 株式会社　和田設備

安城市 2302098 平成30年6月5日 碧海電気　株式会社

安城市 2302100 平成30年6月5日 株式会社　桂川製作所

安城市 2302121 平成30年6月7日 栄幸建設　株式会社

安城市 2302122 平成30年6月7日 オノウチ精工　株式会社

安城市 2302139 平成30年6月19日 合同会社　ドリームエクスプレス

安城市 2302151 平成30年6月19日 有限会社　杉浦畳店

安城市 2302186 平成30年6月27日 株式会社　亀山製作所

安城市 2302208 平成30年6月27日 株式会社　碧香園

安城市 2302249 平成30年7月5日 有限会社　イワサキ建設

安城市 2302293 平成30年7月10日 有限会社　プランニング東海

安城市 2302354 平成30年7月30日 有限会社　テシマボディー

安城市 2302373 平成30年8月13日 有限会社　エイ・ゼットサービス

安城市 2302399 平成30年8月29日 株式会社　ＣＲＥＡＴＩＶＥ

安城市 2302430 平成30年9月12日 山加開発　有限会社

安城市 2302431 平成30年9月12日 株式会社　イーケン

安城市 2302513 平成30年10月1日 株式会社　丸山組

安城市 2302538 平成30年10月11日 有限会社　築山畳店

安城市 2302567 平成30年10月17日 有限会社　ＤＲＡＭＡＴＩＣＳ

安城市 2302568 平成30年10月17日 株式会社　近藤工作所

安城市 2302672 平成30年11月15日 有限会社　伊吹保険パートナーズ

安城市 2302821 平成31年1月17日 株式会社　サンワ

安城市 2302828 平成31年1月24日 株式会社　玉井設計

安城市 2302829 平成31年1月24日 玉井建設　株式会社

安城市 2302843 平成31年1月31日 轟鉄工　株式会社

安城市 2302844 平成31年1月31日 ＯＳＳ　株式会社

安城市 2302846 平成31年1月31日 株式会社　アイエーシー

安城市 2302848 平成31年1月31日 株式会社　颯工業
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

安城市 2302863 平成31年1月31日 株式会社　碧介護サービス

安城市 2302882 平成31年2月14日 有限会社　岡本保温

安城市 2302889 平成31年2月21日 公盛工業　株式会社

安城市 2302893 平成31年2月21日 有限会社　東新工業

安城市 2302894 平成31年2月21日 株式会社　ＩΜＰＡＣＴ

安城市 2302907 平成31年2月28日 有限会社　ナカネ鋼機

安城市 2302913 平成31年2月28日 株式会社　石亀工業

安城市 2302941 平成31年3月7日 有限会社　神谷自動車鈑金塗装

安城市 2302955 平成31年3月13日 有限会社　日翔鈑金塗装

安城市 2302956 平成31年3月13日 株式会社　ホンダ安城

安城市 2302957 平成31年3月13日 株式会社　イーズライフ

安城市 2302961 平成31年3月14日 株式会社　ＯＮＺｉｉｉ　Ａｃｔ

安城市 2302962 平成31年3月14日 株式会社　東広

安城市 2302963 平成31年3月14日 株式会社　サンライズ

安城市 2302964 平成31年4月1日 株式会社　コ―ソ―

安城市 2302965 平成31年4月1日

安城市 2302970 平成31年4月1日 有限会社　伊藤鉄工所

安城市 2302973 平成31年4月1日 安城印刷　株式会社

安城市 2302974 平成31年4月1日 株式会社　ワールドシステム

安城市 2302978 平成31年4月1日 石川鉄工株式会社

安城市 2302998 平成31年4月8日 山本造園　株式会社

安城市 2302999 平成31年4月8日 株式会社　愛晃産業

安城市 2303007 平成31年4月16日 有限会社　スズキタイヤセンター

安城市 2303009 平成31年4月16日 株式会社　エーピーシィ

安城市 2303019 平成31年4月22日 株式会社　恵華

安城市 2303024 平成31年4月22日 ダイキ精工株式会社

安城市 2303025 平成31年4月22日 ダイワ精工　株式会社

安城市 2303026 平成31年4月22日 大見工業　株式会社
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市町村名 認定番号 認定日 事業所名

安城市 2303070 平成31年4月25日 株式会社　東海石油

安城市 2303094 令和1年5月16日 税理士法人　森田経営

安城市 2303148 令和1年5月30日 エース内山薬品　株式会社

安城市 2303267 令和1年7月4日 株式会社　ＳＣＲＥＥＮ

安城市 2303312 令和1年7月11日 有限会社　丸正設備商会

安城市 2303378 令和1年7月25日 株式会社　Ｄ，エレックＳ

安城市 2303432 令和1年8月8日 有限会社　三浦工業所

安城市 2303567 令和1年9月19日 株式会社　ＳＡＮＴＯ

安城市 2303591 令和1年9月27日 富士産業　株式会社

安城市 2303659 令和1年10月10日

安城市 2303667 令和1年10月17日 株式会社　ティーエスケー

安城市 2303668 令和1年10月17日
株式会社
ナルセコーポレーション

安城市 2303724 令和1年10月30日 ＣＩＣホールディングス　株式会社

安城市 2303771 令和1年12月12日 株式会社　三幸

安城市 2303776 令和1年12月20日 碧海パック株式会社

安城市 2303798 令和2年1月23日 丸三工業　株式会社

安城市 2303812 令和2年1月23日 ツルミ工業　株式会社

安城市 2303813 令和2年1月23日 中部ビニール工業　株式会社

安城市 2303843 令和2年2月6日 山喜工業　有限会社

安城市 2303854 令和2年2月6日 有限会社　山本鉄工所

安城市 2303861 令和2年2月6日 新英ホールディングス　株式会社

安城市 2303862 令和2年2月6日 新英金属　株式会社

安城市 2303863 令和2年2月6日 有限会社　サンウエムラ

安城市 2303874 令和2年2月14日 有限会社　スピリット

安城市 2303897 令和2年2月14日 杉国工業　株式会社

安城市 2303928 令和2年3月2日 株式会社　ネクスト

安城市 2303929 令和2年3月2日 株式会社　タチ工業

安城市 2303962 令和2年3月13日 株式会社　エムユー
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安城市 2303981 令和2年3月13日 有限会社　鈴木水道

安城市 2303997 令和2年3月13日 株式会社　大林テクノ

安城市 2303998 令和2年3月13日 大広運輸　株式会社

安城市 2303999 令和2年3月13日 株式会社　ササメ・テック

安城市 2304000 令和2年3月13日 有限会社　三州ルーフ

安城市 2304059 令和2年4月9日 新英運輸　株式会社

安城市 2304061 令和2年4月9日 新英エコライフ　株式会社

安城市 2304071 令和2年4月9日 兼子精工　株式会社

安城市 2304076 令和2年4月9日 株式会社　フクテック

安城市 2304094 令和2年4月16日 サフラン　株式会社

安城市 2304096 令和2年4月16日 株式会社　藤田左官

安城市 2304128 令和2年4月23日 株式会社　大嶽安城

安城市 2304188 令和2年7月9日 深津園芸　株式会社

安城市 2304198 令和2年7月16日 株式会社　ケー・シップ

安城市 2304201 令和2年7月16日 株式会社　エンター

安城市 2304250 令和2年8月13日 株式会社　香楽

安城市 2304251 令和2年8月13日 有限会社　Ｋ・テック

安城市 2304308 令和2年9月17日 株式会社　中屋

安城市 2304385 令和2年10月29日 株式会社　里組

安城市 2304387 令和2年10月29日 名豊工業　株式会社

安城市 2304389 令和2年10月29日 キンショー・インク　株式会社

安城市 2304442 令和2年11月19日 株式会社　メルクリウス

安城市 2304450 令和2年11月19日 株式会社　東海エクスプレス

安城市 2304469 令和2年11月26日 株式会社　光製作所

安城市 2304526 令和3年1月28日 有限会社　アマノ工業所

安城市 2304528 令和3年1月28日 有限会社　仔馬

安城市 2304541 令和3年2月12日 森田工業　株式会社

安城市 2304551 令和3年2月18日 株式会社　トーカイ　ナック
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安城市 2304557 令和3年2月25日 三水工業　株式会社

安城市 2304558 令和3年3月4日 有限会社　ダイゼン

安城市 2304572 令和3年3月18日 有限会社　スギエート

安城市 2304587 令和3年4月1日 株式会社　東祥

安城市 2304608 令和3年4月15日 株式会社　藤井建設

安城市 2304611 令和3年4月15日 株式会社　三好電気

安城市 2304670 令和3年5月6日 株式会社　アヤボ

安城市 2304675 令和3年5月6日 高齢者福祉施設　小川の里

安城市 2304706 令和3年5月20日 有限会社　ヤマデン

安城市 2304713 令和3年5月20日 有限会社　朝岡サッシセンター

安城市 2304719 令和3年5月20日 株式会社　Ｒｓ　ＴＲＵＳＴ

安城市 2304786 令和3年6月17日 株式会社　カネヒデ

安城市 2304850 令和3年7月1日 株式会社　Ｇ・Ｓｔａｆｆ

安城市 2304855 令和3年7月8日 株式会社　兵藤モ―タ―ス

安城市 2304954 令和3年7月29日 三浦電気　株式会社

安城市 2304968 令和3年7月29日 西三建設　株式会社

安城市 2304979 令和3年8月5日 株式会社　増田組

安城市 2305315 令和3年9月16日 有限会社　マサル産業

安城市 2305330 令和3年9月16日 有限会社　いこい

安城市 2305331 令和3年9月16日 株式会社　中部日軽

安城市 2305454 令和3年9月24日 有限会社　ドゥイット

安城市 2305455 令和3年9月24日 株式会社　ぼてこアンドぼてじゅう

安城市 2305902 令和3年11月18日 株式会社　石川精工

安城市 2305925 令和3年11月25日 マツミ石鹸工業　株式会社

安城市 2306087 令和3年12月16日 株式会社　安喜

安城市 2306178 令和4年1月20日 社会福祉法人　サポートバディ

安城市 2306209 令和4年1月27日 明知開発　株式会社

安城市 2306213 令和4年1月27日 安城織物　株式会社
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安城市 2306244 令和4年2月3日 株式会社　ポールカーズ

安城市 2306246 令和4年2月3日 有限会社　テクノワークス

安城市 2306248 令和4年2月3日 株式会社　エムシーライン

安城市 2306264 令和4年2月10日 株式会社　アイケイ

安城市 2306284 令和4年2月17日 クロシン建材　株式会社

安城市 2306329 令和4年3月3日 株式会社　シンワサービス

安城市 2306338 令和4年3月10日 有限会社　幸栄

安城市 2306352 令和4年3月10日 有限会社　杉山設備

安城市 2306357 令和4年3月10日 有限会社　岡田設備

安城市 2306377 令和4年3月17日 有限会社　谷山写真館

安城市 2306402 令和4年3月24日 株式会社　合同工業

安城市 2306436 令和4年3月31日 株式会社　ヤマコ

安城市 2306437 令和4年3月31日 石川工業　株式会社

安城市 2306439 令和4年3月31日 株式会社　Ｓｗｉｔｃｈ

安城市 2306465 令和4年3月31日 有限会社　さがみや

安城市 2306485 令和4年4月7日 株式会社　森田精肉店

安城市 2306569 令和4年4月28日

安城市 2306620 令和4年5月12日 シンテック株式会社

安城市 2306715 令和4年5月26日 株式会社　藤井鉄工所

安城市 2306754 令和4年6月2日 株式会社　ゴールドワーク

安城市 2306821 令和4年6月16日 株式会社　アズテック

安城市 2306993 令和4年8月12日 株式会社　馬越工業

安城市 2307093 令和4年9月1日 有限会社　神本樹脂工業所

安城市 2307094 令和4年9月1日 合同会社　ｍｏｎｏ　ｃｒａｆｔ

安城市 2307205 令和4年9月22日 株式会社　ヤマザキ建材

安城市 2307248 令和4年9月29日 有限会社　溝口エンジニア

安城市 2307251 令和4年9月29日 大浜運輸　株式会社

安城市 2307254 令和4年9月29日 株式会社　東端運輸



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

安城市 2307257 令和4年9月29日 株式会社　未来住建

安城市 2307352 令和4年10月6日 有限会社　東林

安城市 2307460 令和4年11月4日 株式会社　恵愛

安城市 2307528 令和4年12月15日 株式会社　Ｏ．Ｇサービス輸送

安城市 2307530 令和4年12月15日 東海インプル建設　株式会社

安城市 2307531 令和4年12月15日 東海インプルＳＥ　株式会社

岡崎市 2300039 平成28年10月1日
医療法人　鉄友会
老人保健施設　さくらの里

岡崎市 2300124 平成28年10月20日 株式会社　毎日商会

岡崎市 2300128 平成28年10月20日 都市企画　株式会社

岡崎市 2300146 平成28年10月20日 昭和化成工業　株式会社

岡崎市 2300173 平成28年11月25日 株式会社　秀榮産業

岡崎市 2300194 平成28年11月30日 葵コンサルタント　株式会社

岡崎市 2300264 平成28年12月5日 株式会社　大久保東海

岡崎市 2300270 平成28年12月5日 株式会社　新東

岡崎市 2300285 平成28年12月6日 株式会社　レッドバロン

岡崎市 2300409 平成28年12月19日 株式会社　岡本工務店

岡崎市 2300412 平成28年12月19日 名古屋第一物流　株式会社

岡崎市 2300513 平成29年1月10日 大正村福祉　株式会社

岡崎市 2300539 平成29年1月10日 有限会社　杉山電機

岡崎市 2300551 平成29年1月10日 社会福祉法人　百陽会

岡崎市 2300579 平成29年1月16日 医療法人　あおぞら在宅クリニック

岡崎市 2300580 平成29年1月16日
社会福祉法人　さくら福祉事業会
特別養護老人ホーム　さくらレジデンス

岡崎市 2300589 平成29年1月20日 株式会社　東洋工務店

岡崎市 2300630 平成29年1月20日 今泉建設　株式会社

岡崎市 2300678 平成29年1月20日 株式会社　オーザン

岡崎市 2300731 平成29年1月25日 株式会社　グランフェアズ

岡崎市 2300765 平成29年1月27日
社会福祉法人
愛知玉葉会　第二藤花荘

岡崎市 2300782 平成29年1月27日 株式会社　ハマダ工商



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2300850 平成29年4月11日 株式会社　若松屋

岡崎市 2300853 平成29年4月11日 有限会社　岡小木型

岡崎市 2300911 平成29年4月20日

岡崎市 2301057 平成29年4月27日 社会福祉法人　明翠会

岡崎市 2301073 平成29年4月27日 株式会社　葵商店

岡崎市 2301241 平成29年5月9日 公益財団法人　愛知教育文化振興会

岡崎市 2301251 平成29年5月9日 株式会社　岡田印刷

岡崎市 2301261 平成29年5月15日 みやこ医療　株式会社

岡崎市 2301266 平成29年5月15日 有限会社　ダスキン西尾

岡崎市 2301269 平成29年5月15日 株式会社　ヤマシンテクノ

岡崎市 2301282 平成29年5月15日 浅井土木建設　株式会社

岡崎市 2301299 平成29年6月2日 村建興業　株式会社

岡崎市 2301350 平成29年7月7日 株式会社　しんこう

岡崎市 2301377 平成29年7月18日 株式会社　一心堂印房

岡崎市 2301391 平成29年7月18日 有限会社　東海ビルクリーナー

岡崎市 2301393 平成29年7月18日 有限会社　矢田石材店

岡崎市 2301409 平成29年7月18日 有限会社　タカス水道設備

岡崎市 2301414 平成29年7月18日 谷脇工業　株式会社

岡崎市 2301422 平成29年7月18日 株式会社　アットメディア

岡崎市 2301424 平成29年7月18日 株式会社　松屋コーヒー店

岡崎市 2301426 平成29年7月18日 株式会社　シンコー技研

岡崎市 2301534 平成29年8月7日 有限会社　三城設計

岡崎市 2301645 平成29年11月6日
株式会社
パシィフィックコーポレーション

岡崎市 2301651 平成29年11月14日 株式会社　加藤組

岡崎市 2301662 平成29年11月30日 丸ヨ建設工業　株式会社

岡崎市 2301668 平成29年11月30日 株式会社　トーア

岡崎市 2301676 平成29年12月6日 株式会社　ヨシノ印刷

岡崎市 2301699 平成30年1月4日 ジョイコンフォート　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2301731 平成30年2月9日 真和建装　株式会社

岡崎市 2301737 平成30年2月9日 株式会社　大等興業

岡崎市 2301777 平成30年4月1日 株式会社　カルチュラルアセスメント

岡崎市 2301995 平成30年5月16日 カーサービス南部電装　有限会社

岡崎市 2302073 平成30年5月31日 株式会社　斉藤材木

岡崎市 2302101 平成30年6月5日 社会福祉法人　岡崎市福祉事業団

岡崎市 2302126 平成30年6月14日 有限会社　Ｔアシスト

岡崎市 2302128 平成30年6月14日 リペアガレージ　株式会社

岡崎市 2302169 平成30年6月27日 岡崎ヤナセプランニング　株式会社

岡崎市 2302181 平成30年6月27日 ベルエアーシステムズ　株式会社

岡崎市 2302200 平成30年6月27日 株式会社　昭和ハウジング

岡崎市 2302202 平成30年6月27日 株式会社　エレクトロニックライフ

岡崎市 2302203 平成30年6月27日 株式会社　杉浦建築事務所

岡崎市 2302213 平成30年6月27日
医療法人　鉄友会
介護老人保健施設　さくら大樹

岡崎市 2302217 平成30年6月27日 株式会社　レインボー

岡崎市 2302219 平成30年6月27日 株式会社　永田屋

岡崎市 2302222 平成30年6月27日 社会福祉法人　おかざき福祉会

岡崎市 2302284 平成30年7月9日 グリーン建設　株式会社

岡崎市 2302287 平成30年7月9日 ヤマナ運輸　株式会社

岡崎市 2302344 平成30年7月30日 三給　株式会社

岡崎市 2302359 平成30年8月2日 よつば労務管理事務所

岡崎市 2302365 平成30年8月2日 松尾産業運輸　株式会社

岡崎市 2302374 平成30年8月13日 有限会社　コンサルティングジャパン

岡崎市 2302381 平成30年8月22日 株式会社　不動産ＳＨＯＰナカジツ

岡崎市 2302388 平成30年8月29日 株式会社　時麺

岡崎市 2302406 平成30年9月6日 服部工業　株式会社

岡崎市 2302407 平成30年9月6日 株式会社　アーテック

岡崎市 2302408 平成30年9月6日 株式会社　ヤマサ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2302409 平成30年9月6日 株式会社　ＪＳＳ

岡崎市 2302410 平成30年9月6日 株式会社　エフエム岡崎

岡崎市 2302411 平成30年9月6日 学校法人　服部学園

岡崎市 2302412 平成30年9月6日 公益財団法人　服部公益財団

岡崎市 2302413 平成30年9月6日
学校法人　服部学園
ＹＡＭＡＳＡ言語文化学院

岡崎市 2302415 平成30年9月6日 有限会社　ＥＧＡＯ　ＧＲＯＵＰ

岡崎市 2302437 平成30年9月13日 今井真人税理士事務所

岡崎市 2302445 平成30年9月13日 税理士法人　アイビス

岡崎市 2302446 平成30年9月13日 エヌエッチケービルダー　株式会社

岡崎市 2302495 平成30年9月26日 株式会社　末広鉄工所

岡崎市 2302502 平成30年9月27日 椙山紡織　株式会社

岡崎市 2302536 平成30年10月11日 プライムデータ

岡崎市 2302554 平成30年10月11日
タッパーウェアブランズ・ジャパン
株式会社

岡崎市 2302558 平成30年10月11日 中島急送　株式会社

岡崎市 2302600 平成30年10月24日 有限会社　小川技研

岡崎市 2302612 平成30年10月30日 株式会社　フタバ総合サービス

岡崎市 2302640 平成30年11月8日 有限会社　マツシマ商会

岡崎市 2302674 平成30年11月15日 岡崎商工会議所

岡崎市 2302812 平成31年1月10日 株式会社　ふくだ

岡崎市 2302813 平成31年1月10日 株式会社　佐々木美建

岡崎市 2302815 平成31年1月17日 大法輸送　株式会社

岡崎市 2302816 平成31年1月17日 株式会社　富士観光

岡崎市 2302824 平成31年1月17日 株式会社　北善産業

岡崎市 2302834 平成31年1月31日 株式会社　イッシン

岡崎市 2302835 平成31年1月31日 第一電力建設　株式会社

岡崎市 2302836 平成31年1月31日 アクティブ　株式会社

岡崎市 2302838 平成31年1月31日 カネタコーポレーション　株式会社

岡崎市 2302839 平成31年1月31日 株式会社　加藤鉄工



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2302873 平成31年2月7日 株式会社　ケイシステックニジューサン

岡崎市 2302883 平成31年2月14日 株式会社　シミズ

岡崎市 2302890 平成31年2月21日 岡成　株式会社

岡崎市 2302892 平成31年2月21日 有限会社　ヤマガネ商事

岡崎市 2302899 平成31年2月28日 株式会社　東海愛知新聞社

岡崎市 2302903 平成31年2月28日 有限会社　いそがい電機工業所

岡崎市 2302904 平成31年2月28日 株式会社　マルコおおむら

岡崎市 2302937 平成31年3月7日 愛知ベース工業　株式会社

岡崎市 2302942 平成31年3月7日 株式会社　システックス

岡崎市 2302975 平成31年4月1日 柴田鋳造　株式会社

岡崎市 2302984 平成31年4月1日 株式会社　ＡＴＡ

岡崎市 2303023 平成31年4月22日 株式会社　ヤマカワ

岡崎市 2303031 平成31年4月25日 有限会社　入江金型工業所

岡崎市 2303035 平成31年4月25日 大洋荷役　株式会社

岡崎市 2303036 平成31年4月25日 中日コンサルタント　株式会社

岡崎市 2303040 平成31年4月25日 岡崎鋼材工具　株式会社

岡崎市 2303191 令和1年6月13日 株式会社　アイギス

岡崎市 2303347 令和1年7月18日 酒部建設　株式会社

岡崎市 2303396 令和1年7月31日

岡崎市 2303435 令和1年8月8日 有限会社　介護の街

岡崎市 2303445 令和1年8月8日 協発工業　株式会社

岡崎市 2303448 令和1年8月8日 株式会社　オーワ

岡崎市 2303466 令和1年8月15日 有限会社　青山福祉サービス

岡崎市 2303519 令和1年9月5日 有限会社　鈴木運送

岡崎市 2303639 令和1年10月10日 株式会社　ジョブセレクト

岡崎市 2303641 令和1年10月10日 株式会社　ホンダカーズ三河

岡崎市 2303662 令和1年10月10日 株式会社　ディヴェロップ

岡崎市 2303686 令和1年10月17日 株式会社　岡三物流



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2303688 令和1年10月24日 株式会社　フジケン

岡崎市 2303697 令和1年10月24日 株式会社　ファースト

岡崎市 2303704 令和1年10月24日 株式会社　プロジェクトファイブ

岡崎市 2303721 令和1年10月30日 株式会社　ウエイアウト

岡崎市 2303722 令和1年10月30日
株式会社
ＦＩＶＥ．Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

岡崎市 2303747 令和1年11月15日 インステイト　合同会社

岡崎市 2303809 令和2年1月23日 株式会社　ヌカタ製作所

岡崎市 2303817 令和2年1月30日 株式会社　シバタ

岡崎市 2303837 令和2年1月30日 横井建設工業　株式会社

岡崎市 2303989 令和2年3月13日 有限会社　トーア木工

岡崎市 2304019 令和2年3月27日 オルック　株式会社

岡崎市 2304095 令和2年4月16日 株式会社　岡崎工業

岡崎市 2304101 令和2年4月23日 株式会社　システックスプラス

岡崎市 2304135 令和2年4月23日 株式会社　ウィン

岡崎市 2304155 令和2年5月28日 株式会社　庭善造園

岡崎市 2304158 令和2年5月28日 つばさ交通　株式会社

岡崎市 2304163 令和2年6月4日 株式会社　野村石材商甫

岡崎市 2304190 令和2年7月9日 七福化成　株式会社

岡崎市 2304244 令和2年8月6日 酒井建設　株式会社

岡崎市 2304247 令和2年8月13日 有限会社　アドバン

岡崎市 2304252 令和2年8月13日 太田油脂　株式会社

岡崎市 2304290 令和2年9月10日 一般社団法人　岡崎市医師会

岡崎市 2304299 令和2年9月10日 松尾建設　株式会社

岡崎市 2304320 令和2年9月24日 有限会社　富士自動車

岡崎市 2304325 令和2年10月2日 株式会社　田口建設

岡崎市 2304372 令和2年10月22日 株式会社　Ｅｄｇｅ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ

岡崎市 2304395 令和2年10月29日 株式会社　大建

岡崎市 2304408 令和2年11月5日 有限会社　小林保険



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2304424 令和2年11月12日 株式会社　フジケングループホールディングス

岡崎市 2304441 令和2年11月19日

岡崎市 2304476 令和2年11月26日 株式会社　中京電気

岡崎市 2304512 令和3年1月14日

岡崎市 2304514 令和3年1月14日 株式会社　ナンブ

岡崎市 2304517 令和3年1月21日 ＫｉＴ　株式会社

岡崎市 2304523 令和3年1月21日 株式会社　Ｌｉｆｅ　Ａｒｃ　Ｓｙｓｔｅｍ

岡崎市 2304527 令和3年1月28日 株式会社　ΒＳテック

岡崎市 2304554 令和3年2月18日 株式会社　いちかわ

岡崎市 2304562 令和3年3月11日 御幸建設　株式会社

岡崎市 2304563 令和3年3月11日 株式会社　ミユキ商事

岡崎市 2304564 令和3年3月11日 株式会社　ミユキサブリース

岡崎市 2304593 令和3年4月8日 株式会社　イナック

岡崎市 2304601 令和3年4月8日 株式会社　アラウズ

岡崎市 2304622 令和3年4月22日 大日印刷　株式会社

岡崎市 2304653 令和3年5月6日 株式会社　ＭＣＯＲ

岡崎市 2304682 令和3年5月13日 株式会社　フジケンハウジング

岡崎市 2304683 令和3年5月13日 株式会社　フジケンファミリア

岡崎市 2304696 令和3年5月13日 岡崎製材　株式会社

岡崎市 2304726 令和3年5月27日 株式会社　スプリングラボ

岡崎市 2304738 令和3年5月27日 株式会社　たけうち

岡崎市 2304746 令和3年6月3日 株式会社　プロテクタ

岡崎市 2304757 令和3年6月10日 株式会社　岡建

岡崎市 2304817 令和3年6月24日 株式会社　パナドーム

岡崎市 2304825 令和3年6月24日 有限会社　山田管工

岡崎市 2304835 令和3年7月1日 エムエスケー　株式会社

岡崎市 2304852 令和3年7月8日 有限会社　北野テック

岡崎市 2304853 令和3年7月8日 白濱建設　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2304897 令和3年7月15日 シティーホーム　株式会社

岡崎市 2304902 令和3年7月15日 株式会社　佐野水道設備工業所

岡崎市 2304903 令和3年7月15日
あはうす

岡崎市 2304904 令和3年7月15日 岡崎技研　株式会社

岡崎市 2304910 令和3年7月15日 株式会社　新栄金型製作所

岡崎市 2304916 令和3年7月15日 株式会社　セイワブリッド

岡崎市 2304918 令和3年7月15日 株式会社　アモス

岡崎市 2304931 令和3年7月21日 株式会社　ハスピージャパン

岡崎市 2304937 令和3年7月21日 三田村重機　株式会社

岡崎市 2304952 令和3年7月21日 株式会社　中央建物管理サービス

岡崎市 2304956 令和3年7月29日 株式会社　ユニバーサル

岡崎市 2304959 令和3年7月29日 有限会社　野沢生花店

岡崎市 2304980 令和3年8月5日 東海ハマテック　株式会社

岡崎市 2305004 令和3年8月12日 株式会社　イクス

岡崎市 2305068 令和3年8月19日 ディーエヌシー物流　株式会社

岡崎市 2305119 令和3年9月2日 暁電気工業　株式会社

岡崎市 2305128 令和3年9月2日 株式会社　オアシス

岡崎市 2305133 令和3年9月9日 メイユー　株式会社

岡崎市 2305200 令和3年9月16日 株式会社　リードル

岡崎市 2305201 令和3年9月16日 株式会社　Ｑｕｉｅｔ

岡崎市 2305206 令和3年9月16日

岡崎市 2305339 令和3年9月16日 株式会社　太田商店

岡崎市 2305340 令和3年9月16日 株式会社　ヤスフクセラミックス

岡崎市 2305341 令和3年9月16日 株式会社　Ａｃｔｉｖｅ

岡崎市 2305342 令和3年9月16日 オルカリペア　株式会社

岡崎市 2305343 令和3年9月16日 株式会社　山口土木

岡崎市 2305344 令和3年9月16日 株式会社　山田農園

岡崎市 2305358 令和3年9月16日 有限会社　国義電工



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2305397 令和3年9月24日 株式会社　浅井製作所

岡崎市 2305502 令和3年9月30日 株式会社　愛知屋仏壇本舗

岡崎市 2305554 令和3年10月7日 株式会社　豊

岡崎市 2305555 令和3年10月7日 タツキ興業　株式会社

岡崎市 2305569 令和3年10月7日 東海光学　株式会社

岡崎市 2305580 令和3年10月14日 株式会社　トラスト

岡崎市 2305598 令和3年10月14日 株式会社　本多設備

岡崎市 2305759 令和3年10月28日 株式会社　住建原田組

岡崎市 2305761 令和3年10月28日 あいち印刷　株式会社

岡崎市 2305762 令和3年10月28日 株式会社　花徳

岡崎市 2305766 令和3年10月28日 株式会社　中部エムネット

岡崎市 2305767 令和3年10月28日 来成建設　株式会社

岡崎市 2305769 令和3年10月28日 株式会社　Ｓ―ＴＥＣ

岡崎市 2305774 令和3年10月28日 株式会社　日本道路システム

岡崎市 2305797 令和3年10月29日 株式会社　岡崎土質試験所

岡崎市 2305800 令和3年10月29日 株式会社　オーレンジ

岡崎市 2305812 令和3年10月29日 株式会社　イワモト総合設備

岡崎市 2305815 令和3年10月29日 三恵プラスチックス　株式会社

岡崎市 2305833 令和3年11月11日 株式会社　板倉工務店

岡崎市 2305842 令和3年11月11日 株式会社　テイ・アイ・エス

岡崎市 2305852 令和3年11月11日 葵造園　株式会社

岡崎市 2305883 令和3年11月18日 株式会社　奥井ハウス

岡崎市 2305884 令和3年11月18日 有限会社　栄芳設備工業

岡崎市 2305896 令和3年11月18日 株式会社　フカツ自動車

岡崎市 2305909 令和3年11月18日 株式会社　プロストリンク

岡崎市 2305910 令和3年11月18日 有限会社　正音堂矢作店

岡崎市 2305984 令和3年12月2日 株式会社　オカザキテクノグラス

岡崎市 2306044 令和3年12月9日 ニッポー工業　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2306069 令和3年12月9日 有限会社　エヌケーコーポレーション

岡崎市 2306091 令和3年12月16日 株式会社　ヴィルトゥオーゾ

岡崎市 2306096 令和3年12月16日 オノダ工業　有限会社

岡崎市 2306097 令和3年12月16日 株式会社　サンＡＨ

岡崎市 2306098 令和3年12月16日 株式会社　戸松電気工業所

岡崎市 2306134 令和4年1月6日 有限会社　浅野工業

岡崎市 2306147 令和4年1月6日 エスジー　有限会社

岡崎市 2306162 令和4年1月13日 岩附造園　株式会社

岡崎市 2306203 令和4年1月27日 有限会社　シバハラ精工

岡崎市 2306225 令和4年2月3日 信幸工業　株式会社

岡崎市 2306250 令和4年2月10日 小原建設　株式会社

岡崎市 2306262 令和4年2月10日 株式会社　丹羽鉄工所

岡崎市 2306283 令和4年2月17日 株式会社　岡崎衛生社

岡崎市 2306291 令和4年2月24日 株式会社　テクノ二十一グループ

岡崎市 2306435 令和4年3月31日 株式会社　ジョイフット

岡崎市 2306483 令和4年3月31日 株式会社　ボンドワイエム

岡崎市 2306484 令和4年3月31日 一般社団法人　バンデ

岡崎市 2306525 令和4年4月14日 東和商事　株式会社

岡崎市 2306539 令和4年4月21日 株式会社　中町

岡崎市 2306594 令和4年5月12日 株式会社　葵ツール

岡崎市 2306595 令和4年5月12日 有限会社　プラセス

岡崎市 2306596 令和4年5月12日 株式会社　近藤鈑金工業所

岡崎市 2306597 令和4年5月12日 株式会社　イフ

岡崎市 2306598 令和4年5月12日 税理士法人　エスペランサ

岡崎市 2306599 令和4年5月12日 有限会社　ヤシマ

岡崎市 2306600 令和4年5月12日 スイートエリズ　株式会社

岡崎市 2306631 令和4年5月19日 株式会社　ａ―Ｎｅｔ

岡崎市 2306638 令和4年5月19日 三河舗装建設　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2306755 令和4年6月2日 株式会社　アイセイ電設

岡崎市 2306756 令和4年6月2日 ディプラス　株式会社

岡崎市 2306763 令和4年6月2日 有限会社　山中組

岡崎市 2306781 令和4年6月9日 ＳＡＢＡ　ＬＬＣ　合同会社

岡崎市 2306783 令和4年6月9日 ディープラス　株式会社

岡崎市 2306802 令和4年6月16日 株式会社　原マシナリー

岡崎市 2306807 令和4年6月16日 株式会社　中日図書

岡崎市 2306818 令和4年6月16日 杉林建設　株式会社

岡崎市 2306866 令和4年6月30日 有限会社　原田電工社

岡崎市 2306897 令和4年7月7日 有限会社　タツミヤ

岡崎市 2306924 令和4年7月14日 株式会社　サンクレール

岡崎市 2306941 令和4年7月28日 社会保険労務士事務所　リンク・サポート

岡崎市 2306990 令和4年8月4日 株式会社　ジオミック

岡崎市 2306992 令和4年8月4日 株式会社　ハウスプランニング

岡崎市 2307005 令和4年8月12日 飛鳥廣藝　株式会社

岡崎市 2307007 令和4年8月12日 真央ＳＴＹＬＥ　株式会社

岡崎市 2307083 令和4年9月1日 株式会社　噺

岡崎市 2307231 令和4年9月22日 株式会社　スピーディカンパニー

岡崎市 2307253 令和4年9月29日 ユニコム建材　株式会社

岡崎市 2307258 令和4年9月29日 西井繊維工業　株式会社

岡崎市 2307259 令和4年9月29日 有限会社　池野商店

岡崎市 2307261 令和4年9月29日 有限会社　かも川

岡崎市 2307265 令和4年9月29日 柴圭工業　株式会社

岡崎市 2307269 令和4年9月29日 鈴木管材　株式会社

岡崎市 2307272 令和4年9月29日 有限会社　東海緑化園

岡崎市 2307291 令和4年9月29日 株式会社　永野金型

岡崎市 2307294 令和4年9月29日 ファニチャーストーン　株式会社

岡崎市 2307327 令和4年10月6日 株式会社　三河イエローハット



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

岡崎市 2307365 令和4年10月6日 株式会社　永昌開発コンサルタント

岡崎市 2307366 令和4年10月6日 株式会社　鳥居工業

岡崎市 2307392 令和4年10月13日 株式会社　太手平自動車

岡崎市 2307393 令和4年10月13日 株式会社　ドミー

岡崎市 2307408 令和4年10月20日 有限会社　リリーハート

岡崎市 2307430 令和4年10月27日 伸興荷材　株式会社

岡崎市 2307443 令和4年10月27日 スキガラ　株式会社

岡崎市 2307469 令和4年11月10日 株式会社　中山工業

岡崎市 2307505 令和4年12月1日 有限会社　山岡鉄工所

額田郡幸田町 2300697 平成29年1月20日
社会福祉法人　和敬会
特別養護老人ホーム　まどかの郷

額田郡幸田町 2302477 平成30年9月26日 東洋ロジテム　株式会社

額田郡幸田町 2302479 平成30年9月26日 愛知自動車　株式会社

額田郡幸田町 2303313 令和1年7月11日 株式会社　冨田モータース

額田郡幸田町 2304132 令和2年4月23日 丸七住宅　株式会社

額田郡幸田町 2304787 令和3年6月17日 株式会社　鈴木化学工業所

額田郡幸田町 2305131 令和3年9月2日 株式会社　タナカ

額田郡幸田町 2305758 令和3年10月28日 岡崎精機　株式会社

額田郡幸田町 2306852 令和4年6月23日 株式会社　タケヒロ産業

額田郡幸田町 2306878 令和4年6月30日 株式会社　石原組

額田郡幸田町 2307445 令和4年10月27日 アデル　株式会社

刈谷市 2300298 平成28年12月6日 有限会社　興伸製作所

刈谷市 2300486 平成28年12月27日 株式会社　祥起

刈谷市 2300737 平成29年1月25日 有限会社　グローバルネットワーク

刈谷市 2300784 平成29年1月27日 フォーミックス株式会社

刈谷市 2300924 平成29年4月21日 ワールド運輸　株式会社

刈谷市 2300953 平成29年4月26日 株式会社　ＧＡＦＳ

刈谷市 2301010 平成29年4月26日
株式会社
日本スチールチェイン製作所

刈谷市 2301538 平成29年8月7日 中央プランテック　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

刈谷市 2301652 平成29年11月14日 株式会社　しらかばハウジング

刈谷市 2301726 平成30年2月9日 株式会社　中央工研

刈谷市 2301741 平成30年2月15日 アユム　株式会社

刈谷市 2301932 平成30年4月26日 有限会社　パンミー

刈谷市 2301987 平成30年5月15日 株式会社　梶川土木コンサルタント

刈谷市 2302234 平成30年7月5日 株式会社　ツルタ製作所

刈谷市 2302299 平成30年7月17日 社会福祉法人　刈谷市社会福祉協議会

刈谷市 2302349 平成30年7月30日 三基工業　株式会社

刈谷市 2302382 平成30年8月22日 フジキュー整備　株式会社

刈谷市 2302542 平成30年10月11日 マストアークス　株式会社

刈谷市 2302634 平成30年11月8日 刈谷市役所

刈谷市 2302641 平成30年11月8日 ナカバヤシ自動車工業　株式会社

刈谷市 2302724 平成30年12月5日 株式会社　近藤組

刈谷市 2302726 平成30年12月5日 株式会社　神和工業所

刈谷市 2302826 平成31年1月17日 株式会社　兼松

刈谷市 2302947 平成31年3月13日 三京アムコ　株式会社

刈谷市 2302980 平成31年4月1日 株式会社　野村自動車

刈谷市 2303069 平成31年4月25日 株式会社　刈谷ケアサービスさくら

刈谷市 2303080 令和1年5月8日 シマツ　株式会社

刈谷市 2303109 令和1年5月16日 株式会社　スギテクノ

刈谷市 2303218 令和1年6月20日 株式会社　タイガーサッシュ製作所

刈谷市 2303230 令和1年6月27日 株式会社　東海イエローハット

刈谷市 2303345 令和1年7月18日 刈谷交通　株式会社

刈谷市 2303351 令和1年7月18日 エアー工房　有限会社

刈谷市 2303488 令和1年8月29日 株式会社　テクノアルファ

刈谷市 2303613 令和1年10月3日 サンエイ　株式会社

刈谷市 2303649 令和1年10月10日
社会福祉法人　清凉会
依佐美清凉保育園

刈谷市 2303691 令和1年10月24日 株式会社　ちあい



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

刈谷市 2303772 令和1年12月12日 株式会社　アドバンシステム

刈谷市 2303782 令和1年12月20日 有限会社　サト　エレックス

刈谷市 2303816 令和2年1月30日 株式会社　平岡自動車

刈谷市 2303979 令和2年3月13日 松栄プラントサービス　株式会社

刈谷市 2303980 令和2年3月13日 三共電気　株式会社

刈谷市 2304003 令和2年3月19日 角文　株式会社

刈谷市 2304013 令和2年3月27日 関興業　株式会社

刈谷市 2304020 令和2年3月27日 ナヤサポ　株式会社

刈谷市 2304025 令和2年4月9日 有限会社　平山鉄工所

刈谷市 2304030 令和2年4月9日 吉原建設　株式会社

刈谷市 2304091 令和2年4月16日 有限会社　丹羽鉄工所

刈谷市 2304203 令和2年7月27日 佐々木建設　株式会社

刈谷市 2304259 令和2年8月13日 株式会社　木村木型

刈谷市 2304378 令和2年10月22日 株式会社　山田製作所

刈谷市 2304444 令和2年11月19日 東海岡谷機材　株式会社

刈谷市 2304466 令和2年11月26日 三和油化工業　株式会社

刈谷市 2304471 令和2年11月26日 株式会社　アウテック松坂

刈谷市 2304496 令和2年12月10日 栄熱処理工業　株式会社

刈谷市 2304553 令和3年2月18日 有限会社　共栄フ―ズ

刈谷市 2304568 令和3年3月18日 株式会社　三映商会

刈谷市 2304715 令和3年5月20日 株式会社　メイネツ

刈谷市 2304747 令和3年6月3日 株式会社　丸末組

刈谷市 2304782 令和3年6月17日 刈谷商工会議所

刈谷市 2304823 令和3年6月24日 メーナントーヨー住器　株式会社

刈谷市 2304859 令和3年7月8日 株式会社　サンリツ

刈谷市 2305129 令和3年9月2日 社会福祉法人　ひかりの家

刈谷市 2305205 令和3年9月16日 ユニオン通商　株式会社

刈谷市 2305229 令和3年9月16日 有限会社　エフォート



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

刈谷市 2305308 令和3年9月16日 株式会社　友楽不動産

刈谷市 2305412 令和3年9月24日 Ｎｅｘｔ　Ａｄｖａｎｃｅ　株式会社

刈谷市 2305413 令和3年9月24日 Ｎｅｘｔ　Ｓｔａｇｅ　株式会社

刈谷市 2305578 令和3年10月14日 有限会社　フカヤ水道工業

刈谷市 2305597 令和3年10月14日 平成工業　株式会社

刈谷市 2305641 令和3年10月14日 友澤木工　株式会社

刈谷市 2305793 令和3年10月29日 株式会社　ＭＯＮＤＩＡ

刈谷市 2305794 令和3年10月29日 株式会社　浅川信州造園土木

刈谷市 2305935 令和3年11月25日 株式会社　杏村商店

刈谷市 2306389 令和4年3月17日 株式会社　シ―メック

刈谷市 2306494 令和4年4月7日 株式会社　ムナッティー

刈谷市 2306510 令和4年4月7日 株式会社　昭栄鉄工所

刈谷市 2306558 令和4年4月21日 株式会社　イズ・ファーム

刈谷市 2306613 令和4年5月12日 有限会社　たたみ総合サービス

刈谷市 2306772 令和4年6月2日 ユーネクスト　株式会社

刈谷市 2306828 令和4年6月23日

刈谷市 2306853 令和4年6月23日 株式会社　クロイツ

刈谷市 2306883 令和4年6月30日 かりや愛知中央生活協同組合

刈谷市 2306904 令和4年7月7日 株式会社　テラダパーツ

刈谷市 2307036 令和4年8月18日
中日新聞刈谷北部専売所　有限会社　藤田新聞
店

刈谷市 2307215 令和4年9月22日 株式会社　長坂

刈谷市 2307244 令和4年9月29日 城東電機　株式会社

刈谷市 2307247 令和4年9月29日 株式会社　ミウラトレーディング

刈谷市 2307316 令和4年9月29日 豊和電機工業　株式会社

刈谷市 2307323 令和4年9月29日 近藤スプリング　株式会社

刈谷市 2307335 令和4年10月6日 太陽化学　株式会社

刈谷市 2307346 令和4年10月6日 株式会社　黒岩工業

刈谷市 2307347 令和4年10月6日 有限会社　河井塗装工業



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

刈谷市 2307357 令和4年10月6日 御鈴産業　株式会社

刈谷市 2307438 令和4年10月27日 株式会社　太成工業

刈谷市 2307448 令和4年11月4日 中央空調　株式会社

刈谷市 2307494 令和4年11月24日 株式会社　ドライバーサービス

高浜市 2300057 平成28年10月1日 エヌティーツール　株式会社

高浜市 2300406 平成28年12月19日 株式会社　エル・ジーシー

高浜市 2300898 平成29年4月20日 株式会社　岡田建工

高浜市 2300915 平成29年4月20日 未来創建　株式会社

高浜市 2301003 平成29年4月26日 社会福祉法人　同善福祉会

高浜市 2301381 平成29年7月18日 株式会社　グッドロード

高浜市 2301781 平成30年4月1日
社会福祉法人　昭徳会
授産所高浜安立

高浜市 2302355 平成30年7月30日 株式会社　西友工業

高浜市 2302389 平成30年8月29日 株式会社　スギヤス

高浜市 2302390 平成30年8月29日 株式会社　スギヤスエンタープライズ

高浜市 2302728 平成30年12月5日 株式会社　Ａ．モンライン

高浜市 2303174 令和1年6月6日 キクチコールドヘッター　株式会社

高浜市 2303592 令和1年9月27日 ダブルイー　株式会社

高浜市 2304084 令和2年4月9日 有限会社　柴田設計

高浜市 2304702 令和3年5月20日 株式会社　屋根技術研究所

高浜市 2304972 令和3年7月29日 エヌティ―テクノ　株式会社

高浜市 2305869 令和3年11月18日 株式会社　昭栄

高浜市 2305897 令和3年11月18日 有限会社　杉浦発条

高浜市 2305898 令和3年11月18日 カネアツ　株式会社

高浜市 2306173 令和4年1月20日 サカイ建材　株式会社

高浜市 2306394 令和4年3月17日 山市車輌　株式会社

高浜市 2306619 令和4年5月12日 有限会社　岩月鬼瓦

高浜市 2306654 令和4年5月19日 マセセイトー　株式会社

高浜市 2307463 令和4年11月4日 有限会社　石保



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

西尾市 2300156 平成28年11月10日 株式会社　加納鉄工所

西尾市 2300239 平成28年12月5日 株式会社　ニイノミカーゴサービス

西尾市 2300243 平成28年12月5日 アイシート工業　株式会社

西尾市 2300488 平成28年12月27日 有限会社　三和パン

西尾市 2300602 平成29年1月20日 丸洋建設　株式会社

西尾市 2300619 平成29年1月20日 兼子合金　株式会社

西尾市 2300698 平成29年1月20日 社会福祉法人　誠正会

西尾市 2300705 平成29年1月20日 株式会社　Ｍ．Ｙ．

西尾市 2300768 平成29年1月27日
フロンティア西尾

西尾市 2300774 平成29年1月27日
社会福祉法人
西尾こどもの家　くさの実保育園

西尾市 2301052 平成29年4月27日 東海エイド　株式会社

西尾市 2301077 平成29年4月27日 株式会社　おはな健康福祉会

西尾市 2301123 平成29年5月1日 エネロップ　株式会社

西尾市 2301129 平成29年5月1日 株式会社　エムアイシーグループ

西尾市 2301151 平成29年5月1日 株式会社　太陽塗装

西尾市 2301198 平成29年5月9日 石川ポンプ工業　株式会社

西尾市 2301219 平成29年5月9日 株式会社　共栄

西尾市 2301228 平成29年5月9日 株式会社　共栄組

西尾市 2301242 平成29年5月9日 株式会社　クロト

西尾市 2301244 平成29年5月9日 株式会社　鈴木電気商会

西尾市 2301352 平成29年7月7日 株式会社　メカメイト

西尾市 2301403 平成29年7月18日 有限会社　カミヤエレクトロニック

西尾市 2301416 平成29年7月18日 株式会社　キムラ

西尾市 2301581 平成29年8月28日 長坂建設興業　株式会社

西尾市 2301644 平成29年11月6日 株式会社　ゆい・リビング

西尾市 2301671 平成29年11月30日 株式会社　岩瀬組

西尾市 2301972 平成30年5月2日 株式会社　小山建設

西尾市 2302342 平成30年7月30日 工場電気サポート　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

西尾市 2302352 平成30年7月30日 株式会社　大弘重機

西尾市 2302353 平成30年7月30日 株式会社　大弘重機運輸

西尾市 2302369 平成30年8月13日 株式会社　テクノアシスト糟谷設計

西尾市 2302419 平成30年9月11日 株式会社　やまひろ運輸

西尾市 2302453 平成30年9月26日 医療法人　深見十全会

西尾市 2302465 平成30年9月26日 河合商運　有限会社

西尾市 2302476 平成30年9月26日 株式会社　ＩＤＫコンサルティング

西尾市 2302491 平成30年9月26日 エーシーテクト　株式会社

西尾市 2302624 平成30年11月8日 鳥居化成工業　株式会社

西尾市 2302681 平成30年11月21日 株式会社　マルヨシ

西尾市 2302691 平成30年11月21日 有限会社　山本金型製作所

西尾市 2302729 平成30年12月17日 黒柳建設　株式会社

西尾市 2302746 平成30年12月17日 有限会社　川角製作所

西尾市 2302817 平成31年1月17日 ミカワ精密　株式会社

西尾市 2302837 平成31年1月31日 新和工業　株式会社

西尾市 2302840 平成31年1月31日 株式会社　ばんのベーシック

西尾市 2302865 平成31年2月7日 有限会社　鈴木造船所

西尾市 2302871 平成31年2月7日 有限会社　光和サ―ビス

西尾市 2302952 平成31年3月13日 昭和金型工業　株式会社

西尾市 2302953 平成31年3月13日 株式会社　鈴木化工

西尾市 2302976 平成31年4月1日 西尾商工会議所

西尾市 2302981 平成31年4月1日 有限会社　川上商店

西尾市 2303003 平成31年4月8日 有限会社　中畑自動車

西尾市 2303006 平成31年4月16日 株式会社　バリュサポート

西尾市 2303184 令和1年6月13日 株式会社　イシハラスタイル

西尾市 2303570 令和1年9月19日
株式会社　ワンダーサービス
ナーシングホームオレンジ中町

西尾市 2303626 令和1年10月3日 株式会社　エヌジェイエス

西尾市 2303683 令和1年10月17日 エスケイライン　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

西尾市 2303766 令和1年12月6日 株式会社　牧商店

西尾市 2303842 令和2年2月6日 山旺建設　株式会社

西尾市 2304168 令和2年6月18日

西尾市 2304183 令和2年7月2日 三周全工業　株式会社

西尾市 2304228 令和2年7月30日 丸駒産業　株式会社

西尾市 2304231 令和2年7月30日 河合物産　株式会社

西尾市 2304281 令和2年9月3日

西尾市 2304282 令和2年9月3日 株式会社　あかりい菜

西尾市 2304288 令和2年9月3日 まるひ建設　株式会社

西尾市 2304318 令和2年9月24日 株式会社　弥富製作所

西尾市 2304329 令和2年10月2日 金山化成株式会社

西尾市 2304338 令和2年10月2日 有限会社　清和サービス

西尾市 2304413 令和2年11月5日 株式会社　カイノス

西尾市 2304456 令和2年11月19日 有限会社　ドルフィンスイミングスクール

西尾市 2304552 令和3年2月18日 株式会社　マサ・総合サービス

西尾市 2304567 令和3年3月18日 株式会社　まなぶ

西尾市 2304569 令和3年3月18日 有限会社　小石倉木工

西尾市 2304582 令和3年4月1日 株式会社　レックス・コーポレーション

西尾市 2304739 令和3年5月27日 入船興業　株式会社

西尾市 2304851 令和3年7月8日 ハツカ電気工業　株式会社

西尾市 2304854 令和3年7月8日 株式会社　イトー工務店

西尾市 2304926 令和3年7月15日 エイト商会　株式会社

西尾市 2305123 令和3年9月2日 株式会社　ダイセン

西尾市 2305188 令和3年9月9日 株式会社　うなぎの兼光

西尾市 2305189 令和3年9月9日 兼光水産　株式会社

西尾市 2305190 令和3年9月9日 兼光淡水魚　株式会社

西尾市 2305193 令和3年9月16日 株式会社　ミナト電機

西尾市 2305357 令和3年9月16日 株式会社　我流



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

西尾市 2305778 令和3年10月29日 有限会社　公益社

西尾市 2305814 令和3年10月29日 株式会社　鈴木鉄筋

西尾市 2305865 令和3年11月18日 株式会社　渡辺製作所

西尾市 2305911 令和3年11月18日 木下建設株式会社

西尾市 2305997 令和3年12月2日 丸天鋳造　株式会社

西尾市 2306016 令和3年12月2日 スズキ＆アソシエイツ　株式会社

西尾市 2306024 令和3年12月2日 株式会社　ＫＫＲ

西尾市 2306030 令和3年12月2日 株式会社　斉藤

西尾市 2306068 令和3年12月9日 株式会社　幸鋼業

西尾市 2306088 令和3年12月16日 株式会社　セイコー

西尾市 2306132 令和4年1月6日 中日本鋳工　株式会社

西尾市 2306193 令和4年1月27日 株式会社　エコー計測

西尾市 2306270 令和4年2月10日 丸杉　株式会社

西尾市 2306271 令和4年2月10日 株式会社　キムラ

西尾市 2306324 令和4年3月3日 三和工業　株式会社

西尾市 2306507 令和4年4月7日 柴田工業　株式会社

西尾市 2306622 令和4年5月19日 株式会社　宮後

西尾市 2306657 令和4年5月19日 株式会社　ワークパル

西尾市 2306780 令和4年6月9日 株式会社　若松　商店

西尾市 2306909 令和4年7月7日 杉江建設工業　株式会社

西尾市 2306914 令和4年7月14日 黒龍産業　株式会社

西尾市 2306922 令和4年7月14日 大野精工　株式会社

西尾市 2306943 令和4年7月28日 安藤木型　株式会社

西尾市 2306959 令和4年8月4日 丸愛麻工　株式会社

西尾市 2306989 令和4年8月4日 株式会社　牧製作所

西尾市 2307355 令和4年10月6日 株式会社　三州一色

西尾市 2307439 令和4年10月27日 北山建工株式会社

西尾市 2307471 令和4年11月10日 株式会社　ゴーテック



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

西尾市 2307472 令和4年11月10日 黒川商事　株式会社

西尾市 2307481 令和4年11月17日 株式会社　ミワテック

西尾市 2307485 令和4年11月17日 株式会社　テラフォーマー

西尾市 2307486 令和4年11月17日 株式会社　Ａｃｃｅｓｓ

西尾市 2307487 令和4年11月17日 有限会社　壱武工業所

西尾市 2307507 令和4年12月1日 株式会社　アイリンク・ケア　いこいの里　総務

西尾市 2307515 令和4年12月1日 犬塚労務管理事務所

知立市 2300027 平成28年10月1日 愛知フジクリーン　株式会社

知立市 2300037 平成28年10月1日 渡辺工業　株式会社

知立市 2300896 平成29年4月20日 株式会社　シモテック

知立市 2301140 平成29年5月1日 名南熱処理工業株式会社

知立市 2301148 平成29年5月1日 野村機械株式会社

知立市 2301292 平成29年5月19日 社会福祉法人　知立福祉会

知立市 2302451 平成30年9月26日 ミヤマ精工　株式会社

知立市 2302478 平成30年9月26日 株式会社　中屋

知立市 2302866 平成31年2月7日
トーツーフィールドエンジニアリング
株式会社

知立市 2303098 令和1年5月16日 株式会社　Ｐ．Ｗ．Ｅ

知立市 2303146 令和1年5月30日 株式会社　明和自動車

知立市 2303434 令和1年8月8日 アルゴ　株式会社

知立市 2303525 令和1年9月5日 有限会社　石川製作所

知立市 2303558 令和1年9月19日 株式会社　レーザックス

知立市 2303908 令和2年2月19日 東海運輸　有限会社

知立市 2304451 令和2年11月19日 株式会社　蒲スプリング製作所

知立市 2304463 令和2年11月19日 中一建設工業　株式会社

知立市 2304769 令和3年6月17日 豊安工業　株式会社

知立市 2305462 令和3年9月30日 一般財団法人　ちりゅう芸術創造協会

知立市 2305732 令和3年10月28日 株式会社　プラスワン

知立市 2306247 令和4年2月3日 光月機械設計　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

知立市 2306272 令和4年2月10日 有限会社　大一工業

知立市 2306325 令和4年3月3日 株式会社　豊光設備

知立市 2306334 令和4年3月10日 株式会社　ＤＡＰＡＣ

知立市 2306360 令和4年3月17日 株式会社　山中

知立市 2306502 令和4年4月7日 株式会社　しまだ開発

知立市 2306793 令和4年6月16日 行政書士法人　ＳＭＡＳＨ申請代行

知立市 2306794 令和4年6月16日 株式会社　スマッシュ不動産

知立市 2306795 令和4年6月16日 税理士法人　スマッシュ経営

知立市 2306823 令和4年6月16日 株式会社　ＳΒＣ

知立市 2306890 令和4年7月7日 株式会社　日高堂

知立市 2307068 令和4年8月25日 株式会社　ミカネ

知立市 2307338 令和4年10月6日 株式会社　なでしこ開発

知立市 2307339 令和4年10月6日 有限会社　ビクトリー

知立市 2307361 令和4年10月6日 株式会社　鈴木商店

碧南市 2300153 平成28年11月1日 株式会社　衣浦商会

碧南市 2300585 平成29年1月16日
株式会社
ヘキナンシティカンパニー

碧南市 2300762 平成29年1月27日 株式会社　ＪОＢ

碧南市 2300893 平成29年4月19日 日産チェリー碧南販売　株式会社

碧南市 2301027 平成29年4月27日 有限会社　デイ・サービスかなりや

碧南市 2301048 平成29年4月27日 株式会社　へきなん動物病院

碧南市 2301081 平成29年4月27日 株式会社　キヌウラテクノ

碧南市 2301110 平成29年5月1日 株式会社　永坂会計事務所

碧南市 2301252 平成29年5月9日
医療法人　十喜会
老人保健施設　向陽

碧南市 2301314 平成29年6月8日 ほーぷ　株式会社

碧南市 2301672 平成29年11月30日 株式会社　アイ・ステージ

碧南市 2302503 平成30年9月27日 大浜燃料　株式会社

碧南市 2302627 平成30年11月8日 井上メッキ工業　株式会社

碧南市 2302637 平成30年11月8日 碧南市役所



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

碧南市 2302642 平成30年11月8日 株式会社　マルサン木型製作所

碧南市 2302684 平成30年11月21日 ギャザー東海　株式会社

碧南市 2302717 平成30年11月28日 株式会社　碧海スタッフ

碧南市 2302875 平成31年2月7日 有限会社　信成運輸

碧南市 2303012 平成31年4月22日 栄四郎瓦　株式会社

碧南市 2303039 平成31年4月25日 三和　株式会社

碧南市 2303141 令和1年5月30日 杉愛工業　株式会社

碧南市 2303376 令和1年7月25日 株式会社　荒井道製作所

碧南市 2303482 令和1年8月29日 木村建設　株式会社

碧南市 2303496 令和1年8月29日 碧南商工会議所

碧南市 2303602 令和1年9月27日 九重味淋　株式会社

碧南市 2303666 令和1年10月17日 株式会社　梶川建設

碧南市 2303758 令和1年11月29日 石敏鐵工　株式会社

碧南市 2304111 令和2年4月23日 碧南トヨタ　株式会社

碧南市 2304141 令和2年5月8日 社会福祉法人　愛生館

碧南市 2304749 令和3年6月3日 株式会社　エム・ティ・エス

碧南市 2305969 令和3年12月2日 角万製菓　株式会社

碧南市 2305975 令和3年12月2日 親和建設　株式会社

碧南市 2306090 令和3年12月16日 株式会社　東栄社

碧南市 2306535 令和4年4月21日 石川鋳造　株式会社

碧南市 2306738 令和4年6月2日 株式会社　バード

碧南市 2306742 令和4年6月2日 株式会社　長谷基業

碧南市 2307035 令和4年8月18日 株式会社　マルコーオーシャン

碧南市 2307277 令和4年9月29日 小笠原自動車　株式会社

碧南市 2307457 令和4年11月4日 有限会社　指立建工

碧南市 2307461 令和4年11月4日 株式会社　板倉製作所

碧南市 2307464 令和4年11月4日 社会福祉法人　二葉乳幼児福祉会

碧南市 2307465 令和4年11月4日 伊藤鉄工　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

碧南市 2307468 令和4年11月10日 三愛工業　株式会社

豊田市 2300056 平成28年10月1日 日本介護サービス　株式会社

豊田市 2300084 平成28年10月1日 碧洋管工　株式会社

豊田市 2300117 平成28年10月1日 丹羽商　株式会社

豊田市 2300126 平成28年10月20日 株式会社　ネット・フレンズ

豊田市 2300236 平成28年12月2日 キングパン　協業組合

豊田市 2300410 平成28年12月19日 株式会社　小原カントリークラブ

豊田市 2300428 平成28年12月19日 株式会社　タキソウ

豊田市 2300443 平成28年12月19日 社会福祉法人　昭徳会　小原寮

豊田市 2300453 平成28年12月19日 株式会社　ヤナギサワＨＤ

豊田市 2300472 平成28年12月27日 有限会社　セーフティサポート

豊田市 2300586 平成29年1月16日 株式会社　川平屋

豊田市 2300588 平成29年1月20日 須藤建設工業　株式会社

豊田市 2300594 平成29年1月20日 プラザ観光　株式会社

豊田市 2300598 平成29年1月20日 利達工業　株式会社

豊田市 2300632 平成29年1月20日 株式会社　ＫＲΒ

豊田市 2300638 平成29年1月20日 有限会社　おおぎもと

豊田市 2300643 平成29年1月20日 三栄工業　株式会社

豊田市 2300659 平成29年1月20日 株式会社　テクナス

豊田市 2300734 平成29年1月25日 株式会社　小野組

豊田市 2300757 平成29年1月27日 藤本建設　株式会社

豊田市 2300772 平成29年1月27日 安藤建設　株式会社

豊田市 2300821 平成29年3月8日 公益財団法人　豊田市スポーツ協会

豊田市 2300865 平成29年4月18日 有限会社　加藤整体

豊田市 2300873 平成29年4月18日 有限会社　達磨

豊田市 2300890 平成29年4月19日 有限会社　中根工産

豊田市 2300923 平成29年4月21日 有限会社　光明堂

豊田市 2300938 平成29年4月21日 富士産機　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2300959 平成29年4月26日
一般社団法人
愛知県緑化センター協力会

豊田市 2300960 平成29年4月26日 サン･エンジニアリング　株式会社

豊田市 2300969 平成29年4月26日 株式会社　エーアイデザイン

豊田市 2300975 平成29年4月26日 株式会社　酒井設計事務所

豊田市 2300991 平成29年4月26日
コスモスとよた

豊田市 2300993 平成29年4月26日 株式会社　篠田商会

豊田市 2301018 平成29年4月26日 トヨタ倉庫　株式会社

豊田市 2301035 平成29年4月27日 Ｊプロネット協同組合

豊田市 2301105 平成29年5月1日 株式会社　豊田エイタツ

豊田市 2301106 平成29年5月1日 豊田製氷給食事業協同組合

豊田市 2301112 平成29年5月1日 社会福祉法人　みどりの里

豊田市 2301206 平成29年5月9日 株式会社　日下歯車製作所

豊田市 2301207 平成29年5月9日 株式会社　汐見クリーンサービス

豊田市 2301283 平成29年5月15日 株式会社　イヨダ

豊田市 2301327 平成29年6月14日 安藤工務　株式会社

豊田市 2301334 平成29年6月29日 近藤商事土木　株式会社

豊田市 2301443 平成29年7月24日 株式会社　岡田屋教材

豊田市 2301457 平成29年7月24日 株式会社　誠信

豊田市 2301459 平成29年7月24日 合同会社　Р－ΒＥＡΝＳ

豊田市 2301481 平成29年7月24日 フジイ設備株式会社

豊田市 2301519 平成29年7月31日 豊田管工　株式会社

豊田市 2301523 平成29年7月31日 有限会社　東海スポーツフィールド

豊田市 2301605 平成29年9月11日 豊田まちづくり　株式会社

豊田市 2301701 平成30年1月4日 株式会社　メックインターナショナル

豊田市 2302172 平成30年6月27日 株式会社　ミウメイ

豊田市 2302218 平成30年6月27日 株式会社　コンサルティング東海

豊田市 2302227 平成30年7月5日 太啓建設　株式会社

豊田市 2302229 平成30年7月5日
医療法人　豊昌会
豊田健康管理クリニック



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2302280 平成30年7月5日 株式会社　メイダイ

豊田市 2302308 平成30年7月17日 ホーメックス　株式会社

豊田市 2302340 平成30年7月30日 名鉄東部交通　株式会社

豊田市 2302433 平成30年9月13日 株式会社　クリエイト

豊田市 2302462 平成30年9月26日 株式会社　丸正

豊田市 2302473 平成30年9月26日 株式会社　ムービルト

豊田市 2302482 平成30年9月26日 えぷろんフーズ　株式会社

豊田市 2302487 平成30年9月26日 株式会社　日本クリーナー

豊田市 2302560 平成30年10月17日 トヨタ倉庫運輸　株式会社

豊田市 2302599 平成30年10月24日 株式会社　白武

豊田市 2302604 平成30年10月24日 有限会社　ササキ住建

豊田市 2302628 平成30年11月8日 豊田東海警備　株式会社

豊田市 2302669 平成30年11月15日 株式会社　善都

豊田市 2302722 平成30年12月5日 有限会社　ケイエムエンジニア

豊田市 2302749 平成30年12月17日 株式会社　兵藤造園

豊田市 2302750 平成30年12月17日 西栄工業　株式会社

豊田市 2302751 平成30年12月17日 有限会社　間瀬ガラス店

豊田市 2302752 平成30年12月17日 有限会社　猿投観葉

豊田市 2302800 平成31年1月10日 株式会社　光生

豊田市 2302801 平成31年1月10日 株式会社　椎谷製作所

豊田市 2302802 平成31年1月10日 株式会社　共栄

豊田市 2302805 平成31年1月10日 有限会社　幸寿し

豊田市 2302819 平成31年1月17日 株式会社　市川塗工店

豊田市 2302827 平成31年1月24日 豊田化工　株式会社

豊田市 2303011 平成31年4月22日 株式会社　キョウエイファイン

豊田市 2303013 平成31年4月22日 有限会社　エフケープラント

豊田市 2303014 平成31年4月22日 深津金属工業　有限会社

豊田市 2303015 平成31年4月22日 有限会社　大台メンテナンス



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2303016 平成31年4月22日 有限会社　Ｏ．Ｗ．Ｍ

豊田市 2303017 平成31年4月22日 株式会社　エステイエンジニアリング

豊田市 2303018 平成31年4月22日 株式会社　西三

豊田市 2303030 平成31年4月25日 加藤産業　株式会社

豊田市 2303063 平成31年4月25日 株式会社　トヨコー

豊田市 2303065 平成31年4月25日 株式会社　メンテック

豊田市 2303068 平成31年4月25日 有限会社 みなみ産業

豊田市 2303088 令和1年5月8日 株式会社　藤和アスコン

豊田市 2303099 令和1年5月16日 医療法人　三九会　三九朗病院

豊田市 2303124 令和1年5月23日
エイセブプラス　株式会社
豊田事業所

豊田市 2303135 令和1年5月23日 有限会社　グリーン石油

豊田市 2303139 令和1年5月23日 豊田商工会議所

豊田市 2303186 令和1年6月13日 アンシン建設工業株式会社

豊田市 2303336 令和1年7月18日 大津商店　株式会社

豊田市 2303352 令和1年7月18日 大岡建設　株式会社

豊田市 2303462 令和1年8月15日 有限会社　イマコー保険事務所

豊田市 2303465 令和1年8月15日 株式会社　サギサカ

豊田市 2303513 令和1年9月5日 株式会社　体研

豊田市 2303526 令和1年9月5日 株式会社　ハヤカワ運送

豊田市 2303527 令和1年9月5日 株式会社　サンセルフ

豊田市 2303571 令和1年9月19日 株式会社　カトウテクノ

豊田市 2303575 令和1年9月19日 医療法人　キッズクリニックサンタ

豊田市 2303576 令和1年9月19日 株式会社　藤商事

豊田市 2303604 令和1年9月27日 株式会社　エタック

豊田市 2303616 令和1年10月3日 エーナン運輸株式会社

豊田市 2303617 令和1年10月3日 順天工業　株式会社

豊田市 2303682 令和1年10月17日 株式会社　京伸

豊田市 2303693 令和1年10月24日 株式会社　メディクロ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2303694 令和1年10月24日 株式会社　メディクロホーム

豊田市 2303695 令和1年10月24日 有限会社　豊田調剤薬局

豊田市 2303749 令和1年11月15日 東和電気工事　株式会社

豊田市 2303761 令和1年12月6日 有限会社　長谷川急送

豊田市 2303762 令和1年12月6日 中部化成　株式会社

豊田市 2303767 令和1年12月6日 株式会社　ウィンガイア

豊田市 2303768 令和1年12月6日 有限会社　平岩新聞店

豊田市 2303769 令和1年12月6日 株式会社　夢現

豊田市 2303770 令和1年12月12日 三河鬼頭鋼材　株式会社

豊田市 2303775 令和1年12月20日 株式会社　電気工事マルヤマ

豊田市 2303785 令和1年12月26日 株式会社　ソレイユ

豊田市 2303786 令和1年12月26日 有限会社　吉田商会

豊田市 2303791 令和1年12月26日 株式会社　西三交通

豊田市 2303815 令和2年1月30日 株式会社　みどり造園

豊田市 2303818 令和2年1月30日 スズキ興建　有限会社

豊田市 2303858 令和2年2月6日 ヤリミズ自動車　株式会社

豊田市 2303859 令和2年2月6日 スズヒロフォークリフト　株式会社

豊田市 2303925 令和2年3月2日 株式会社　神谷プラスチック

豊田市 2303950 令和2年3月6日 株式会社　植田自動車

豊田市 2303990 令和2年3月13日 株式会社　夢住力

豊田市 2303991 令和2年3月13日 一般社団法人　ＰＯＲＴ

豊田市 2303996 令和2年3月13日 株式会社　鈴木室内装飾

豊田市 2304017 令和2年3月27日 株式会社　ＭＴ－Ｌｉｂｒｏ

豊田市 2304066 令和2年4月9日 朝日ケ丘産業　株式会社

豊田市 2304072 令和2年4月9日 株式会社　尾割組

豊田市 2304097 令和2年4月16日 株式会社　山田屋

豊田市 2304099 令和2年4月16日 平川工業　株式会社

豊田市 2304103 令和2年4月23日 株式会社　平和カスケット



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2304174 令和2年6月18日 株式会社　カワ上工業所

豊田市 2304219 令和2年7月27日 日晶電機　株式会社

豊田市 2304236 令和2年8月6日 柴浦製鋼　株式会社

豊田市 2304240 令和2年8月6日 豊田汽缶　株式会社

豊田市 2304249 令和2年8月13日 有限会社　ニシカワ運輸

豊田市 2304284 令和2年9月3日 豊三工業　株式会社

豊田市 2304316 令和2年9月17日 有限会社　長生軒

豊田市 2304322 令和2年9月24日 大岡技研　株式会社

豊田市 2304359 令和2年10月15日

豊田市 2304360 令和2年10月15日 近藤建設工業　株式会社

豊田市 2304394 令和2年10月29日 有限会社　大新運輸

豊田市 2304399 令和2年11月5日 株式会社　トヨタモータース

豊田市 2304430 令和2年11月12日 株式会社　成瀬組

豊田市 2304443 令和2年11月19日 井桁堂　株式会社

豊田市 2304571 令和3年3月18日 株式会社　朝日サービス

豊田市 2304581 令和3年4月1日 有限会社　豊田煙火

豊田市 2304621 令和3年4月22日 有限会社　一藤産業

豊田市 2304628 令和3年4月30日 有限会社　花丘商事

豊田市 2304649 令和3年5月6日 株式会社　フカデン

豊田市 2304650 令和3年5月6日 戸田鉄工　株式会社

豊田市 2304654 令和3年5月6日 ノノヤマ洋服　株式会社

豊田市 2304677 令和3年5月6日 社会福祉法人　とよた光の里

豊田市 2304695 令和3年5月13日 株式会社　ＡＱＵＡ・Ｊ

豊田市 2304729 令和3年5月27日 水嶋建設　株式会社

豊田市 2304783 令和3年6月17日 株式会社　葵精工

豊田市 2304793 令和3年6月17日 株式会社　ジェイピーシー

豊田市 2304832 令和3年7月1日 豊田ホームサービス　株式会社

豊田市 2304971 令和3年7月29日 株式会社　ＢＥＸ



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2305178 令和3年9月9日 澤組　株式会社

豊田市 2305184 令和3年9月9日 ウネベ建設　株式会社

豊田市 2305305 令和3年9月16日 株式会社　一隆プレス工業所

豊田市 2305458 令和3年9月30日 株式会社　ティムス

豊田市 2305516 令和3年10月7日

豊田市 2305519 令和3年10月7日 いしぐろ在宅診療所

豊田市 2305646 令和3年10月14日 株式会社　ビリーバーズ

豊田市 2305677 令和3年10月21日 丸普窯業原料　有限会社

豊田市 2305792 令和3年10月29日 株式会社　Ｓ．Ｋ．Ｓ

豊田市 2305817 令和3年10月29日 有限会社　丹羽造園

豊田市 2305848 令和3年11月11日 株式会社　サン・プロテック

豊田市 2305875 令和3年11月18日 株式会社　鈴商

豊田市 2305920 令和3年11月18日 株式会社　池田事務器

豊田市 2305923 令和3年11月18日 有限会社　緑風会

豊田市 2305938 令和3年12月2日 株式会社　アイミクロン

豊田市 2305944 令和3年12月2日 日東通商　株式会社

豊田市 2305945 令和3年12月2日 メイシン運輸　株式会社

豊田市 2305993 令和3年12月2日 株式会社　ミネテクノサービス

豊田市 2305996 令和3年12月2日 有限会社　はやかわ自動車

豊田市 2306034 令和3年12月2日 株式会社　河村

豊田市 2306036 令和3年12月2日 有限会社　栄鋼商事

豊田市 2306042 令和3年12月9日 株式会社　丸十熱処理工業所

豊田市 2306058 令和3年12月9日 有限会社　ロボテック

豊田市 2306082 令和3年12月9日 循環資源　株式会社

豊田市 2306089 令和3年12月16日 桶兼住設　株式会社

豊田市 2306094 令和3年12月16日 有限会社　中部エレクトリックメンテナンス

豊田市 2306099 令和3年12月16日 有限会社　ソットマリノ

豊田市 2306101 令和3年12月16日 有限会社　田中工業



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2306109 令和3年12月16日 有限会社　市川熔接所

豊田市 2306111 令和3年12月23日 三登建設　株式会社

豊田市 2306133 令和4年1月6日 天野建設工業　株式会社

豊田市 2306168 令和4年1月20日 株式会社　加藤土木

豊田市 2306170 令和4年1月20日 エムワークス　株式会社

豊田市 2306197 令和4年1月27日 株式会社　ＣＯΡＡＩＮ

豊田市 2306198 令和4年1月27日 株式会社　大谷商事

豊田市 2306210 令和4年1月27日 株式会社　にしやま

豊田市 2306292 令和4年2月24日 株式会社　ヤマト電機工業

豊田市 2306358 令和4年3月17日 イマノ産業　株式会社

豊田市 2306370 令和4年3月17日 株式会社　丸加醸造場

豊田市 2306530 令和4年4月14日 株式会社　名古屋グランパスエイト

豊田市 2306705 令和4年4月1日 有限会社　チリュー特機

豊田市 2306817 令和4年6月16日 富士エンジニアリング　株式会社

豊田市 2306849 令和4年6月23日 株式会社　ルーコ

豊田市 2306907 令和4年7月7日 モリ環境衛生センター　株式会社

豊田市 2306930 令和4年7月21日 株式会社　柏本商事

豊田市 2306938 令和4年7月28日 豊田電気　株式会社

豊田市 2306947 令和4年7月28日 社会福祉法人　豊田みのり福祉会

豊田市 2307057 令和4年8月25日 松本産業　株式会社

豊田市 2307087 令和4年9月1日 有限会社　河島縫製

豊田市 2307088 令和4年9月1日 トヨタ電子　株式会社

豊田市 2307089 令和4年9月1日 株式会社　タイコー

豊田市 2307114 令和4年9月8日 有限会社　セイワテクノ

豊田市 2307143 令和4年9月15日 有限会社　佐藤電機

豊田市 2307153 令和4年9月15日 光生アルミニューム工業　株式会社

豊田市 2307246 令和4年9月29日 株式会社　エムエステー

豊田市 2307263 令和4年9月29日 大成電気工事　株式会社



機密性2

市町村名 認定番号 認定日 事業所名

豊田市 2307264 令和4年9月29日 株式会社　アイティーシー

豊田市 2307306 令和4年9月29日 株式会社　トラストスタッフ

豊田市 2307325 令和4年10月6日 株式会社　フジオカ倉庫運輸

豊田市 2307336 令和4年10月6日 株式会社　豚市

豊田市 2307413 令和4年10月20日 合同会社　平家商事

豊田市 2307473 令和4年11月10日 有限会社　昭栄アルミ建材


