
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 有限会社くれよんどーる 卸売・小売業 長野県 松本市宮渕1-4-19 http://crayondor.co.jp

2 株式会社愛corporation
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 安曇野市豊科4312-6 http://www.nagomi-b.com

3 有限会社東洋ビデオ企画
専門・技術サービ
ス業

長野県
諏訪郡下諏訪町湖畔町南
6157-4

http://toyovideo.jp

4
Ｂｏｏｚｅ　ａｎｄ　Ｆ
ｏｏｄｓ

飲食店、宿泊業 長野県
松本市中央1-25-1　分銅犬
飼ビル1階A号

http://boozeandfoods.com

5
特定非営利活動法人たつ
の介護センター

医療、福祉 長野県
上伊那郡辰野町大字伊那富
2842-1

http://tatsunokaigo.com

6 株式会社ほっと・はぁと 医療、福祉 長野県 安曇野市穂高北穂高2667-2

7
株式会社Ｋ’ｓＦＡＣＴ
ＯＲＹ

専門・技術サービ
ス業

長野県 伊那市野底8268-93 http://ks-rally.com

8
有限会社アイディー・エ
ンタープライズ

専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市桐2-5-8

9 株式会社カンパーニュ 製造業 長野県
安曇野市三郷温5895-1　ハ
マフラワーパーク内

10 中信興業株式会社 飲食店、宿泊業 長野県 塩尻市大門一番町3-3 http://www.mise.co.jp

11 江上製菓株式会社 製造業 長野県 松本市県1-6-16 http://www.egamiseika.com

12 美勢タクシー株式会社 運輸業 長野県 塩尻市大門一番町3-3 http://www.mise.co.jp

13
株式会社ライブクリエイ
ト

建設業 長野県 塩尻市広丘原新田241-4 http://wwwa.dcns.ne.jp/~hiro777/life-create/sakurai/

14 株式会社山添シート内装 製造業 長野県 松本市野溝西3-5-39 http://yamazoe.net
15 丸栄工業有限会社 製造業 長野県 塩尻市大字宗賀71-522

16 株式会社和ｉｓ
専門・技術サービ
ス業

長野県
松本市筑摩4-13-21　メゾ
ンルポ1F

17 フィット工業株式会社 建設業 長野県 松本市大字今井7155-53 http://www.fit.ac
18 株式会社クオン電子 製造業 長野県 松本市村井町北1-4-4 http://www.kuon-e.co.jp

19 株式会社豊島屋 卸売・小売業 長野県 岡谷市本町3-9-1 http://www.kk-toshimaya.co.jp

20
セブン・イレブン下諏訪
一ツ浜店

卸売・小売業 長野県
諏訪郡下諏訪町西四王
4862-8

21 株式会社サムテック
電気・ガス・熱供
給・水道業

長野県 松本市筑摩3-10-19

22 株式会社ぺイヴウェイ 卸売・小売業 長野県 松本市出川3-10-22 http://www.aruga-g.com/paveway

23 電算印刷株式会社 製造業 長野県 松本市筑摩1-11-30 http://densan-p.jp
24 降幡自動車株式会社 卸売・小売業 長野県 松本市野溝西3-5-8 http://www.furihata-feeli.com

25 株式会社アルプス 製造業 長野県 塩尻市塩尻町260 http://www.alpswine.com

26
株式会社エクセルカイ
ジョー

製造業 長野県 松本市大字和田4010-29 http://www.ekaijo.co.jp

27 株式会社勇屋会館 飲食店、宿泊業 長野県 安曇野市豊科4480-12 http://www.st-moritz.jp/isamiya/

28 有限会社寿昇運 運輸業 長野県 松本市寿台6-12-11 http://www.shinshu-kotobuki.jp

29 幸せな会社づくり
専門・技術サービ
ス業

長野県
上伊那郡箕輪町中箕輪
1291-1　フローラルパレス
双和1-D

http://shiawase-kd.com

30 中部日本電子株式会社 製造業 長野県
北安曇郡池田町大字会染
4844-1

http://www.cnd.jp

31
アップルペイント株式会
社

建設業 長野県 松本市村井町西2-2-16 http://www.applepaint.com

平成２７年３月３１日現在

※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。
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32
有限会社ビューティプラ
ザ山田

生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 塩尻市広丘高出1861 http://bp-yamada.com

33
ＣｒｅｄｏＤｅｓｉｇｎ
株式会社

情報通信業 長野県 北安曇郡白馬村北城6370-3 http://www.credo-design.co.jp/

34 株式会社木族の家 建設業 長野県 松本市大手2-8-6 http://www.kizokunoie.com

35
株式会社萩野鉄筋加工セ
ンター

建設業 長野県 松本市和田南西原3967-70 http://hagino-tks.jp

36
穂高ビューホテル株式会
社

飲食店、宿泊業 長野県 安曇野市穂高牧2200-3 http://www.hotaka-view.co.jp

37 株式会社成進社印刷 情報通信業 長野県 松本市深志2-8-13 http://www.seisin.cc

38
有限会社ホテルニュース
テーション

飲食店、宿泊業 長野県 松本市中央1-1-11 http://www.hotel-ns.co.jp

39 株式会社企画 医療、福祉 長野県 安曇野市明科七貴4588-2 http://www.kikaq.jp
40 有限会社茅野工業 製造業 長野県 茅野市ちの2662-1 http://www.chino-i.co.jp

41
長野メンタルサポート株
式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上伊那郡箕輪町三日町655 http://www.nmsco.jp

42
田中スチール工業株式会
社

製造業 長野県 松本市笹賀5652-104

43 株式会社中島製作所 製造業 長野県 岡谷市長地源2-6-38 http://www.k-nakajima.co.jp

44 大和電機工業株式会社 製造業 長野県 諏訪郡下諏訪町東四王5197 http://www.yamato-elec.co.jp

45 有限会社藤澤建設 農業・林業 長野県 伊那市高遠町藤沢4587 http://www.fujisawakensetsu.co.jp

46
株式会社シード・アドバ
ンス

製造業 長野県 松本市笹賀6010-1 http://www.seed-advance.jp

47 アサカワ印刷株式会社 製造業 長野県 松本市野溝木工1-6-34 http://www.zukulabo.net

48
社会福祉法人恵清会　特
別養護老人ホーム真寿園

医療、福祉 長野県 松本市寿中2-20-1 http://www.shinjyuen.net

49 中村製作所株式会社 製造業 長野県
上伊那郡箕輪町三日町493-
1

http://www.nakamuramfg.co.jp

50
社会保険労務士法人竹内
労務事務所

専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市渚2-4-4 http://www.sr-houjin-take.jp

51 株式会社アクト 教育、学習支援業 長野県 松本市桐3-2-45-3F http://21act.com

52
株式会社マサダ・ファク
トリー

専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市大字島内3474-9 http://www.masada.gr.jp

53 株式会社エーアイテック 製造業 長野県 松本市和田3967-74 http://a-i-tec.co.jp

54
ＴＰＲトータルサービス
株式会社

建設業 長野県 岡谷市赤羽1-1-32 http://www.tpr-ts.co.jp

55 有限会社磐佐
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 塩尻市広丘原新田129-3 http://www.monami-iwasa.com

56
株式会社シェラリゾート
ホテルズ

飲食店、宿泊業 長野県
北安曇郡白馬村北城14863-
6

http://sierra.ne.jp

57
信州塩嶺高原カントリー
株式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 塩尻市大字北小野4956 http://www.enrei.co.jp

58
株式会社アートプラニン
グ

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 松本市笹賀5652-119 http://artplan-web.jp

59 株式会社ホテルおもと 飲食店、宿泊業 長野県 松本市浅間温泉3-13-10 http://www.omoto.co.jp

60 伊那バス株式会社 運輸業 長野県 伊那市西町5208 http://www.ibgr.jp
61 株式会社テトラ 医療、福祉 長野県 塩尻市大門一番町9-15 http://mutsuraboshi.com

62 株式会社第一印刷 製造業 長野県 安曇野市豊科高家2287-22 http://www.d-pri.co.jp

63 信光石油株式会社 卸売・小売業 長野県 松本市深志2-2-9 http://www.shinkousekiyu.jp

64 松本タクシー株式会社 運輸業 長野県 松本市開智2-2-3 http://www.matutax.jp

65 有限会社石川 卸売・小売業 長野県 伊那市荒井11 http://ishi.hp.gogo.jp/pc/

66
社会保険労務士法人アン
カー

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県
塩尻市広丘高出1547-5　フ
ルール高出1F

http://www.anchor-sr.jp

67
株式会社エス・エイチ・
シー

飲食店、宿泊業 長野県 松本市大字島内3722-11 http://www.ichibanya.co.jp

68 株式会社ホテル白樺荘 飲食店、宿泊業 長野県 松本市安曇上高地4468 http://www.shirakabaso.com

69 有限会社フジマキ 卸売・小売業 長野県 大町市常盤3558

70 株式会社郷田鈑金
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 岡谷市郷田2-1-37 http://www.godabp.com

71 マルゴ工業株式会社 製造業 長野県 岡谷市長地権現町4-10-6 http://www.mrg-inc.jp

72
有限会社多田プレシジョ
ン

製造業 長野県 安曇野市三郷明盛3680 http://www.tadaprecision.co.jp



73
みづほ在宅複合ケアセン
ター

医療・福祉 静岡県 富士市瓜島町１７３－１

74
アイキ樹木メンテナンス
㈱

その他のサービス
業

静岡県 富士市今泉１－７－２４

75 石川タクシー富士㈱ 運輸業 静岡県 富士市吉原４－１０－９

76 社労士法人人事給与
専門・技術サービ
ス業

静岡県 富士市今泉３－１４－２

77 社福　鑑石園 医療・福祉 静岡県 富士市原田１３５０－１６
78 ㈱志ほ川 飲食店・宿泊業 静岡県 富士宮市城北町６６７
79 ㈲チアキ機工 製造業 静岡県 富士市依田橋２４５－１

80 すみ企画
生活関連サービス
業

静岡県 富士宮市貴船９－１５

81 佐野公洋税理士事務所
専門・技術サービ
ス業

静岡県 富士市中央町３－４－２３ www.sanotax.com

82
放課後デイサービスどん
ぐり

医療・福祉 静岡県 富士市厚原８７９－９

83 ㈲メイプル 製造業 静岡県 富士市伝法２５２５－１ www.e-maple.com
84 ㈱デイサービスグラダー 医療・福祉 静岡県 富士市高峰町１-１２

85 ㈱エフエイ・トムス 製造業 静岡県
富士市島田町１丁目４６－
２

86 ㈱快明堂 医療・福祉 静岡県
富士市中央町１－１０－１
２

87 深沢消防産業㈱ 教育・学習支援業 静岡県 富士市八代町４－３５ http://fukasawa.in/

88
あおば社会保険労務士法
人

専門・技術サービ
ス業

静岡県
三島市寿町3-39田代ビル２
Ａ

89
㈱サカエコーポレーショ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県
富士市蓼原町1699　ポラリ
スビル1Ｆ

www.la-pur.com

90 ㈱共栄設機 製造業 静岡県 富士市五貫島142-1 www.kyoeisekki.com

91 一般社団法人　あすの 医療、福祉 岐阜県
各務原市那加北栄町２８－
１

http://www.asno.co.jp

92 西濃金属株式会社 製造業 岐阜県 本巣市十四条７０ http://www.seinometal.co.jp

93 (株)新和 製造業 岐阜県
美濃加茂市下米田町今３０
２

94 (株)とりぱん
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
岐阜市茜部本郷３－６１－
１

http://tricky-panders.com

95 (株)ローカルサポート 医療、福祉 岐阜県
揖斐郡大野町大字公郷１１
１０－２９

http://www.sh-akari.com

96 (株)トラビス
その他のサービス
業

岐阜県
大阪市中央区瓦町１－５－
１－７０２

http://trunk-bs.com

97 立松玲子社労士事務所
専門・技術サービ
ス業

愛知県 愛西市大井町宮新田34-23

98
㈲ジャパン・ケミカル・
インダストリー

建設業 愛知県
名古屋市昭和区広小路石坂
5-4

99 ㈱タケダ 医療・福祉 愛知県 あま市七宝町桂親田2027 http://www.heart-medical.co.jp

100 牟田美智代事務所
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市熱田区神宮3丁目9
番14号

101 苫原拓人税理士事務所
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市熱田区花町6番9号
カトウビル１階

http://www.t-taxfirm.com

102 タスクール
その他のサービス
業

愛知県
名古屋市千種区千種通7-
25-1　サンライズ千種502

http://www.task-school.com

103 ㈱サンバレー 卸売・小売業 愛知県 刈谷市広小路4丁目15番地 http://www.sunvalley-e.co.jp

104 ㈲光設備 建設業 愛知県 津島市神守町下町131-1

105 panier
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-20-
20　チサンマンション丸の
内第３　1009

106 地建興業㈱ 建設業 愛知県 刈谷市松栄町1-8-16 http://www.ckn.co.jp/

107 ㈲ノエル
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 蒲郡市三合町東1丁目10 http://www.salon-noel.co.jp

108 ㈱オンデマンド 情報通信業 愛知県
名古屋市中区新栄2丁目48
番30号

http://www.ondemand.co.jp

109 ㈲丸林会館
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 名古屋市南区港車通1-2-4



110
株式会社あんしんネット
あいち

運輸業 愛知県
名古屋市中川区尾頭橋4丁
目10番7号

111
株式会社あんしんネット
なごや

運輸業 愛知県 名古屋市南区阿原町5番地

112
株式会社あんしんネット
21

運輸業 愛知県
名古屋市中村区畑江通三丁
目2番地１

113
株式会社あんしんネット
みどり

運輸業 愛知県
名古屋市緑区滝ノ水4丁目
3104番地

114 GOL GO社労士事務所
専門・技術・サー
ビス業

愛知県
知立市谷田町本林2-16-5-
101

http://golgo-sr.com

115 ㈱Bricks&UK
専門・技術・サー
ビス業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-5-10
名古屋丸の内平和ビル3F

http://www.bricksuk.biz/index.html

116
一般社団法人　日本エナ
ジーテラピー協会

生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-19-
23　第5F　P･Sビル7階

117 三ツ輪タクシー㈱ 運輸業 愛知県
名古屋市北区清水三丁目16
番28号

118 ダイスイ設備㈱ 建設業 愛知県
名古屋市熱田区古新町2-
73-2

119 ㈱フードリンク 飲食店・宿泊業 愛知県
名古屋市北区平安1丁目9-
18

120 ㈱メディア・クラフト 情報通信業 愛知県 名古屋市中区丸の内3-18-1

121 ㈲日本交通流動リサーチ
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市名東区名東本町18
星ヶ丘アイリス北棟407

122 コスモス経営
専門・技術サービ
ス業

愛知県 名古屋市南区赤坪町134-1

123 Terve(テルベ）
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市瑞穂区瑞穂通4-48
近江ビル2F

http://www.terve-2013.com

124 アドラフト㈱ 情報通信業 愛知県 名古屋市中区錦1丁目17-13

125 新栄自動車㈱ 運輸業 愛知県
名古屋市瑞穂区弥富通二丁
目8番地

126 ㈱UMS 医療・福祉 愛知県 一宮市開明字畑添42番地4

127 行政書士　優総合事務所
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市西区名駅二丁目11
番8号　ファーストビル大
樹501号

http://www.yuhoffice.jp/

128 レアル・カシータ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 豊橋市神ノ輪町71 http://www.real-casita.com/

129 株式会社　水貝製作所 製造業 三重県
三重県いなべ市員弁町市之
原２３３１－１７

http://www.sugaiworks.co.jp

130 株式会社　三重興農社 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市河原田町１
００７の１１

http://e-taneya.net/

131 さいとう労務管理事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県桑名市大字桑名３３
０－１４

132
おおしま家大工店 株式会
社

建設業 三重県
三重県三重郡朝日町向陽台
２丁目１－９

133
Ｍｉｒｒｏｒ　Ｂｌｕｅ
＆　Ｄｏｌｃｅ

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市安島１－５
－１２

http://www.mirror-blue.com

134
富士リネン 株式会社三重
工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県志摩市阿児町神明１
６１５－４６

135 株式会社　セキデン 製造業 三重県
三重県亀山市関町新所９６
１－６

http://www.sekiden.co.jp

136 株式会社　アイティエス
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県三重郡菰野町千種７
０５４－３４１

137 関本工業 建設業 三重県
三重県四日市市西坂部町４
０７３－２４

138 株式会社　共栄商会 卸売・小売業 三重県 三重県桑名市参宮通１９ http://kyoei-sk.jp

139 熊野精工 株式会社 製造業 三重県
三重県熊野市有馬町１４９
１－１

http://www.kumanoseiko.com

140 朝日ファスナー 株式会社 製造業 三重県
三重県名張市朝日町１３６
４

http://www.waldes.co.jp

141 伊勢観光開発 株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県度会郡玉城町世古１
３６２番地

http://www.ise-cc.com



142
株式会社 シティスキャ
ナー

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県伊勢市宇治浦田３－
３１－７

http://www.cityscanner.co.jp

143 水谷養蜂園 株式会社 製造業 三重県
三重県松阪市松ヶ島町４３
０－１

http://www.mizutani.co.jp

144
カネニ総業 株式会社（伊
勢湾マリーナ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市霞２－１－
１

http://www.isewanmarina.com

145 株式会社　アド三愛
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市浜田町５番
１２号

http://www.sanainavi.net

146
ニュージャパンマリン 株
式会社

製造業 三重県
三重県伊勢市有滝町２２５
９

http://www.njm.co.jp

147 伊勢労務管理事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県伊勢市大世古３－１
－９１

148 株式会社 ぷらいむ
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市北浜田町７
－２０

http://www.prime-web.jp/

149 株式会社　山信工業 建設業 三重県
三重県伊勢市田尻町４４１
－１

150
平和コンクリート工業 株
式会社

製造業 三重県
三重県四日市市楠町吉崎１
番地

http://コンクリート製造.homepage.jp

151
株式会社 橋本商事冷凍輸
送

運輸業 三重県 三重県松阪市中道町７２１ http://www.kokorozashi.biz

152
明和社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県明和町有爾中１１５
５－２９７

153 太田会計事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県桑名市多度町御衣野
４８８

http://www.ota-accounting.jp

154 三立精機 株式会社 製造業 三重県 三重県桑名市桑部１０４８ http://www.seiki.sanritsu.co.jp

155
社会福祉法人ウエルハー
ト厚生会

医療、福祉 三重県
三重県多気郡明和町志貴１
３３４

http://www.wellheart.jp/

156 株式会社　富士製作所 製造業 三重県
三重県伊賀市四十九町２２
４０

http://www.fuji-bearing.com

157 旭日電気 株式会社 製造業 三重県
三重県四日市市上海老町１
６４８－９０

http://www.asahi-mie.co.jp

158
株式会社 長島総合自動車
学校

教育、学習支援業 三重県
三重県桑名市長島町西外面
１３０６

http://www.nagashima-ds.jp

159
株式会社　三光エンジニ
アリング

建設業 三重県
三重県四日市市赤堀３丁目
８－２４

160
株式会社　レストランサ
ポート

卸売・小売業 三重県
三重県三重郡川越町当新田
４３４－１

http://伊勢の黒にんにく。Com

161 株式会社　世古工務店 建設業 三重県
三重県鈴鹿市磯山４丁目８
番２２号

http://www.seko-mie.com

162 有限会社　羽田野設備 建設業 三重県
三重県伊勢市村松町１３５
６－１０

163
有限会社　ヴィ・キャッ
プ

製造業 三重県
三重県四日市市山分町５１
８

http://www.v-cap.co.jp

164 有限会社　鈴清社
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県鈴鹿市南玉垣町６２
６９番地

http://www.reiseisha.com

165 株式会社　細木電気工事
電気・ガス・熱供
給・水道業

三重県
三重県伊勢市浦口４丁目３
１－７６

166
Ｃｏｅｎ　ｈａｉｒ　＆
ｍａｋｅ

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市ときわ３丁
目５－１

http://www.coen-hair.com

167
行政書士　コウダ法務事
務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市三滝台２丁
目１３－３

http://www.geocities.jp/yokkaichi510

168 近藤緑化　株式会社 建設業 三重県
三重県鈴鹿市矢橋一丁目２
３番４号

http://www.kondo-r.com

169
特定非営利活動法人　み
えみえなび

情報通信業 三重県
三重県三重郡川越町豊田５
１４－１祥庵２１－２０１

http://mienavi.jp

170
株式会社　メイクプラス
ター

建設業 三重県
三重県鈴鹿市南玉垣町６９
２５

http://www.makeplaster.com

171
山久デザインオフィス
株式会社

情報通信業 三重県
三重県四日市市日永５丁目
１１－５

http://yamahisadesign.com



172 株式会社　イトウ総業 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市小古曽東２
－３－１３

http://www.itosougyou.jp

173 株式会社　明和製作所 製造業 三重県
三重県三重郡菰野町小島２
４６１－３２

http://www.meiwa-jpn.co.jp

174 社会福祉法人　慈恵会 医療、福祉 三重県
三重県伊勢市村松町３２９
４－１

http://www.jikeikai-ise.or.jp/

175 ａｒｓｕｎ
専門・技術サービ
ス業

三重県 三重県松阪市新町８１８ http://www.arsun.info/

176 霞共同事業　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市霞一丁目１
番地

http://www.kkj.co.jp/

177 町屋金属工業　株式会社 製造業 三重県
三重県三重郡川越町当新田
１３６

http://bloghpserxice.net/

178 うまいもんやＴＥＮ 飲食店、宿泊業 三重県
三重県尾鷲市中川２７－３
セントラルプラザビル１Ｆ

179 亀山商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県亀山市東御幸町３９
－９

http://kameyama-cci.jp

180
有限会社　イトーファー
マシー

医療、福祉 三重県
三重県鈴鹿市安塚町６３８
－１６

http://www.ito-pharmacy.jp

181 株式会社　アシスト
専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市小古曽１－
１－１５

http://assist.mie-ken.net/

182 池田建設　株式会社 建設業 三重県
三重県四日市市城北町１０
－２

http://www.ike-da.co.jp

183
日本ケアシステム　株式
会社

医療、福祉 三重県
三重県四日市市ときわ２丁
目１２番２３号

http://www.jcs-jcs.com

184
Ｌｉｎｄ　ｗｕｒｍ（リ
ンド・ヴィルム）

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県松阪市中央町３８－
９

http://hair-lindwurm.com

185 有限会社　佐藤鐵工所 製造業 三重県
三重県桑名市安永８－９５
８

186
株式会社　ユニバーサル
シンク

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市栄町１－１
１　５Ｆ

http://www.bridal-universal.com

187
株式会社　ケアサポート
つくし

医療、福祉 三重県
三重県鈴鹿市若松東２丁目
２０番１９号

188
三重くわな労務管理事務
所

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県桑名市大仲新田５４
０－１－２０３

189 グリーン中部　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市赤堀２丁目
４－２４

190 北勢工業　株式会社 建設業 三重県
三重県いなべ市北勢町垣内
３４８－２

http://www.mie-tekko.or.jp/members/hokusei/

191 株式会社　神戸ダイハツ 卸売・小売業 三重県
三重県鈴鹿市神戸３丁目１
４－１

http://www.kanbe-daihatsu.com/

192 有限会社　大山 飲食店、宿泊業 三重県
三重県多気郡明和町大字竹
川３３－５

http://daisen-33-5.com/

193 小畑工業 建設業 三重県
三重県松阪市嬉野中川新町
３－５６　カンタベリー１
０５号

194 蒼築舎　株式会社 建設業 三重県
三重県四日市市楠町北五味
塚１４３０－６

http://www.tutikabe.net

195
宏和電氣工業　株式会社
桑名事業所

製造業 三重県
三重県桑名市坂井字畑田８
９０番地

http://www.kosyu.co.jp

196 株式会社　田上 製造業 三重県
三重県松阪市飯南町下仁柿
１３４

http://www.maru7-tagami.com/

197 有限会社　ジンテック 製造業 三重県
三重県松阪市上川町３４６
１－２５

198 株式会社　三重パーツ 製造業 三重県
三重県鈴鹿市御薗町３６０
０番地の２１

http://www.mie-p.co.jp

199
医療法人たちばな会ディ
サービスセンターいろは

医療、福祉 三重県
三重県四日市市中川原１丁
目６－３５

200
株式会社エーアンドエー
関西ビジネススクール鈴
鹿白子校

教育、学習支援業 三重県
三重県鈴鹿市江島本町３９
－８伊坂屋ビル２Ｆ

http://www.kbsc.jp/

201 社会福祉法人　日新会 医療・福祉 山梨県 甲府市上町2473



202 美容室　アップステージ
生活関連サービ
ス、娯楽業

山梨県 甲斐市中下条1323-3-1 http://vancouncil-truetrust.com/

203 （株）スタンプマート 卸売、小売業 山梨県 甲府市大里町4227-1 http://www.stampmart.net

204 （株）アルテヴィーノ 卸売、小売業 山梨県 甲州市塩山下粟生野1594 http://www.artevino.co.jp

205 （株）塩山製作所 製造業 山梨県 甲州市塩山下於曽276 http://www.enzan.com
206 （株）山和食品 製造業 山梨県 甲府市西下条町1167-32 http://www.yamawafoods.com

207 甲府住宅設備（株） 建設業 山梨県 甲府市徳行2-10-40
208 （株）アップロード 製造業 山梨県 甲府市下曽根町3475-1 http://www.ul-net.co.jp

209 （株）宮本自動車
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 山梨市万力125-1

210 篠原貿易（株） 卸売、小売業 山梨県 甲府市相生2-4-15 http://www.shino-jp.com/index.html

211 salon de heureux
生活関連サービ
ス、娯楽業

山梨県 甲府市住吉5-3-6 http://www.salon-de-heureux.com/

212 （株）窪田商会 卸売、小売業 山梨県 甲府市寿町16-1

213 文光堂印刷㈱
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市西間門６８－１ www.bunkodo,net/

214 富士テクノ㈱ 製造業 静岡県 沼津市足高２９４－２２ www.fujijtechno.co.jp

215 ㈱素肌新館
専門・技術サービ
ス業

静岡県
沼津市寿町１－１ロイヤル
アベニュ１Ｆ

http://www.suhadashinkan.jp/

216 エリアネット㈱ 情報通信業 静岡県 沼津市西沢田３３２

217 ランアンドケントス㈱ 情報通信業 静岡県
三島市文教町１－４８４３
－１

218 HAIR RESORT PLUMERIA
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 御殿場市新橋３０５－９

219 ㈱ハイタック 製造業 静岡県 沼津市松長４４３－１ http://hi-tak.co.jp

220 伊豆総業㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 三島市八反畑８５－３

221 ㈱ネクシオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 三島市大宮町3丁目2-12

222 富士鋼販㈱ 製造業 静岡県 沼津市足高２９４－３８

223 ㈲望月工業所 製造業 静岡県
沼津市足高尾上３９６－１
０１

224 ㈱ダブルコネクト 飲食店、宿泊業 静岡県 沼津市錦町１－２０

225
有限会社エイチアンドエ
ルプランテーション

卸売・小売業 長野県 諏訪郡富士見町立沢2122-1 http://www.h-and-l.co.jp

226 株式会社ウィルトス
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市本庄1-1-13 http://www.willtos.co.jp

227 ヒラタ設備株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

長野県 松本市平田東3-29-17

228 株式会社クサダ
電気・ガス・熱供
給・水道業

長野県 松本市大字島立3849-1 http://www.mcci.or.jp/www/kusada

229 株式会社ノムラ 製造業 長野県 安曇野市穂高6344-10 http://www.nomura-inc.co.jp

230 株式会社村瀬組 建設業 長野県 松本市大字里山辺4293-8 http://www9.plala.or.jp/c-murase

231 株式会社サン・ブライト 製造業 長野県 塩尻市宗賀平出67-1 http://www.sun-bright.co.jp

232
株式会社コスモ　松本事
業所

専門・技術サービ
ス業

長野県
松本市中央3-3-6　松本蔵
の街ビル2F

http://www.cosmo.co.jp

233 株式会社ジョイント開発
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 岡谷市長地権現町3-2-45 http://www.mariobox.co.jp

234 株式会社ファンクリップ 卸売・小売業 長野県 茅野市仲町15-22 http://www.funclip.co.jp

235 有限会社八剣技研 製造業 長野県 茅野市宮川5893 http://www.yatsurugi.co.jp

236 株式会社岡谷組 建設業 長野県 岡谷市幸町6-6 http://www.okayagumi.co.jp

237 株式会社松本館 飲食店、宿泊業 長野県 松本市丸の内7-39 http://www.mcci.or.jp/www/matukan

238 株式会社マサムラ 卸売・小売業 長野県 松本市深志2-5-24

239 株式会社フォトエボーブ
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市深志2-2-15 http://www.photoevolve.co.jp

240 株式会社ＩＨＩターボ 製造業 長野県 木曽郡大桑村須原1417 http://www.ihi.co.jp/itj

241 社会福祉法人誠心会 医療、福祉 長野県 諏訪郡原村10377-2 http://www.iriss.or.jp

242
有限会社かわかみ建築設
計室

専門・技術サービ
ス業

長野県 塩尻市大字宗賀816-1 http://www.kawakami.org

243
有限会社大和インターナ
ショナル

生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 安曇野市豊科478-3 http://www.info-unjour.com

244 株式会社つばくろ電機 製造業 長野県 北安曇郡松川村5794-296 http://www.tsubakuro.co.jp

245 株式会社パイプのけむり 飲食店、宿泊業 長野県 北安曇郡白馬村北城4403-2 http://www.paipunokemuri.com

246 赤田工業株式会社 製造業 長野県
北安曇郡池田町大字会染
6108-75

http://www.akada.jp

247 株式会社明神館 飲食店、宿泊業 長野県 松本市入山辺8967 http://www.tobira-group.com/myojinkan/



248 社会福祉法人平成会 医療、福祉 長野県 塩尻市宗賀1298-92 http://www.heisei-kai.jp

249
あったか子育て応援住宅
株式会社

建設業 長野県 松本市大手4-8-17 http://attaka-kosodate.co.jp

250 株式会社ＡＩＷＡ匠 建設業 長野県 塩尻市広丘高出1953-3 http://www.aiwa-show.co.jp

251 株式会社山忠 飲食店、宿泊業 長野県 松本市蟻ヶ崎5-1-3

252
株式会社パワーネット・
フィールド

製造業 長野県 塩尻市広丘野村1656-1 http://www.png-pnf.jp

253 株式会社大糸 建設業 長野県 北安曇郡白馬村北城1-15 http://www.oito.co.jp

254 株式会社キタ設備
電気・ガス・熱供
給・水道業

長野県 岡谷市今井52番地4 http://www.kitasetubi.com

255 豊科総合開発株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 安曇野市豊科田沢8186-1 http://www.toyoshinacc.co.jp

256 久保田容器工業株式会社 製造業 長野県 松本市笹賀5960 http://homepage2.nifty.com/kbt/com

257 有限会社穂高パソコン 飲食店、宿泊業 長野県 安曇野市穂高6073-1 http://www.hotakapc.co.jp

258
クレバ―保険企画株式会
社

生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 岡谷市赤羽1-1-35 http://www.tpr-clever.co.jp

259 アルファＰ株式会社 製造業 長野県 松本市筑摩4-1-13 http://www.alpha-pp.co.jp

260
キャッスルコンピュー
ター株式会社

情報通信業 長野県 松本市蟻ヶ崎台17-8-2 http://castlecomputer.co.jp

261 有限会社三和製作所 製造業 長野県 松本市里山辺4509
262 株式会社日邦バルブ 製造業 長野県 松本市笹賀3046 http://www.nippov.co.jp

263 株式会社グローリー 製造業 長野県
上伊那郡南箕輪村的射場
8587

http://kk-glory.co.jp

264 株式会社井上 卸売・小売業 長野県 松本市深志2-3-1 http://www.inouedp.co.jp

265 松本商工会議所
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 松本市中央1-23-1 http://www.mcci.jp

266 税理士法人望月会計
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市城西2-5-12 http://www.mochizuki-kaikei.gr.jp

267 株式会社ダイシン 製造業 長野県 塩尻市片丘今泉9828-15 http://www.kdaishin.com

268
株式会社ピーアンドシー
上島

製造業 長野県
上伊那郡辰野町大字伊那富
4590

http://www.valley.ne.jp/~pandckam

269
アトリエ・エムフォオ株
式会社

製造業 長野県
松本市大字入山辺8961-
1345

http://www.atelier-m4.com

270 株式会社ハローヒート 建設業 長野県 松本市大字島内4279-1 http://www.heat-ht.jp

271 有限会社ラ・フェンネル
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市村井町南2-1-26 http://www.fennel.co.jp

272
株式会社サーキットデザ
イン

製造業 長野県 安曇野市穂高7557-1 http://www.circuitdesign.jp

273
株式会社ロイヤルオート
サービス

卸売・小売業 長野県 松本市庄内3-3-11 http://www.royal-auto.jp

274
野尻トーヨー住器株式会
社

卸売・小売業 長野県 松本市芳川小屋1007 http://homepage3.nifty.com/nojiritfc

275 土屋製工株式会社 製造業 長野県 安曇野市明科七貴6103-1 http://www.mcci.or.jp/www/tcy

276 株式会社住まい工房 建設業 長野県 松本市井川城3-7-27 http://www.sumaikobo.com

277 山口会計事務所
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市島内3688-11 http://tax-yamaguchi.com

278
ヘアークラフトてるてる
ぼーず

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 岡谷市湊5-13-7 http://mobilebeauty.jp/0266231756

279
株式会社オ―ティーマシ
ン

製造業 長野県 松本市大字神林7107-44 http://otmachine.co.jp

280
株式会社コソブ精機工業
舎

製造業 長野県 塩尻市大字片丘9828-19

281
髙山社会保険労務士事務
所

専門・技術サービ
ス業

長野県
北安曇郡池田町大字会染
8443

282 有限会社サトウ 建設業 長野県
上伊那郡辰野町大字伊那富
9199-131

283
長谷川社会保険労務士事
務所

専門・技術サービ
ス業

長野県 松本寿豊丘596

284 株式会社スワラクノス 製造業 長野県 茅野市金沢2971 http://www.raqnos.co.jp

285
社会医療法人城西医療財
団　城西病院

医療、福祉 長野県 松本市城西1-5-16 http://www.shironishi.or.jp

286
トヨタカローラ南信株式
会社

卸売・小売業 長野県 松本市鎌田1-11-22 http://www.tc-nanshin.co.jp



287 有限会社フジ精密工業 製造業 長野県
上伊那郡辰野町大字伊那富
字南原7391-3

http://www.fuji-seimitsu.jp

288 ＰＡＲＩＥＲ（パリ絵）
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 松本市埋橋1-1-12 http://parier.blansyst.net

289
ニッキトライシステム株
式会社

製造業 長野県 松本市神林7107-37 http://www.nicki.co.jp

290 株式会社今井商工 製造業 長野県
岡谷市今井10016番地546
エコ・ファクトリーパーク
湯殿山-2

http://www.imaishoko.co.jp

291 株式会社ユアーテクノ 建設業 長野県 松本市大字和田5511-19 http://yourt.co.jp

292
株式会社伊那自動車教習
所

教育・学習支援業 長野県 伊那市美篶9623-2 http://www.ijk.jp

293 株式会社タキワ 製造業 長野県 松本市波田1291-7 http://www.k-takiwa.com

294 株式会社ヤマサ 製造業 長野県 松本市笹賀7600-22 http://www.s-yamasa.co.jp

295
有限会社ミノルモーター
サービス

卸・小売業 長野県
上伊那郡箕輪町大字中箕輪
9286-4

296
学校法人長野県理容美容
学園

教育・学習支援業 長野県 松本市宮田11-7 http://www.nrbg.ac.jp

297
株式会社オリエンタル物
産

飲食店・宿泊業 長野県
松本市石芝4-7-11　ガーデ
ンハイツオリエンタル1-A

298
株式会社アーキディアッ
ク

建設業 長野県 松本市島立1132-25 http://www.archideach.com

299 株式会社上條器械店 卸・小売業 長野県 松本市笹賀7600-19 http://www.kjm.co.jp
300 有限会社松本精機製作所 製造業 長野県 松本市並柳1-23-3

301 ㈱巴屋
生活関連サービス
業・娯楽業

長野県 松本市平田東2-6-1 http://www.tomoeya-group.co.jp

302 ㈱宮澤機工
製造業、卸売・小
売業

長野県
上伊那郡箕輪町大字中箕輪
11388-1

http://www.miyazawakiko.com

303 伸和テクノス㈱ 製造業 長野県 諏訪郡下諏訪町4611-90 http://www.shinwa-technos.com

304
社会福祉法人雄仁会　介
護老人保健施設のむぎ

医療・福祉 長野県 松本市波田9802-1 http://www.yujin-nomugi.or.jp

305 ㈱倉科鐵工所 建設業 長野県 松本市大字神林3878 http://www.mcci.or.jp/www/kurasina

306 ㈱サンシャインライフ 医療・福祉 長野県 木曽郡大桑村野尻931-1 http://park23.wakwak.com

307 ㈱小松製作所 製造業 長野県
松本市大字今井字松本道
7256-1

http://kmt.jp

308
㈱サイベックコーポレー
ション

製造業 長野県
塩尻市広丘郷原南原1000-
15

http://www.syvec.co.jp

309 カンリウ工業㈱ 製造業 長野県 塩尻市大字広丘野村1526-1 http://www.kanryu.com

310 富士コーポレーション㈱ 卸売・小売業 長野県
東筑摩郡山形村字北竹原
5602-1

http://www.kaguyahime-f.com

311 ㈱矢沢光学 製造業 長野県 諏訪市湖南4124-2

312 諏訪ビルサッシ工業㈱ 製造業 長野県
諏訪郡富士見町落合字南原
山13517-19

313 ㈱長野テクノス 建設業 長野県 松本市大字笹賀7600-15 http://www.n-technos.com

314 ㈲岡田木工 製造業 長野県 塩尻市宗賀547-9

315 株式会社 サングループ 医療、福祉 長野県
北佐久郡御代田町御代田
4108-1430

http://kaigo-san-group.com

316 シードジャパン 株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市長瀬3607 http://www.seed-japan.jp/index.php

317
有限会社 クリエイティブ
セーラ

生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 埴科郡坂城町坂城6433-2

318 Salon de glitter
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 上田市国分1689-4

319 有限会社 原製作所 製造業 長野県 上田市保野248-7 http://www.hara-sss.co.jp/

320 春原建設 株式会社 建設業 長野県 上田市住吉1-7

321
株式会社 ソリューション
パートナーズ

情報通信業 長野県
上田市常田3-15-1　信州大
学繊維学部Fii 603

http://www.soution-partners.co.jp/

322
有限会社 ブラウンエッグ
ファーム

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 佐久市桑山356-1 http://www.chatamaya.com

323 東信日軽 株式会社 卸売・小売業 長野県 北佐久郡立科町山部1518 http://toushinnikkei.net/

324 三矢工業 株式会社 建設業 長野県 北佐久郡立科町芦田2000-1 http://www.mitsuyakogyo.co.jp/

325 日本ハルコン 株式会社 製造業 長野県 佐久市三河田403-5 http://n-halcon.com/



326
社会保険労務私法人 コー
チジャパン

専門・技術サービ
ス業

長野県 上田市常田2-1-7 http://www.cj-smaile.com/

327 株式会社 スティック 製造業 長野県 佐久市中込3671 http://www.alps.or.jp/sakucs/stec/

328 アクロスホーム 株式会社 建設業 長野県 上田市上田原802-5 http://www.across-home.com/

329 有限会社 ウスザワ 卸売・小売業 長野県 上田市上塩尻261 http://www.hanabiyasan.co.jp/

330 昭和樹脂工業 株式会社 製造業 長野県 埴科郡坂城町坂城9444

331
株式会社 フレアオリジナ
ル

製造業 長野県 埴科郡坂城町坂城9439-5

332 株式会社 ホシバ 製造業 長野県 上田市古安曽2248-13 http://www.k-hoshiba.co.jp/

333
くつろぎイタリアン ほの
Bouno

飲食店、宿泊業 長野県 佐久市猿久保780-11

334
株式会社 東信ジャーナル
社

情報通信業 長野県 上田市古里2256-7 http://www.tjournal.co.jp/

335
株式会社 ジェー・ピー・
イー

製造業 長野県 上田市富士山鴻ノ巣2329-1 http://www.jpe2010.com

336 株式会社 沓掛工業 製造業 長野県 上田市吉田289-1 http://www.kutsukake-kogyo.co.jp/

337 株式会社 高山 建設業 長野県 上田市上田原765-1 http://www.kk-takayama.co.jp/

338 株式会社 コトブキ 医療、福祉 長野県 小諸市市790-15 http://kotobuki-group.jp/

339 ナビオ 株式会社 製造業 長野県 佐久市伴野636-4 http://www.navio.jp/

340
有限会社 信州ファーム荻
原

農業・林業 長野県 東御町八重原723

341
株式会社 ジェイ・ファク
トリー

情報通信業 長野県 上田市中之条88-6 http://www.j-factory.com/

342 （有）花の樹 卸売、小売業 山梨県 笛吹市石和町市部977-33 http://www.ehananoki.com

343
ナチュラルグレース
（有）

宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 甲府市上石田2-25-1 http://naturalgrace.com

344 東洋電子工業（株） 製造業 山梨県 甲府市下曽根町2781-1 http://www.toyo-denshi.co.jp

345 ピコピコピーコ（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市中小河原1-14-18 http://www.p-ko.com

346 東信自動車整備工場
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 南都留郡鳴沢村2601

347
（株）エフ・ジェイ
カントリークラブグリー
ンバレー

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 韮崎市穂坂町上今井1849 http://www.cc-greenvalley.com

348 （株）内藤乳販 卸売、小売業 山梨県 甲府市下曽根町3400-7

349 大洋ハウス（株）
不動産業、物品賃
貸業

山梨県 甲府市徳行2-17-11 http://www.taiyo-hs.co.jp/

350 （株）帯金造園 建設業 山梨県 甲府市池田2-11-12 http://www.obikane.co.jp

351
（株）NAIKI 介護セン
ターパートナー

医療・福祉 山梨県 笛吹市石和町唐柏538-2

352 （株）ワイ・シー・シー 情報通信業 山梨県 甲府市飯田3-1-2 http://www.ycc.co.jp
353 中央物産（株） 卸売、小売業 山梨県 中央市流通団地2-4-1
354 （株）三愛印刷 製造業 山梨県 甲府市宝2-9-7 http://www.sanai.info/

355 文光堂印刷㈱
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市西間門６８－１ www.bunkodo,net/

356 富士テクノ㈱ 製造業 静岡県 沼津市足高２９４－２２ www.fujijtechno.co.jp

357 ㈱素肌新館
専門・技術サービ
ス業

静岡県
沼津市寿町１－１ロイヤル
アベニュ１Ｆ

http://www.suhadashinkan.jp/

358 エリアネット㈱ 情報通信業 静岡県 沼津市西沢田３３２

359 ランアンドケントス㈱ 情報通信業 静岡県
三島市文教町１－４８４３
－１

360 HAIR RESORT PLUMERIA
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 御殿場市新橋３０５－９

361 ㈱ハイタック 製造業 静岡県 沼津市松長４４３－１ http://hi-tak.co.jp

362 伊豆総業㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 三島市八反畑８５－３

363 ㈱ネクシオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 三島市大宮町3丁目2-12

364 富士鋼販㈱ 製造業 静岡県 沼津市足高２９４－３８

365 ㈲望月工業所 製造業 静岡県
沼津市足高尾上３９６－１
０１

366 ㈱ダブルコネクト 飲食店、宿泊業 静岡県 沼津市錦町１－２０



367 ㈱アリエス
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県
沼津市杉崎町13-32奈良橋
ビル２F

368 （福）函要会 医療、福祉 静岡県
田方郡函南町仁田２８４－
５

http://j-depo.com/kaigo/jobs/

369 ㈱ＮＩＷ
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市下香貫３０７０－２

370 ㈲まるよし 卸売・小売業 静岡県 沼津市高島町１５－３

371 大橋税理士事務所
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市柳町１－６６ http://www.ohashi-tax.jp/

372 江橋工業㈱ 製造業 静岡県 裾野市桃園５２－７５ http://www.e-shops.jp/local/nsh/6505044005.html

373 栄和化学工業（株） 製造業 静岡県 沼津市青野５２４－１

374
（株）ダイテックジャパ
ン

製造業 静岡県 沼津市大平６６７－１

375 エスプラネット（株） 情報通信業 静岡県 沼津市東椎路６７３

376 ㈲スルガ機設　ヒスイ館
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 富士市松本304-3 www.mail-hisui.jp/

377 ㈱小林製作所 製造業 静岡県 富士市水戸島2丁目1番1号 www.kobayashieng.co.jp

378 ㈲アイ・プランニング 情報通信業 静岡県 富士市中里1066-1 www.iplan-inc.com
379 ㈲ひと津 卸売・小売業 静岡県 富士市柚木74-5 www.orangepot.net

380 (有)空間工房　匠屋 建設業 静岡県
富士宮市万野原新田３３２
２－１１－１

http://www.takumiya.info/

381 富士かじま児童クラブ 教育、学習支援業 静岡県 富士市本市場273-5
382 (同)プランプラン 医療、福祉 岐阜県 安八郡安八町大森２７７

383
ＷＨＩＴＥ　ＢＥＡＲ
(株)

農業・林業 岐阜県
美濃加茂市中富町２－６－
２２

http://www.old-rose.jp

384 （有）大光塗装
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市日野東６－１４－１
２

385
(株)クリエイティブス
ペース

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 羽島郡笠松町米野３３４６ http://c-s-i.jp

386 (株)山文トムソン 製造業 岐阜県
土岐市泉町上林寺８３９－
１７

http://yamabun-t.co.jp

387 ㈱建築情報センター
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市西区名駅2丁目23-
14　VIA141　211号

http://www.kjcenter.jp

388 ㈲わこう 医療・福祉 愛知県
愛知郡東郷町三ツ池一丁目
13番地16

389 にわやま労務管理事務所
専門・技術サービ
ス業

愛知県 瀬戸市ゆりの台28

390 ㈲アイディック
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市天白区原3丁目304
番地1

http://www.i-deak.jp

391
特定非営利活動法人宅老
所　はじめのいっぽ

医療・福祉 愛知県
名古屋市中村区藤江町3-
41-1

392 ㈲石塚機械設計事務所 製造業 愛知県
名古屋市瑞穂区柳ｹ枝町2-
56

http://www.ishiz.co.jp

393 スリーオースリー㈱
その他のサービス
業

岐阜県 可児市東帷子260－4

394 ㈱豊建 建設業 愛知県
名古屋市熱田区伝馬町2丁
目16-15

http://www.kk-toyoken.co.jp/

395 ㈱東部テクノ 建設業 愛知県
名古屋市名東区猪子石原2-
102-1

http://toubu-techno.co.jp

396
パートナーズオフィス小
野事務所

専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市昭和区塩付通1-
12-4

http://www.ngypssg.com

397
社会保険労務士ごとう事
務所

専門・技術サービ
ス業

愛知県 一宮市九品町3-26-3 http://www.sr-goto.com

398 グランジュッテ㈱ 建設業 愛知県 一宮市猿海道1丁目9番20号 http://www.pa-du-due.jp/

399 ㈱インビリティー 情報通信業 愛知県
名古屋市中区栄2-5-13　ア
イセスビル4F

http://inbility.co.jp

400 ㈱知多環境保全センター
その他のサービス
業

愛知県 知多郡南知多町内海中添88

401 ㈲エルハス
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 名古屋市南区鳥栖2-10-19

402 フロンティア会計事務所
専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市中区錦3-6-35名古
屋郵船ビルディング7階

http://www.frontier-ac.com

403 ㈱Ｋｏａｃｈ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 名古屋市中区栄3-25-39



404 ㈱ネクスト 製造業 愛知県
豊橋市大岩町字小山塚７７
－１

http://www.next-craft.com

405
浜島防災システム株式会
社

建設業 愛知県 豊川市牛久保町常盤18-3 http://www.hamajimabousai.co.jp

406 株式会社青山製作所 製造業 愛知県 豊川市一宮町宮前149 http://www.aoyamass.co.jp

407 東宝製パン有限会社 製造業 愛知県 豊川市御津町西方源農1-5

408 中央通り法律事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 豊川市中央通2-13 http://www.chuo-dori.com

409 島陶歯工業所 製造業 愛知県 春日井市勝川町1-3-3

410 あいち労災
専門・技術サービ
ス業

愛知県
春日井市八田町1-13-11ス
タンダード2Ｆ

http://www.aichi6031.com

411
㈱オフィスアサイ（中部
事務機再販）

卸売・小売業 愛知県 小牧市堀の内5-136 http://www.usedoa.jp

412
一般財団法人　地球子ど
も村

教育、学習支援業 愛知県 小牧市岩崎18-1 http://www.child-village.jp

413
㈱コーパスコーポレー
ション

サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
春日井市鳥居松町4-122王
子不動産名古屋ビルB1

414 大橋運輸㈱ 運輸業 愛知県 瀬戸市西松山町2-260
415 木野瀬印刷㈱ 製造業 愛知県 春日井市西本町3-235
416 ㈲旭電器 製造業 愛知県 瀬戸市上水野町513-1
417 ㈱Ｖ－ＨＡＮＤＳ 飲食店、宿泊業 愛知県 春日井市柏原町1-18
418 ㈱メタルテック 製造業 愛知県 小牧市村中唐曽1418 http://www.metaltech-ltd.jp

419 ㈱三河屋 卸売・小売業 愛知県
小牧市間々原新田下新池
987

http://biglive.jp

420 ㈱ツリービレッジ 卸売・小売業 愛知県 名古屋市緑区六田2-269 http://www.treevillage.biz

421 三上税理士法人
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
春日井市勝川町4-170パー
クサイドハイツ1Ｆ

http://www.taxer.info

422 ㈲東海オーエーシステム 卸売・小売業 愛知県 春日井市町屋町3769
423 前田鐵鋼㈱ 製造業 愛知県 春日井市東野町5-25-1 http://maeda-steel.jp

424 ㈱みすゞ捺染 製造業 愛知県
名古屋市西区中小田井4-
141

http://www.t-misuzu.print-misuzu.com

425 ㈲大一
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 春日井市二子町2-6-21 http://www.daiichi-sec.com

426 ㈲ヒデショウ 飲食店、宿泊業 愛知県
小牧市東新町53シャトー小
牧302

427 ㈱オオシマ 製造業 愛知県 春日井市長塚町2-13
428 ユーアイ精機㈱ 製造業 愛知県 尾張旭市庄中町2-13-12
429 ㈱霞仙 製造業 愛知県 瀬戸市赤津町71

430
active　body　care　も
もい

専門・技術サービ
ス業

愛知県
瀬戸市東横山町48ﾊﾟﾚｽ新瀬
戸1F

http://www.abc-momoi.com

431 ㈲加藤石材 医療、福祉 愛知県 瀬戸市陶原町3-23 http://www.katoh-sekizai.co.jp

432
太平化学産業㈱春日井工
場

製造業 愛知県 春日井市坂下町6-760

433 ㈱ハートスタッフ 卸売・小売業 愛知県 小牧市小牧626

434 ㈲中村電機
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 春日井市鳥居松町1-63

435 ㈱峯村金型 製造業 愛知県 小牧市入鹿出新田732
436 ㈱セレス 医療、福祉 愛知県 春日井市気噴町3-13-5
437 ㈱菱田紙器 製造業 愛知県 瀬戸市上水野町134
438 ㈱エスライフ 医療、福祉 愛知県 春日井市如意申町8-5-13
439 アマノ工芸㈱ 製造業 愛知県 犬山市橋爪1-12-5
440 ㈱犬の家 卸売・小売業 愛知県 春日井市大泉寺町292-342 http://dognoie.com
441 マツダ化工㈱ 製造業 愛知県 春日井市桃山町3-42-3 http://www.matsudakakou.co.jp

442 トウメイ保安㈱ 製造業 愛知県 春日井市桃山町2-407 http://s-toumei.jp
443 水野接骨院㈱ 医療、福祉 愛知県 瀬戸市松原町1-2

444 ㈲ＬＡＢＯ’Ｓ
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
春日井市六軒屋町4-1長縄
ビル3Ｆ

http://bodylabo.p

445 ㈲共和フーズ 飲食店、宿泊業 愛知県 尾張旭市南本地ケ原町1-37

446 ㈱Ｈ・Ｓ・Ｅlec
専門・技術サービ
ス業

愛知県 小牧市常普請1-135



447 ㈱カチガワ
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 稲口町1-12-4 http://www.cerezo.vc

448 春日井化工㈱ 製造業 愛知県 春日井市美濃町3-236
449 ㈱EAT 飲食店、宿泊業 愛知県 春日井市鳥居松町2-15

450 ㈱アローエム 建設業 愛知県
春日井市上田楽町字天王地
2389-1

http://arrow-m.co.jp/

451 ㈱東海商販 卸売・小売業 愛知県 春日井市白山町5-23-9 http://www.urethane-assou.com/

452 株式会社　大杉型紙工業 製造業 三重県
三重県鈴鹿市白子３－８－
６

http://www.osugi.co.jp

453 山路工業　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市新正４－１
６－１６

http://www.yamaji-tec.co.jp

454 東電工業　株式会社 建設業 三重県
三重県四日市市松寺１丁目
５番２９号

455 株式会社　ミエスレート 製造業 三重県
三重県四日市市生桑町９４
５番地

http://www.mieslate.com

456 社会福祉法人　有徳会 医療、福祉 三重県
三重県松阪市久保町１８５
５－１１３

http://www.yu-toku.jp

457
有限会社　ウエルフェア
三重

医療、福祉 三重県
三重県伊勢市黒瀬町８６５
番地１

http://www.welfare-mie.jp

458 株式会社　ウエルフェア 医療、福祉 三重県
三重県伊勢市黒瀬町８６５
番地１

http://www.welfare-mie.jp

459
Ｊｅｊｅ　ｈａｉｒ　ｍ
ａｋｅ

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市日永西３－
９－１

460
カツラヤマ社会保険労務
士事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県員弁郡東員町八幡新
田１７４－１

461
ユーユーハウス　株式会
社

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市智積町３２
１９番地

462
守安心保険サポート　株
式会社

金融・保険業 三重県
三重県名張市富貴ヶ丘６番
町１８２番地

463
株式会社　プラトンホテ
ル

飲食店、宿泊業 三重県
三重県四日市市西新地７番
３号

http://www.platon-hotel.co.jp

464
うま屋ラーメン四日市日
永カヨー店

飲食店、宿泊業 三重県
三重県四日市市日永４丁目
２－４１カヨーＳＣ別館

465 株式会社ゴーリキ 製造業 三重県
三重県伊勢市大湊町１１２
５番地１０

http://www.goriki.jp

466
株式会社　辻プロテック
工業

製造業 三重県
三重県鈴鹿市東庄内町３９
０５

http://tsujipro.jp/inquiry.html

467 株式会社　日本メディア 建設業 三重県
三重県四日市市西山町７５
９９－３

http://www.nihon-media.com

468 株式会社　ピシーズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市茂福町６番
１４号

http://www.pisces.co.jp/

469 株式会社　磯部工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県桑名市長島町出口２
００－１２

470 有限会社　廣瀬製作所 製造業 三重県
三重県いなべ市員弁町大泉
１７４５番地２

471
シィ・エイチ・ケイ　株
式会社

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市十七軒町１
２－１８

472
株式会社　ＴＤエンジニ
ア

情報通信業 三重県
三重県いなべ市北勢町麻生
田３４７０

473 有限会社　清水塗装工業 建設業 三重県
三重県四日市市楠町北一色
４５２－５

http://nttbj.itp.ne.jp/0593975431/

474
有限会社　ノーティー
ボーイ

卸売・小売業 三重県
三重県四日市市久保田町一
丁目４番４０号

http://naughty-boy.jp/

475 田中林業　株式会社 農業・林業 三重県
三重県松阪市飯高町波瀬２
１３

http://www.tanaka-forestry.jp

476 森下弁柄工業　株式会社 製造業 三重県
三重県伊賀市四十九町２３
９７

http://morishita-bengara.co.jp

477
株式会社　マイクロキャ
ビン

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市芝田１丁目
１１番１３号

http://www.microcabin.co.jp

478 株式会社　豊神堂 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市松本３丁目
１２－１７

http://hoshindo.biz



479 株式会社　たまや 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市日永５丁目
１２－１３

http://www.tamaya-group.jp

480 株式会社　アベックス 建設業 三重県
三重県桑名市柳原１２１－
１

http://clsp.co.jp

481 海住工業 建設業 三重県
三重県四日市市茂福町９－
２７

http://www.kaiju-kougyou.com

482 美人冠
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市追分２丁目
５－５

http://www.bijinkan.jp

483 有限会社　出口鉄工所 製造業 三重県
三重県いなべ市北勢町垣内
４４７

484 瀬古工業　株式会社 製造業 三重県
三重県桑名市大字東方３８
８番地

485
特定非営利活動法人チャ
レンジ　　　　　スクー
ル三重

教育、学習支援業 三重県
三重県松阪市嬉野町１４３
０

http://www.chmie.jp

486
ヤカタ工業株式会社（川
越自動車学校）

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県三重郡川越町豊田一
色５２２番地

http://www.kawagoe-ds.co.jp

487 株式会社　あっとほーむ
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県員弁郡東員町笹尾西
二丁目２５番６

488
税理士法人　決断サポー
ト

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市堀木二丁目
１番１号

http://ketudan-sapport.jp

489
法律事務所　決断サポー
ト

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市堀木二丁目
１番１号

http://ketudan-sapport.jp

490
司法書士事務所　決断サ
ポート

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市堀木二丁目
１番１号

http://ketudan-sapport.jp

491 株式会社　決断サポート
専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市堀木二丁目
１番１号

http://ketudan-sapport.jp

492
社会保険労務士事務所
決断サポート

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市堀木二丁目
１番１号

http://ketudan-sapport.jp

493
特定非営利活動法人　す
ずか希望の里

医療、福祉 三重県
三重県鈴鹿市道伯町２４０
３番地

http://business4.plala.or.jp/kibou08

494 株式会社　ＫＲＥＳＴ 建設業 三重県
三重県四日市市西坂部町２
０１７－１５

495 株式会社　ナベカ 製造業 三重県
三重県亀山市能褒野町４７
－４７

http://www.nabeka.co.jp

496 有限会社　竹田工業所 建設業 三重県
三重県鳥羽市大明西町２４
－１４

497
木津中小企業診断士・Ｆ
Ｐ事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県名張市蔵持町原出１
７２０－１佳千ビル５０５

498 高砂建設　株式会社 建設業 三重県
三重県四日市市高砂町８－
２９

http://www.takasago-const.jp

499 有限会社　なかよし 医療、福祉 三重県
三重県鈴鹿市庄野共進１丁
目４番３号

500 有限会社　ムコウ 製造業 三重県
三重県鈴鹿市平田町本町１
丁目５番１５号

501 有限会社　ケアフィット 医療、福祉 三重県
三重県度会郡玉城町井倉１
１５－２

http://www.care-fit.com

502 有限会社　金光鉄工所 製造業 三重県
三重県いなべ市員弁町平古
２２０－１

503 株式会社 ささや 飲食店、宿泊業 長野県 上田市中央2-15-12 http://www.uedasasaya.com/

504
有限会社 いきいきワーク
佐久

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 佐久市中込2976-4 http://www.sakucci.or.jp/ikiiki/

505 かねろくDESIGN 株式会社 卸売・小売業 長野県 上田市仁古田611
506 有限会社 藤本 製造業 長野県 上田市常田2-27-17 http://ueda-fujimoto.jp/

507
エコシンフォニー 株式会
社

卸売・小売業 長野県
上田市常田3-15-1　信州大
学繊維学部AREC14号室

http://ecosymphony.com/

508 株式会社 イーエムワイ 製造業 長野県 佐久市下越132-5 http://www.emy-net.com/

509 有限会社 玉井フルーツ店 製造業 長野県 上田市中央2-6-5 http://tamaifruit.com/

510 株式会社 エム・ジェイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市吉田258-4 http://mj-k.jp/



511
株式会社 白糸ハイランド
ウェイ

運輸業 長野県
北佐久郡軽井沢町軽井沢東
10-24

http://www.karuizawa-shw.com/

512 特定非営利活動法人 四季 医療、福祉 長野県 北佐久郡軽井沢町長倉785 http://www.shiki-karuizawa.org/

513
特定非営利活動法人 ス
ポーツコミュニティー軽
井沢クラブ

教育、学習支援業 長野県
北佐久郡軽井沢町長倉332-
4

http://www.karuizawaclub.ne.jp/

514
カミーユ高原社労士事務
所

専門・技術サービ
ス業

長野県
佐久郡軽井沢町軽井沢
1065-4-203

515 株式会社 丸信製作所 製造業 長野県 佐久市根岸3561 http://www.sakums.co.jp/

516 株式会社 日本金属化工所 製造業 長野県 佐久市塩名田1068 http://www.nikkin-nagano.co.jp/

517 信輝美装 建設業 長野県 上田市上田原746-10

518 株式会社 プロシード 金融・保険業 長野県
上田市諏訪形5-1　豊成ビ
ル4F

http://www/proceed.biz/

519 有限会社 中島タタミ店 製造業 長野県 佐久市岩村田4496-5 http://www.nakajima-tatami.com/

520 原田会計事務所
専門・技術サービ
ス業

長野県
佐久市長土呂1243-1　WRビ
ル２F

http://hrd.gfe-consulting.co.jp/

521 社会福祉法人ハーモニー 医療、福祉 長野県 松本市大字島内4064-2 http://www.harmony-matsumoto.or.jp

522 ㈱プラルト 製造業 長野県 松本市大字笹賀5985 http://www.prart.co.jp

523 ㈱鬨一精機 製造業 長野県 松本市大字和田4020-8

524 ㈱興和自動車興業
専門・技術サービ
ス業

長野県 諏訪市杉菜池1918-3 http://www.kowa-group.co.jp

525 ㈱高原社 農業・林業 長野県 松本市元町1-2-1 http://www.kougensha.com

526 養護老人ホーム温心寮
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 松本市大字波田6857

527 エクセレントライフ㈱ 医療、福祉 長野県 茅野市北山5513-159 http://www.excellent-life.ecweb.jp

528 ㈱あづさ総合保険 金融・保険業 長野県 松本市両島6-3 http://www.tmn-agent.com/ADUSA/

529 ㈲インフィデント
専門・技術サービ
ス業

長野県 塩尻市広丘野村1286-3 http://www.infi-dent.com

530 ㈱バイタル 運輸業 長野県 安曇野市豊科176-8
531 赤羽工機㈲ 製造業 長野県 塩尻市大字広丘野村61-3
532 花村産業㈱ 卸売・小売業 長野県 松本市市場5-26 http://www.hanamurasangyo.co.jp

533 信州ビバレッジ㈱ 製造業 長野県 松本市大字今井字中道6691 http://www.shinshu-beverage.co.jp

534 日本ハイコム㈱ 製造業 長野県 塩尻市北小野4724 http://www.hcom.co.jp

535 ㈲ウォーム・ハート
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市出川2-21-22 http://www.w-h.jp

536 ㈲F・H・A
専門・技術サービ
ス業

長野県 安曇野市豊科高家3807-1 http://www.matsuaz.biz/fha-tsukama/

537 コアーテック㈱ 建設業 長野県 塩尻市大門60-3 http://www.corrtec.co.jp

538 ㈱丸山タイヤ
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市大字島立886 http://www.mcci.or.jp/www/mrtaiyam

539 諏訪交通㈱
運輸業、医療・福
祉

長野県 諏訪市四賀武津103-6 http://www.suwakotsu.com

540 ㈱スヰト 飲食店・宿泊業 長野県 松本市大手4-2-12 http://www.sweet-bakery.co.jp

541 社会福祉法人こころ 医療・福祉 長野県 諏訪市高島3-1300-1 http://kokoro5560.or.jp

542
グローバルトレーディン
グ㈱

卸・小売業 長野県
諏訪郡原村14862-2　日本
電産ロジステック内

http://www.minimoto.jp

543 ㈱ホテル玉の湯 飲食店・宿泊業 長野県 松本市浅間温泉1-28-16 http://www.asama-tamanoyu.co.jp

544
㈱ソーシャル・ネット
ワーク

医療・福祉 長野県 塩尻市広丘高出2007-5 http://www.with-net-5.co.jp

545 ㈲杉浦自動車
専門・技術 サービ
ス業

長野県 松本市寿北7-2-30 http://www.muu-com.com

546 ㈲オフィスケイ 製造業 長野県
上伊那郡箕輪町大字東箕輪
4970-2

http://officek-nagano.jp

547 ㈱アドライズ 製造業 長野県 岡谷市今井1808-1 http://www.adrise.jp

548 穂高カントリー㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 安曇野市穂高牧2195 http://www.hotakacc.co.jp

549 ㈱ダイソー 建設業 長野県 松本市大字島立810-1 http://www.protimes-matsumoto.jp

550 有限会社 長野電設 建設業 長野県 上田市常磐城2247-2

551
株式会社 フジカーランド
上田

卸売・小売業 長野県 上田市古里150-1 http://www.fujicar.info/

552 (有)共進製作所 静岡県 清水町伏見３７８－１

553 ランアンドケントス㈱ 静岡県
三島市文教町１－４８４３
－１

554 (有)常盤木羊羹店 静岡県 熱海市銀座町9-1
555 三色　　高田一真 静岡県 裾野市伊豆島田380-1



556 ㈲エステクアート美容室 静岡県
駿東郡清水町徳倉４３７－
７

557 ㈱藤巻製作所 静岡県 沼津市大岡９８９－６
558 ㈱三有 静岡県 沼津市西沢田１４５－1

559 ㈲小川木工所 静岡県
駿東郡清水町伏見８０９－
４

560 (有)共進製作所 静岡県 清水町伏見３７８－１

561 ランアンドケントス㈱ 静岡県
三島市文教町１－４８４３
－１

562 (有)常盤木羊羹店 静岡県 熱海市銀座町9-1
563 三色　　高田一真 静岡県 裾野市伊豆島田380-1

564 ㈲エステクアート美容室 静岡県
駿東郡清水町徳倉４３７－
７

565 ㈱藤巻製作所 静岡県 沼津市大岡９８９－６
566 ㈱三有 静岡県 沼津市西沢田１４５－1

567 ㈲小川木工所 静岡県
駿東郡清水町伏見８０９－
４

568
社会福祉法人御山会　み
ずほ在宅複合ケアセン
ター

医療、福祉 静岡県 富士市瓜島町173-1 www.mizuhocare.or.jp

569 ㈱マルモ製作所 製造業 静岡県 富士市五貫島1297-7 www.marumo-ss.co.jp/
570 ㈱富士ホンダ 卸売・小売業 静岡県 富士市依田橋770-1 www.hondacars-fujihigashi.co.jp

571
特定非営利活動法人
ファインケア

医療、福祉 静岡県 富士市今泉2-1-3

572 ㈱ＤＳ・ＭＡＲＵＭＡＮ 製造業 静岡県 富士市宮下114-9 www.ds-maruman.com

573 市川美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 富士市今泉1-12-14 www.ibs-hair.com

574 ㈱アリエ 製造業 静岡県 富士宮市外神東町６２番 www.arie.jp/index.html

575 ㈱プランニング富士
専門・技術サービ
ス業

静岡県 富士市日之出町86番地 www.planningfuji.jp/

576 はと観光交通(株) 運輸業 岐阜県
高山市名田町５－９５－１
６

577
パート-ナーズ・オフィス
小野事務所

専門・技術サービ
ス業

愛知県
名古屋市昭和区塩付通１－
１２－４

http://ngypssg.com

578 こころ労務応援センター
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
あま市七宝町安松下屋敷２
１２６－１

http://kokoro-sr.jp

579 ひまわり事務所
その他のサービス
業

岐阜県 岐阜市湊町４８ http://ido.gyosei.or.jp

580
（医）髙佳会　ぎふデン
タルフォレスト

医療、福祉 岐阜県
岐阜市伊奈波通３－１２－
５

581 大熊商店 卸売・小売業 岐阜県 岐阜市伊吹町２－９

582 ヒラタ産業（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市矢島町２－６１ http://ad-fonte.jp

583
ヨツハシ社会保険労務士
事務所

専門･技術サービス
業

岐阜県
岐阜市朝日町１－２西塚ビ
ル３F

584 名岐広報（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市戎町４－１９－２

585 コアデザイン研究所
その他のサービス
業

岐阜県
岐阜市市ノ坪町４－１８－
６

586 （株）Growing 医療、福祉 岐阜県
岐阜市五坪１－１－８－３
０７

587
(有)アシス．ワン（グラ
サヴォーグ岐阜店）

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市長旗町２－２ http://www.acsis-one.co.jp

588
ミユキデザイン一級建築
士事務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市美殿町１７まちでつ
くるビル４F

589 （株）MGM
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市岩地１－１０－１３

590 トーエー社 建設業 岐阜県 岐阜市岩地３－４－１７
591 個別指導のウイング 教育・学習支援業 岐阜県 岐阜市長森本町２－１－２
592 リベラ（有） 製造業 岐阜県 岐阜市東中島２－１４－４
593 （有）AKメンテナンス 建設業 岐阜県 岐阜市細畑２－５－１０



594
伏屋社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市南鶉４－４７ http://fuseya.co.jp

595 （有）信田鈑金 建設業 岐阜県 岐阜市西川手７－９６－１
596 エンヤ繊維（株） 製造業 岐阜県 岐阜市茜部大野２－１３４

597 （株）ERG
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市茜部新所３－２５０ http://www.feinauto.com

598
（株）岐阜長良スロー
フード

製造業 岐阜県 岐阜市境川５－１４１

599 （株）ステージ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市東鶉３－１１５

600
エステティックサロン
アリュウル

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
岐阜市東鶉４－３６　ピー
チピット１０１

http://www.allure-company.com/index.html

601 （株）ＧＬＣ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 岐阜市西鶉１－５６－１

602 クラック 卸売・小売業 岐阜県
岐阜市北鶉３－２９－１０
５

603
（株）アシストエンジニ
ア

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市都通４－１１　アシ
ストHDビル５F

http://www.assist-now.com

604 （株）セ・レフィーナ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 岐阜市都通５－１７－１

605 （株）山高商事 卸売・小売業 岐阜県 岐阜市鹿島町６－２６－２

606
（社）全国福祉勤労支援
機構

複合サービス事業 岐阜県
岐阜市六条東１－１０－１
４

http://jwl.or.jp

607 （株）リープ
その他のサービス
業

岐阜県
岐阜市六条東１－１０－１
４

http://a-biz.jp

608 (株)セキュリティー
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市六条江東３－１－７

609
(株)ダブルエックスデベ
ロップメント

製造業 岐阜県 岐阜市本荘西３－８

610
稲葉社会保険労務士事務
所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市本荘西４－１２８

611 （株）ウィッシュ 金融・保険業 岐阜県 岐阜市本荘西４－１２８ http://wishu-jp.com/

612 社会保険労務士法人NEXT
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市本荘中ノ町１－１－
１

http://next-zei.jp/sharoushi/

613 （株）テクノインパルス
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市本荘中ノ町９－１０ http://www.t-inpulse.com

614 （株）ラボーナ 情報通信業 岐阜県 岐阜市宇佐東町１－６－２ http://rabona.jp

615 (株)岐垣サービス
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市宇佐南２－２－１

616 サンエース（株） 製造業 岐阜県 岐阜市敷島町４－１４－３

617 レイフィールド(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
岐阜市敷島町７－７　レイ
ビル２F

http://www.rayfield.jp

618 ㈱ギフトセンターかさい 小売業 岐阜県 岐阜市敷島８－４９

619
（株）シビル・デザイ
ン・ツーワン

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市薮田東１－６－８

620 山形総合研究所
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市藪田南１－１１－１
２　水産会館３F

621 （株）G-VEG
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市薮田南３－１３－２
２Y・Sトラストビル２－A

http://www.g-vec.jp

622
（株）岐阜イエローハッ
ト

卸売・小売業 岐阜県 岐阜市下奈良２－１４－６ http://www.gifu-yellowhat.jp

623 (株)ビル管理システム
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市下奈良３－６－１９ http://www.bks2111.com

624
谷口労務経営コンサルタ
ント

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
羽島郡岐南町八剣北４－１
１０　奥田ビル７F

625
まぶちじゅん子社会保険
労務士事務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市生田町７

626
げんき社会保険労務士事
務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市加納清水町１－１４
－１

http://genki-sr.com

627 山崎行政書士事務所
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市加納清水町１－１４
－１



628 ティエラーク（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
岐阜市加納清水町３－１４
レジデンス３５　３F

629 （株）アドバンス経営
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市加納新本町４－４

630
（特非）ウエルビーイン
グ

医療、福祉 岐阜県 岐阜市城東通４－２９

631
（株）コアフィール　ク
ローリ

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市加納青藤町２－１－
７

632 堀経営会計
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市加納新本町３－１－
１　SPAZIO　１F

http://sapura-tax.com

633
大道寺社会保険労務士事
務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市加納三笠町２－２０
－３０１

634
わに行政書士・社会保険
労務士事務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市佐久間町１佐久間ビ
ル２F南

635 古池縫製（株） 製造業 岐阜県 岐阜市梅河町３－１２

636
（株）ケイ・プランニン
グ

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市金町７－１３

637 （株）エフズアクセス 情報通信業 岐阜県 岐阜市吉野町６－１４ http://www.fs-access.com

638 望夢英語寺子屋(有) 教育、学習支援業 岐阜県 岐阜市金宝町２－１－１ http://www.teragoya.net

639 学校法人　まこと学園 教育、学習支援業 岐阜県 岐阜市橋本町１－１０－１ http://www.berufort.ac.jp

640 梁山泊薬局鍼灸院 医療・福祉 岐阜県 岐阜市神室町５－１４ http://www.kiti.hi-ho.ne.jp/ryozanpaku/

641 ループヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
岐阜市鏡島南１－１１－３
３

http://www.loop-gifu.info

642
パソコンスクール　テル
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 瑞穂市別府７２２－６

643 株式会社　ヤマセイ愛北 製造業 岐阜県 瑞穂市稲里127-8
644 岐セン（株） 製造業 岐阜県 瑞穂市牛牧７５８ http://www.gisen.co.jp/

645 ㈱大日本警備保障
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 瑞穂市本田1044番地

646 （株）ワンステップ 卸売・小売業 岐阜県 本巣市仏生寺９０２
647 森松工業（株） 製造業 岐阜県 本巣市見延１４３０－８

648 （株）介護社希望が丘
その他のサービス
業

岐阜県 本巣市七五三７０９－１

649 向伸学館 教育、学習支援業 岐阜県 本巣郡北方町平成７－２ http://www.pcc-ui.com/

650 (株)チェックハウス 建設業 岐阜県
揖斐郡大野町大字黒野１７
２３－１

http://checkhouse.net/

651 株式会社　歩設計
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市黒野南３－８０ http://ayumusekkei.com

652 東邦化学工業（株） 製造業 岐阜県 山県市高富１０９
653 東海銑鉄（株） 製造業 岐阜県 山県市赤尾６４１－１ http://www.tokai-sentetsu.co.jp

654 藤吉経営マネジメント
その他のサービス
業

岐阜県 山県市松尾１３０－１５

655 有限会社　水専 建設業 岐阜県 岐阜市太郎丸中島183-3 http://mizusen.com/
656 株式会社　タイメック 製造業 岐阜県 関市武芸川町八幡７－１ http://www.timec-g.jp

657 （株）井藤製作所 製造業 岐阜県
関市武芸川町八幡１４０－
１

658 マルセロ行政書士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市加野１－２８－９ http://www.b-mall.ne.jp/CompanyDetail-LYbqCQdsLUkv.aspx

659 （有）光陽
その他のサービス
業

岐阜県
岐阜市大洞柏台１－３－１
７

660 (有)銅山 教育・学習支援業 岐阜県 岐阜市大洞柏台３－１７ http://mm.visia.jp/dozan/

661 Nail　salon　Li-fra
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市芥見長山１－３０４
－４　アドリアーノ長山
G

http://www.li-fa.com/

662
ulus hair(ウルスヘ
アー）

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 関市下有知１２１２－８

663 (有)後藤車体
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 関市栄町５－１－５

664 （有）アテインムライ 建設業 岐阜県
加茂郡富加町羽生１４５９
－６

http://www.atein.co.jp

665 （株）ラフタ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 美濃市下河和３７２ http://www.lafta.co.jp



666 （株）天野工業 製造業 岐阜県 美濃市松森３８２－１
667 丸喜石油(株) 卸売・小売業 岐阜県 美濃市極楽寺３３１－１ http://www17.ocn.ne.jp~maruki/

668 （株）三協製作所 製造業 岐阜県 美濃市片知８１－１
669 (株)はらく 卸売・小売業 岐阜県 関市肥田瀬３６６４－２ www.rakuten.co.jp/hamonoichiba/

670 長谷川刃物(株) 製造業 岐阜県 関市肥田瀬３６６４－２ http://www.canary.jp
671 福田刃物工業　株式会社 製造業 岐阜県 関市小屋名３５３ http://www.fukuda-web.co.jp/

672 株式会社　深見製作所 製造業 岐阜県 関市山田１１２１－１ http://www.fukami-s.co.jp/

673
土地家屋調査士　山田昌
幸事務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
関市津保川台２－１９－１
１

674 あおぞら事務所
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 関市側島４０４－６ http://www.aozora-office.net/

675
掛布社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 関市古屋敷町１０－５

676 (有)森信建設 建設業 岐阜県
郡上市八幡町五町１－８－
１

677
(株)ハルカインターナ
ショナル

製造業 岐阜県 郡上市和良町横野９１９

678 （有）和良工業 製造業 岐阜県 郡上市和良町方須３０１

679 (株)テクアス
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 羽島郡岐南町伏屋５－４１ http://www.techas.co.jp

680 （株）デザインラボ 建設業 岐阜県
各務原市川島小網町２１４
６－４２

http://www.desinglab.co.jp

681 ㈲　みのーテント 製造業 岐阜県 羽島郡笠松町江川１７３
682 ㈱　ノーベル 製造業 岐阜県 羽島郡笠松町西金池町100
683 村上製麩（株） 製造業 岐阜県 羽島郡笠松町北及１５３４

684 ㈱中村工業 製造業 岐阜県
羽島郡笠松町門間　556番
地

685 北川自動車（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市大脇１－６７－１

686 (有)ヒキソイル 建設業 岐阜県 岐阜市茶屋新田３－１０１

687 川崎設計室
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 羽島市新生町1丁目50番地

688 （合資）タクティック 製造業 岐阜県
羽島市正木町上大浦３－６
２

689 （有）キット・プラン
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
羽島市正木町大浦　2975番
地

690 永田シーリング 建設業 岐阜県 羽島市正木町新井９３２

691 ㈱　アビーム 卸売・小売業 岐阜県
羽島市正木町曲利６４６番
地１

692 ㈱　ワコウ 製造業 岐阜県
羽島市正木町曲利６４７番
地２

693 (有)サンシャイン 医療、福祉 岐阜県
羽島市正木町不破一色３０
５

694
（特定）岐阜羽島ボラン
ティア協会

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
羽島市竹鼻町狐穴　719番
地1

695 (有)礎
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
羽島市竹鼻町狐穴３９２－
２

696 尚設備 建設業 岐阜県
羽島市竹鼻町飯柄２８５－
１

697 ㈱アピアーズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
羽島市竹鼻町飯柄　337番
地１

698 渡辺鉄工所
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県
羽島市江吉良町１４５４－
１

699 大同印刷　㈱ 製造業 岐阜県 羽島市竹鼻町３２１４

700 エコノロジー・ジャパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
羽島市福寿町本郷１４８８
－１０２

http://www.econology-japan.com

701 ㈱東美
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
羽島市福寿町平方１１－８
０

702 (株)羽島クレソンの里 医療・福祉 岐阜県
羽島市小熊町２－４３４－
３

703 （株）オーティーワーク 製造業 岐阜県 羽島市小熊町２－６０６
704 （社福）はしま 寿光苑 医療、福祉 岐阜県 羽島市小熊町2丁目750番地



705 H＆S(株) 製造業 岐阜県
羽島市小熊町西小熊３０８
３

706 ㈱羽島緑建 建設業 岐阜県 羽島市舟橋町　7丁目31番

707 (株)天野企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 羽島市舟橋町６－３１ http://amnk.co.jp

708
（社福）伝心会　やすら
ぎ苑

医療、福祉 岐阜県 羽島市下中町石田６８７

709 (有)ワオン 医療、福祉 岐阜県 羽島市上中町中５２１ http://waonnoise.com/index.html

710
（株）インテリアワー
カー

建設業 岐阜県
岐阜市粟野台３０７－３５
７

711 （有）星和土木 建設業 岐阜県 岐阜市椿洞４２５－７０

712
TACT社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市打越５４６－２ http://www.tact-group.com

713
友智L＆Lコンサルティン
グ

その他のサービス
業

岐阜県
岐阜市上土居２－１－１
Ayersビル３０３

714 渡辺はりきゅう接骨院
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 岐阜市上土居２－１８－１

715 (株)ウェーブジャパン
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市八代２－６－１３ http://www.iris-nail.net/form/

716 （株）ネイルジャパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 岐阜市八代２－６－１３

717 (株)ゆうゆう介護　聖 医療・福祉 岐阜県 岐阜市八代３－１８－１４ http://www12.plala.or.jp/yuuyuu/

718 （株）マルシェ
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
岐阜市福光東３－１８－１
２センハウスA１F

http://marche2011.com

719 n-flap
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 岐阜市福光南町１－８

720 aria（ありあ）
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
岐阜市長良福光１５９７－
１４

721 （同）にこにこ介護
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市鷺山１７６８－１０
５

722 (有)ＴＡＥ設計室 建設業 岐阜県 岐阜市南蝉１－１４１ http://www6.ocn.ne.jp/~semi

723 マーサナカ歯科 医療、福祉 岐阜県
岐阜市正木中１－２－１
マーサ２１内２F

724 まさき接骨院 医療、福祉 岐阜県 岐阜市正木中３－２－１７
725 (株)光広 卸売・小売業 岐阜県 岐阜市島栄町１－１３

726 井上会計事務所
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市江口１－２－１ http//www.inoue-tax.net/

727
（株）中日本アパレルシ
ステムサイエンス

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市西中島４－２－８

728 さぎ山リハビリサービス 医療、福祉 岐阜県 岐阜市西中島５－２－２０ http://rihabiriland.com/index.html

729 株式会社　カワイ工業 建設業 岐阜県
岐阜市則武西２丁目２８番
８

http://www.kawai-kogyo.co.jp

730
大垣プラスチック工業
（株）

製造業 岐阜県 大垣市大島町2－394

731 （株）サンパック 製造業 岐阜県 大垣市開発町5－657－1
732 久富電設（株） 建設業 岐阜県 大垣市加賀野3－533

733 (株)グルーヴシステムズ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市加賀野4-1-7 http://groove-system.com

734 東洋パッキング（株） 製造業 岐阜県 大垣市坂下町2
735 ＪＲ西村ゴム商会 卸売・小売業 岐阜県 大垣市赤花町2－82－2
736 (株)イープレイス 教育、学習支援業 岐阜県 大垣市領下町１－９９１ http://www.e-place.co.jp

737 （株）一光開発 建設業 岐阜県 大垣市林町7－652－1
738 シャトレーゼ大垣林町店 卸売・小売業 岐阜県 大垣市林町7－681－1

739 (株)ライフログ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市林町７－８８７

740 （株）マルケイオート
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市中川町1－7

741 安藤自動車鈑金塗装
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市中川町3－2－1

742 （有）ザスポ・ヨシオカ 卸売・小売業 岐阜県 大垣市中川町3－48

743 光サービス
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市河間町3－104－1

744 （株）光モータース
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市中野町3－3



745 中部機材（株） 卸売・小売業 岐阜県 大垣市中野町5－145
746 西濃機工（株） 製造業 岐阜県 大垣市笠木町589－2
747 （株）小川製作所 製造業 岐阜県 大垣市熊野町199
748 三興部品（株） 卸売・小売業 岐阜県 大垣市熊野町233－1
749 河合建築 建設業 岐阜県 大垣市熊野町5－57
750 古川第一建設（株） 建設業 岐阜県 大垣市荒尾町1054－4
751 大垣設備（株） 建設業 岐阜県 大垣市荒尾町1810－74
752 美濃精工（株） 製造業 岐阜県 大垣市荒尾町深田214－2

753 （株）西濃自動車学校
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 海津市平田町今尾６００ http://www.seino-ds.co.jp/

754 （株）ＰＡＲＣＯＮ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 大垣市和合新町1－25－1

755 （株）アルタ 卸売・小売業 岐阜県 大垣市和合新町1－34－2
756 （株）エスト 卸売・小売業 岐阜県 岐阜市南蝉１－５６

757
（株）ユニデデックキャ
リアサポート

その他のサービス
業

岐阜県 大垣市東町１－３ http://unitec-co.co.jp

758
社会保険労務士河合正子
事務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市東町1－3

759 コラボ（有）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市中ノ江１－３－１ http://coraboweb.com

760
（株）田中モータース商
会

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市緑園25

761 （株）大日組 建設業 岐阜県 大垣市三塚町707

762 明明電業（株）
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 大垣市三塚町761－1

763 （株）睦本社 製造業 岐阜県 大垣市三塚町777

764
馬渕社会保険労務士事務
所

その他のサービス
業

岐阜県 大垣市波須２－１３５－１

765 アイビックス（株） 卸売・小売業 岐阜県 大垣市三本木2－10

766 啓友塗装
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市三本木4－25

767 (株)富士建築事務所 建設業 岐阜県 大垣市三本木４－４９

768
ニッポーオート販売
（株）

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市三本木4－60－1

769 （株）中原自動車鈑金
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市大村2－53

770 （有）イワサ物流 運輸業 岐阜県 大垣市直江町359

771 川島自動車
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市小泉町137

772 （株）精親 製造業 岐阜県 大垣市小泉町306－1

773
（有）シンクマネージメ
ント

金融・保険業 岐阜県 大垣市小泉町371－1

774 （有）賃貸ルーム
その他のサービス
業

岐阜県 大垣市上面４－６５－１

775 八屋産業（株） 建設業 岐阜県 大垣市上面３－６５ http://hachiyasangyo.jp

776
（有）大林ラヂエーター
サービス

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市上面2－87

777
（株）オートボデー
ショップ篠田

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市上面4－60

778 合同会社ＧＣＣ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 大垣市上面4－62

779 明光義塾大垣教室 教育、学習支援業 岐阜県 大垣市上面4－74－1

780 税理士法人おおがき会計
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市新長沢町2－25－1

781 （株）グランド工房 建設業 岐阜県 大垣市新長沢町5－2

782 （有）林文香堂
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市長沢町3－32

783 Bonte
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市東前１－１９－２

784 （有）アイエスオート
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市今嶺４－８－９

785 東海サーモ（株） 製造業 岐阜県 大垣市大井４－５３ http://www.thermofix.co.jp

786 （株）設計工房米倉 建設業 岐阜県 大垣市安井町1－23－10

787 （有）太田モータース
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市安井町6－22



788 （有）大竹電機サービス
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市安井町7－2－1

789 （株）大垣種本舗 卸売・小売業 岐阜県 大垣市平町字川向616－1

790 （有）竹中商会
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市禾森町2－33

791 内外自動車（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市禾森町6－1320

792 浅野木材（株） 建設業 岐阜県 大垣市築捨町2－67
793 （有）総合ターミナル 卸売・小売業 岐阜県 大垣市築捨町3－76
794 （株）丸加紙工 製造業 岐阜県 大垣市築捨町5－69－3

795
（株）大坪エンジニアリ
ング

製造業 岐阜県 大垣市問屋町3－4

796 新和自動車工業（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市新田町3－1

797 （株）にこやか旅行
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
大垣市新田町3－6　林ビル
2Ｆ

798 （株）河合ボーリング
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市新田町5－26

799 大垣スバル自動車（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市二葉町6－14

800
（株）どりーむ　ひまわ
り

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市南頬町４－３３－１ http://dream-himawari1133.com

801 ナニワ電気（株）
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 大垣市南頬町4－20－1

802 （株）デジマックス 卸売・小売業 岐阜県 大垣市南頬町4－23

803 （株）水野モータース
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市寺内町4－57

804 （株）小川仏壇 卸売・小売業 岐阜県 大垣市寺内町4－66－1
805 （株）小山 卸売・小売業 岐阜県 大垣市寺内町4－87－3
806 （株）中村不動産 不動産業 岐阜県 大垣市清水町10
807 （株）張文 卸売・小売業 岐阜県 大垣市中町96

808 （株）ミズノカメラ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市郭町3－194

809
税理士法人西濃会計事務
所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市丸の内2－7

810 西日本量器製作（株） 製造業 岐阜県 大垣市千鳥町4－1

811 小川防災（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市千鳥町4－18－1

812 北村度量衡（株） 製造業 岐阜県 大垣市藤江町1－38
813 （有）川瀬組 建設業 岐阜県 大垣市藤江町3－92－1
814 （有）稲葉商店 卸売・小売業 岐阜県 大垣市藤江町5－51－1
815 （株）山口屋 卸売・小売業 岐阜県 大垣市伝馬町106
816 （株）吉田法衣店 卸売・小売業 岐阜県 大垣市栗屋町24

817 （株）末松自動車
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市西外側町2－33

818 （株）カガミ住宅機器 建設業 岐阜県 大垣市西外側町2－43

819
アサノセレモニー（株式
会社浅野）

生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
大垣市小野町３－４７－１
(株)メモリア

820 （有）吉田保険事務所 金融・保険業 岐阜県 大垣市馬場町58－1

821
（株）電化ショップ起明
堂

卸売・小売業 岐阜県 大垣市船町３－３８

822
（株）ホンダファミリー
テラダ

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市南切石町2－55

823 (株)アドユニオン 建設業 岐阜県 大垣市本今３－２００
824 （有）富田製本 製造業 岐阜県 大垣市本今4－43－4

825 （株）アジアグラニット
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市本今5－43－1

826 （株）大合商会 卸売・小売業 岐阜県 大垣市本今町58

827 大洋化学工業（株）
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 大垣市本今町58

828 藤田自動車工業
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市外渕2－129

829 （有）ティエヌ技研 製造業 岐阜県 大垣市外渕3－23
830 （株）寺沢製作所 製造業 岐阜県 大垣市外渕3－74

831 (有)大垣名神モーター
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市島里３－３０－１

832 大倉刃物製作所 製造業 岐阜県 大垣市島里1－174



833 （株）小林モーターズ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市内原1－188－1

834
社会保険労務士　増田事
務所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市川口２－３２１

835 （株）小熊製作所 製造業 岐阜県 大垣市浅西２－１２３ http://www.oguma-mfg.co.jp

836
（株）吉田カーファクト
リー

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市浅西3－25－2

837 （株）日商 卸売・小売業 岐阜県 大垣市浅草2－100－1

838
（有）ホンダジョイフル
マスダ

卸売・小売業 岐阜県 大垣市割田町525－1

839 川島モータース
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市割田1－239

840 （有）大松 卸売・小売業 岐阜県 大垣市外花1－3－1

841 トップオート（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市大外羽3－23－1

842 （有）岐濃設備
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 大垣市青柳町1－203

843 青柳建材 建設業 岐阜県 大垣市青柳町1－225
844 （有）早野研工 製造業 岐阜県 大垣市多芸島町1－86－2

845 広瀬自動車
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市木戸町2－62

846 大高理工（株） 建設業 岐阜県 大垣市桧町510－3

847
大垣自動車センター
（株）

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市久徳町551

848 （株）いなりタイヤ商会 卸売・小売業 岐阜県 大垣市久徳町610

849 （株）松岡モータース
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市静里町1015－4

850
（有）水野自動車修理工
場

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市静里町1264

851 （株）キムラモータース
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市静里町1423－1

852 （有）洗管興業 建設業 岐阜県 大垣市綾野5－41
853 伊藤鉄工（株） 製造業 岐阜県 大垣市野口3－1－7
854 （株）テクノタカギ 製造業 岐阜県 大垣市中曽根町305
855 （株）大窓 建設業 岐阜県 大垣市綾野町200－15

856 三田自動車工業
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市十六町618－1

857 大橋自動車
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市長松町1071－4

858 （有）ナガヤ 建設業 岐阜県 大垣市長松町1126－2

859 （有）西尾キャリー
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市長松町15－3

860
（株）エヌ・オー・
ディー

製造業 岐阜県 大垣市長松町85－1

861 （株）福島製作所 製造業 岐阜県 大垣市長松町１３２３
862 医療法人　光秀会 医療・福祉 岐阜県 養老郡養老町大跡５３４ http://www.yoro-seikei.or.jp

863
（医）崇仁会　船戸クリ
ニック

医療、福祉 岐阜県 養老郡養老町船附１３４４ http://www.f7.dion.ne.jp/~funacil/

864 ｉＮＤハヤノ（有）
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県
不破郡垂井町１０８７－１
５

865 （有）上田電気商会 建設業 岐阜県 不破郡垂井町１９０６

866 トーカイサポート（株） 製造業 岐阜県
不破郡垂井町栗原１８２７
－１

http://www.tokaisaport.co.jp/

867 （有）ハタミツテック 製造業 岐阜県 大垣市草道島町南出口414

868 （有）サンライズ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市池尻町1317－1

869 （株）タナカマシナリー 製造業 岐阜県 大垣市神明6－1

870 瀬川石材（株）
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 大垣市赤坂町2906

871 （有）エクステリア中原 建設業 岐阜県 大垣市昼飯町373－2
872 樋口興産（株） 製造業 岐阜県 大垣市昼飯町380－3

873
（株）オートサービス丸
進

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 揖斐郡池田町草深3－2

874 （株）丸進自動車 卸売・小売業 岐阜県 揖斐郡池田町草深3－2

875 ペット霊園　愛の森
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 各務原市那加扇平町４－５ http://www.petsun.net/



876
創作料理＆ＢＡＲ　あま
井

飲食店、宿泊業 岐阜県
各務原市那加前洞新町４－
１７１

877 (株)ユニシス 医療、福祉 岐阜県
各務原市那加前野町３－１
３３

http://unishis-macno.com

878 いちょう通り歯科 医療・福祉 岐阜県
各務原市蘇原瑞雲町４－１
３

http://ichodori-dc.com

879 (株)ライオン
その他のサービス
業

岐阜県
各務原市那加中下町１－１
０７

http://rai-on.com

880
豆工房コーヒーロースト
各務原店

卸売・小売業 岐阜県
各務原市蘇原野口町１－８
０－１

881 （株）フォースマイル
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
各務原市那加緑町２－１６
－１０２

http://www.clover-eyelash.jp

882
ツカサエンタープライズ
（株）

情報通信業 岐阜県
各務原市那加北栄町２８－
１

883
江西社会保険労務士事務
所

その他のサービス
業

岐阜県
各務原市那加本町３－１サ
ンシャインビル１F

884 (株)友進道路 建設業 岐阜県
美濃加茂市山之上町１３８
４

http://yuusin.com

885 有限会社　川登屋 青果卸・小売業 岐阜県
美濃加茂市蜂屋町中蜂屋２
４９９－２

886 (株)岐阜東航電 製造業 岐阜県
美濃加茂市蜂屋町伊瀬１０
２３

887 (有)岐阜通信システム 情報通信業 岐阜県
美濃加茂市川合町２－１０
－２５

888 美加ハートケア(株) 医療、福祉 岐阜県
美濃加茂市森山町４－３－
７　ワークセンターあさが
お

889
社会福祉法人　森山学園
会

教育、学習支援業 岐阜県 美濃加茂市森山町1-6-33 http://www.moriyama-nursery.jp/index.php

890
（株）名濃エンジニアリ
ング

製造業 岐阜県
美濃加茂市御門町２－４－
１５

http://www.meinou-eng

891
NAKA社会保険労務士事務
所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
美濃加茂市本郷町９－１７
－３８

892
株式会社　アトリエシュ
ウ

生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
美濃加茂市新池町１－９－
１８

http://shu-myth.com/

893 有限会社　コニー 教育、学習支援業 岐阜県 美濃加茂市田島町1-1-16 http://www.coney.org/

894
２２DEGREES（トゥエン
ティートゥディグリー
ス）

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
美濃加茂市古井町下古井
3006-7

895 有限会社　サワノ商会 卸売・小売業 岐阜県
美濃加茂市古井町下古井
462

http://www.sawanoshokai.co.jp/instanthp/page01.html

896
株式会社　シティホテル
美濃加茂

飲食店、宿泊業 岐阜県 美濃加茂市太田町2565-1 http://www.minokamo.com/

897 (株)吉川工貿 製造業 岐阜県
美濃加茂市加茂野町鷹之巣
２０７３

898 （特非）虹の里 医療、福祉 岐阜県
美濃加茂市加茂野町今泉１
３８１－３

http://www4.hp-ez.com/hp/nijinosato

899 株式会社　和泉 製造業 岐阜県
美濃加茂市加茂野町加茂野
191-1

900 （株）高井製作所 製造業 岐阜県
美濃加茂市加茂野町加茂野
５１６

901 小川工業　株式会社 製造業 岐阜県
美濃加茂市加茂野町加茂野
606-1

902
株式会社　テクノ・ライ
ン

専門・技術サービ
ス業

岐阜県 加茂郡坂祝町大針７９７ http://www.techno-line.jp

903 ロザリエッタ 飲食店・宿泊業 岐阜県
加茂郡坂祝町酒倉９８０－
３

http://rosarietta.jp

904 （資）山田商店 製造業 岐阜県
加茂郡八百津町八百津３８
８８－２

905 （有）大洋産業
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
高山市昭和町１－１６０－
３

http://www.green-h-k.com

906 遠藤隆浩税理士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
高山市西之一色町３－７４
０－１



907 フィットネスＹ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
高山市西之一色町高山グ
リーンホテル２Ｆ物産館

908 (株)木馬舎 製造業 岐阜県 高山市三福寺町８４７ http://www.mokubasha.com

909
（株）アイディア・サ
ポート

卸売・小売業 岐阜県 高山市方野町２１０８ http://www.koujidougu.com

910 （株）シモダ道路 建設業 岐阜県 高山市方野町２１０８ http://www.shimada-doro.co.jp

911 (有)雉子舎 製造業 岐阜県
高山市丹生川町大萱１４３
０－２

http://kijiya-fc.com

912 タニカ電器（株） 製造業 岐阜県 多治見市上野町５－５
913 (株)アズライフ 医療、福祉 岐阜県 多治見市大平町３－１７ http://www.kirakukan.co.jp

914 (株)アイリー 卸売・小売業 岐阜県 多治見市赤坂町３－４０

915 岐阜ニシバ 卸売・小売業 岐阜県
多治見市大針町６７４－１
４

http://www.gifu-nishiba.com

916 トーヨー印刷（株） 製造業 岐阜県
多治見市根本町１２－１４
４－６

http://www.pritech.co.jp

917 中部メック（株） 建設業 岐阜県
多治見市旭ヶ丘１０－６－
７４

http://c-mecc.om/

918 （有）ヒロカワ 建設業 岐阜県
多治見市坂上町５－１１－
１

919
ダイキャスト東和産業
（株）

製造業 岐阜県 多治見市京町１－２５ http://www.dc-towa.com

920 豊栄興業（株） 製造業 岐阜県 多治見市脇之島町１－２１

921 （税）青葉会
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
多治見市三笠町４－４１－
２

http://tono.aoba-kai.or.jp/

922 オフィスコトノハ(株) 教育、学習支援業 岐阜県 多治見市金山町２０－１ http://office-kotonoha.com/

923 （株）恵美製作所 製造業 岐阜県
中津川市中津川９３２－３
２３

http://www/keibi-ss.co.jp

924 (株)ディーシーエス
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 中津川市手賀野４２２－１ http://dc-s.jp

925 Teeth Create Naganawa
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
各務原市各務おがせ町５－
１３２

http://naganawa.dentalmall.jp/

926
CROWD  AUTO（クラウド
オート）

卸売・小売業 岐阜県
各務原市各務山の前４－５
８８－１

927 （有）オオタモデル 製造業 岐阜県 各務原市須衛町７－２６４
928 （株）Ｔ．Ｍ．Ｄ 製造業 岐阜県 各務原市須衛町７－９０ http://t-m-d.jp
929 (株)あおぞらキッチン サービス業 岐阜県 各務原市鵜沼東町2-2

930 (株)摩周亭 飲食店、宿泊業 岐阜県
可児市川合字上巾２６０８
－２６

931 （株）ヨシキ 製造業 岐阜県 可児市中恵土２３６０－７

932
(医）純真会　あんどうク
リニック

医療、福祉 岐阜県
可児市下恵土３４４０－６
７８

http://www.myclinic.ne.jp/andocli-kani/

933 （株）フジカケ 製造業 岐阜県 可児市今渡２５４３

934 マウスネット(株) 情報通信業 岐阜県
可児市広見２－７　寿ビル
内

http://www.a-mouse.net

935 中村労務管理事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
可児市みずきヶ丘３－１２
７

936 FMラインウェーブ（株） 情報通信業 岐阜県 可児市広見７－９０ http://fm768.jp

937 （株）トイファーム
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 可児市石井６５－１ http://toyfarm.jp

938 loftywood 製造業 岐阜県 可児市矢戸１７２－２ http://lofty.st

939
café&cooking class
coLette

飲食店、宿泊業 岐阜県 可児市矢戸１００６ http://colette.me

940 Libra 1001
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 可児市東帷子２６０－４ http://libra-1001/.com/

941 Magokoro Auto
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 可児市西帷子５０１ http://www.magokoro-auto.com/index.html

942 株式会社　新田農機商会 卸売・小売業 岐阜県 加茂郡白川町河岐1715-1 http://www.yamanoie.info

943 白川観光開発　株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 加茂郡白川町白山1033 http://www.minoshirakawa-go.co.jp

944
（株）金山チップセン
ター

その他のサービス
業

岐阜県
下呂市金山町岩瀬１３２６
－６

http://www.kanayama.-chip.com



945 （同）Ｄ＆Ｄ 卸売・小売業 岐阜県
下呂市萩原町上村１７９４
－３

946 アン・デュ・プレジール 飲食店、宿泊業 岐阜県 下呂市萩原町萩原１７４５ http://www.crepeshop-plaisir.com/

947 (株)都竹ゴム 製造業 岐阜県
下呂市小坂町大垣内１１３
０－１

948 （株）熊崎組 建設業 岐阜県
下呂市小坂町小坂町１８８
－１

949 （同）ひのきや 飲食店、宿泊業 岐阜県 下呂市小坂町坂下６６１

950 （株）大清 建設業 岐阜県
下呂市小坂町無数原４８０
－１

951 （医）古川病院 医療、福祉 岐阜県
飛騨市古川町三之町８－２
０

952 (株)ファミリー中部 医療、福祉 岐阜県
土岐市泉町定林寺９６２－
７６

953 （株）あづま商店 卸売・小売業 岐阜県
土岐市肥田町肥田中田３７
６－８

http://www.t-east.jp/

954 あしながおじさん
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県
土岐市肥田浅野朝日町１－
９

955 （有）リブス 教育、学習支援業 岐阜県
土岐市土岐津町土岐口５４
９－３

http://libs.co.jp/

956 （有）シースリー
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
土岐市土岐津町土岐口８６
３－１

http://www.c-3.co.jp

957 （有）江崎電設建設
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 土岐市土岐口中町１－３０

958 山正各務陶器(株) 卸売・小売業 岐阜県 土岐市妻木町１１１２－３

959 吉田設備
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 土岐市妻木町１８９５－１

960
（医）知真会　介護老人
保健施設カサグランテ

医療、福祉 岐阜県 土岐市駄知町１５５６－２ http://chishinkai.jp

961 ハクスイテック(株) 製造業 岐阜県 土岐市曽木町１６９－２ http://www.hakusui.co.jp

962 （有）中川工業 製造業 岐阜県
土岐市曽木町１９４５－６
４１

963 （有）かま濃 飲食店、宿泊業 岐阜県 瑞浪市土岐町６０８２－１ http://www.kamanou.co.jp

964 （有）伊藤製作所 製造業 岐阜県 瑞浪市土岐町６９３３

965 岐阜電設(株) 建設業 岐阜県
瑞浪市稲津町小里２１６０
－１

966
株式会社　アイ・エム・
イー

製造業 岐阜県
瑞浪市稲津町小里２６５３
－２５

http://ime-co.jp

967
柴田秀樹社会保険労務士
事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 瑞浪市西小田町１－７６ http://www.sr-shibata.jp

968 (株)ハピネスワークス
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 瑞浪市南小田町４－２０４ http://www.fulgente.jp

969 みずなみアグリ（株） 卸売・小売業 岐阜県
瑞浪市寺河戸町１０４３－
２

970 (有)日本料理　鳥安 飲食店・宿泊業 岐阜県
瑞浪市寺河戸町１０９５－
１

971 (有)SKU 医療、福祉 岐阜県 瑞浪市陶町水上１６５
972 （特非）ポランの広場 農業・林業 岐阜県 瑞浪市陶町水上２６７－１
973 恵那東海理化(株) 製造業 岐阜県 恵那市武並町新竹折２２

974 (有)角野製作所 製造業 岐阜県
恵那市長島町久須見１０７
４－１５

http://suminoseisakusho.jp

975
ワイ・ケー・ピー工業
株式会社

製造業 岐阜県
中津川市千旦林６５１－１
５

http://www.ykp.co.jp

976 リップルネット（株） 情報通信業 岐阜県 中津川市茄子川２０７－６ http://www.rip-ple.com

977 綜合経営労務センター
専門・技術サービ
ス業

三重県
津市大門１９－１５パティ
オビル３０１

http://www.jinji-roumu-consul.com

978 Bs Cavin 名駅店
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中村区名駅南1-
23-14　ISE名古屋ビル902

979
㈱ブランテ（エレガンス
ネイル）

生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県 岡崎市二木町東郷35-2

980 森本雄一税理士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市天白区古川町150
G-U野並301

http://www.morimotokaikei.com



981 ㈱アクエリアス
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市天白区植田西2-
403-1

http://www.aqua7.com

982 さくらやま総合事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市昭和区緑町三丁目
1-1

983
㈲ヤングライフプロポー
サル

情報通信業 愛知県
名古屋市中区伊勢山一丁目
1-19　名古屋急送ビル2F

http://www.ylproposal.com

984 ㈱インデックス 情報通信業 愛知県
名古屋市熱田区新尾頭2-2-
63

http://indexnet.co.jp

985
㈱トライアングル・トラ
スト

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄2-9-30　栄
山吉ビル2F

http://www.triangle-trust.jp

986 ㈲ワコー 情報通信業 愛知県
名古屋市天白区植田本町1-
919

http://www.wako-box.com

987 ㈱アイクル
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
蒲郡市鹿島町浅井新田1番
36

988 ㈲アイシア
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県 小牧市小牧5丁目127番地4

989 アベルト社労士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-7-26
5F

990 NPO法人　あたたかい心 医療・福祉 愛知県
名古屋市千種区内山1-11-
16

http://www.atatakai-kokoro.or.jp

991 Shapes　名古屋駅前店
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市東区泉1-22-26
N.S.ZEAL泉　1004

992 いろは　山本健次
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県 半田市宮本町6-206-20

993 エスヘアー
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中区大井町1-11
沢の井ビル1F

994 なかしま社労士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市熱田区神宮4-6-25
ナガツビル2B

995 ㈲ティアンドエム
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市瑞穂区洲山町2-
26-2　白木ビル

996 協立設備工業㈱ 建設業 愛知県
名古屋市千種区高見1丁目
18-9

http://www.kyosetsu.com

997 ㈱キセキ 卸売業、小売業 愛知県
知多郡阿久比町阿久比駅前
2-2

http://kiseki.co.jp

998 ㈱キセキラボ 金融・保険業 愛知県
知多郡阿久比町阿久比駅前
2-2

http://kiseki-labo.jp

999
スクエア社会保険労務士
事務所

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市昭和区御器所4丁
目24-21-103

1000 ㈲レトロ・デザイン 建設業 愛知県
海部郡蟹江町鍋蓋新田リノ
割235-69

1001 ㈲メイセーテック
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
名古屋市北区大曽根2-10-
22

1002 あらた経営労務事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 清須市上条2-15-7 http://www.aratasr.com

1003 ㈱黄門さま 卸売業、小売業 愛知県 長久手市戸田谷1022
1004 名東急送㈱ 運輸業、郵送業 愛知県 みよし市福谷町根浦3-3

1005 岡田建設株式会社 建設業 愛知県
豊川市白鳥町京次５２番地
１

www.oka-ken.co.jp

1006 有限会社いぶき 医療、福祉 愛知県 豊川市長草町南２４－１
1007 有限会社仲田潜水三河 建設業 愛知県 蒲郡市八百富町10-17
1008 ㈱酒井製作所 製造業 愛知県 豊橋市天伯町天伯７２

1009 株式会社　ｉＧＯ 教育、学習支援業 三重県
三重県名張市桔梗が丘４－
１－３３

http://iganavi.com

1010 有限会社　コーナン工業 製造業 三重県
三重県伊勢市老川９０２－
１

http://www.nava21.ne.jp/~ko-nan/

1011
有限会社　タキハラムセ
ン

卸売・小売業 三重県
三重県度会郡大紀町阿曽４
４３

1012 株式会社　ア・ビュー
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市芝田二丁目
３番１号

http://www.a-beau.com

1013 合資会社　西村商店 製造業 三重県
三重県度会郡玉城町田丸２
４４

http://mieman.co.jp

1014 有限会社　ルピナス
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県伊勢市一之木５丁目
１番１９号

http://la-seine-ise.jp



1015
ゆみ社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市生桑町９１
９－１ＳＯＨＯビル２Ｆ

1016
Ａｕ　Ｌｉｉ（アウ
リィ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県伊勢市一之木４丁目
１５－３５

http://radue-g.com

1017 化粧品のふじや株式会社 卸売・小売業 三重県
三重県鈴鹿市東玉垣町２５
８５－１

http://www.f-cosme.co.jp/

1018 Ｍｉｉｋ　ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県名張市鴻之台２－１
８６－２

http://www.miikhair.com

1019 フラウヘン
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県三重郡菰野町杉谷２
３２８－２９８

http://www.frauchen.jp

1020 有限会社　ユニテック
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県鈴鹿市神戸本多町７
４９

1021
株式会社　三重県補聴器
センター

卸売・小売業 三重県
三重県伊勢市大世古２丁目
３－１

http://www.12jido.jp/

1022 有限会社　桂考房 建設業 三重県
三重県鈴鹿市南江島町１３
－７

1023 有限会社　平成土地建物 不動産業 三重県
三重県伊勢市吹上１丁目９
番２４号

1024 伊勢土地建物サービス 不動産業 三重県
三重県伊勢市吹上１丁目７
番７号

1025 有限会社　栄鉄工所 製造業 三重県
三重県鈴鹿市稲生町池之下
７９９０－１２

1026 株式会社　永南 製造業 三重県
三重県伊勢市二見町荘１０
６４

1027 有限会社　明正工業 製造業 三重県
三重県桑名市西別所２６６
番地４

1028
株式会社　一ノ坪製作所
三重工場

製造業 三重県
三重県伊賀市玉滝１０００
５番地

http://www.ichinotsubo.co.jp

1029 株式会社　宴 医療、福祉 三重県
三重県名張市梅が丘南１番
町２１１番地

1030
株式会社　ウザワコーポ
レーション

建設業 三重県
三重県松阪市下村町６６０
－１８

1031 津村溶接工業 建設業 三重県
三重県四日市市大字羽津４
４８７

1032
有限会社　ヒダカツ工業
所

製造業 三重県
三重県いなべ市北勢町東村
１３０３

1033 医療法人　宇治山田歯科 医療、福祉 三重県
三重県伊勢市岩渕２丁目４
－３７

http://www.ujiyamada.com/

1034
ファームハマグチ有限会
社

農業・林業 三重県
三重県伊勢市村松町３９８
２－１

http://www.hamaguchi-doboku.com/index.html

1035 有限会社　前田技研工業 製造業 三重県
三重県鈴鹿市高塚町１４５
１－６９

1036 株式会社　ダイソウ 卸売・小売業 三重県
三重県桑名市大字和泉２７
８

http://www.daisou-m.com/

1037 ＡＳＧ　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市日永西２丁
目１７－１６

1038
㈲ジンステップ・リサー
チ

情報通信業 長野県
北安曇郡白馬村神城24231-
1

http://www.jinstep.com

1039 癒し処倉田屋
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 松本市里山辺84-3 http://kurataya.jp

1040
社会福祉法人松本ハイラ
ンド

医療、福祉 長野県 松本市大字和田2240-33 http://yumenosato.info

1041 ㈱アステップ信州
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 松本市埋橋2-6-1 http://www.astep-s.com

1042
株式会社 ライズコーポ
レーション

医療、福祉 長野県 上田市中央東1-17 http://rise-ms.co.jp/

1043 買取専門店 ハッセン 卸売・小売業 長野県
上田市天神2-5-21　レジデ
ンス天神1F

http://www.ハッセン.jp/

1044 株式会社 林工務店 建設業 長野県 上田市古安曽2675-1 http://www.h-komuten.co.jp/

1045 株式会社 NEXTSTAGE 情報通信業 長野県
上田市住吉54-1　上田イン
タービル3F

http://www.nx-stage.co.jp/

1046 株式会社 真珠星
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 上田市中丸子1428-1



1047 株式会社 協和食品 卸売・小売業 長野県 上田市秋和問屋255-1 http://www.kyowa-food.com/

1048 ㈱協和精工 製造業 長野県
下伊那郡高森町下市田
1514-1

http://www.kyowaseiko.jp

1049 江口技研 製造業 長野県 飯田市山本3382-6
1050 田中精機㈱ 製造業 長野県 飯田市松尾明4868-4

1051 ㈱飯田自動車学校 教育、学習支援業 長野県 飯田市鼎切石5092-6 http://www.parkzi.wakwak.com/~iida-ds/

1052 コーエー精機㈱ 製造業 長野県 下伊那郡高森町1646-1
1053 ㈲矢崎製作所 製造業 長野県 飯田市羽場権現1172 http://www.yasaki.co.jp

1054
NSKマイクロプレシジョン
㈱

製造業 長野県 下伊那郡松川町元大島2953

1055 手打ち蕎麦処　なごみ 飲食店、宿泊業 長野県 駒ヶ根市上穂北3-13

1056 ㈱原鉄
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 飯田市大門町26 http://haratetsu.co.jp

1057 ㈱リックス 卸売・小売業 長野県 飯田市三日市場1466-1 http://lics-net.com

1058 ヨシザワ印刷㈱ 製造業 長野県 飯田市鼎下茶屋2027 http://www.yoshizawa-insatu.co.jp

1059 下伊那自動車㈱ 運輸業 長野県 飯田市上郷別府3355-1 http://www.shimoji.biz

1060
㈱ファッションスタジオ
飯田

製造業 長野県 飯田市上郷黒田247-5

1061 ㈲かふね 医療、福祉 長野県 飯田市行育良町2-24-2

1062 信州まし野ワイン㈱ 製造業 長野県 下伊那郡松川町大島3275 http://www.mashinowaine.com

1063 中央ベニヤ（株） 卸売、小売業 山梨県 甲府市相生1-16-15 http://www.chuveni.jp/

1064 （株）マグレクト 製造業 山梨県 中巨摩郡昭和町押越1055-3
1065 （株）サワ 製造業 山梨県 上野原市上野原8514-34 http://www.sawa-net.com

1066 ㈲岳南工業 製造業 静岡県 富士市横割5丁目5番1号 http://gakunan-ind.co.jp/company/

1067
特定非営利活動法人　シ
ンセア

医療、福祉 静岡県 富士市錦町1丁目2番1号 http://www.npo-sincere.org

1068 ㈱ブロス 卸売・小売業 静岡県
富士市中央町2丁目12番12
号

http://casa-swen.com/

1069 ㈱望月木材 卸売・小売業 静岡県 富士宮市山宮2175番地の1
1070 ㈱田島鐵工所 製造業 静岡県 富士市今泉2丁目12番地1号 http://tajimaironworks.co.jp

1071 光洋ダンボール(株) 製造業 岐阜県 土岐市肥田町肥田８６６

1072 (有)タイセイ 製造業 岐阜県
土岐市土岐津町土岐口１３
９２－１４

1073 (株)そらん 製造業 岐阜県 土岐市泉町大富２４９－５

1074 (株)ネクステージ
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 大垣市今宿６－５２－１６ http://www.c-navi.co.jp

1075 (株)シンプル 飲食店、宿泊業 岐阜県 羽島郡岐南町平島６－２４
1076 （福）浩養会 医療、福祉 岐阜県 多治見市京町６－１３－２
1077 (株)ハピネススタイル 医療、福祉 岐阜県 岐阜市芥見東山３－３

1078
Edu hair art（エデュー
ヘア　アート）

生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 関市下有知３９７１－１

1079
ヘアーメイク　パーソナ
ル

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
美濃加茂市蜂屋町下蜂屋２
１３２－１

1080 ミラクルマジック
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市茜部大川１－２９－
１　ワールドマンション茜
部６０４

http://miracklemagic.jp

1081 (株)M'S　ONE
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
岐阜市加納青藤町２－１１
－７

http://m-one.co.jp

1082 塚本産業(株) 建設業 岐阜県
美濃加茂市本郷町３－１６
－７

1083 株式会社田中仏具店
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 豊橋市中岩田5丁目1-2 http://www.echosousai.com/

1084 株式会社瀬川鉄工所 製造業 愛知県 豊川市金沢町櫛田1 http://www.segawatk.co.jp

1085 ㈱竹内家具店 卸売業、小売業 愛知県
豊川市御津町西方小貝津
10-3

http://www.takeuchi-kagu.com

1086 オーエスジー株式会社 製造業 愛知県 豊川市本野ヶ原3-22 http://www.osg.co.jp
1087 豊川信用金庫 金融業、保険業 愛知県 豊川市末広通3-34-1 http://www.kawa-shin.co.jp

1088
新東工業株式会社　豊川
製作所

製造業 愛知県 豊川市穂ノ原3-1 http://www.sinto.co.jp

1089 株式会社トヨテック 製造業 愛知県 豊川市西豊町2-35 http://www.toyotec.com



1090 株式会社ジュコー 製造業 愛知県 豊川市西豊町2-38 http://www.toyotec.com

1091 株式会社オミクロン 製造業 愛知県 豊川市西豊町2-35 http://www.toyotec.com

1092 株式会社ＡＩＨＯ 製造業 愛知県 豊川市白鳥町防入60 http://www.aiho.co.jp

1093 株式会社波多野組 建設業 愛知県 豊川市金屋橋町36 http://www.hadanogumi.com

1094 東海技建株式会社 建設業 愛知県 豊川市御津町御馬梅田1-73
1095 株式会社ＲＣハウジング 建設業 愛知県 豊橋市東郷町６０番地 www.rc-housing.jp

1096 ㈱オガッシダイニング 飲食店、宿泊業 愛知県
春日井市瑞穂通4－62ｺｰﾎﾟｴ
ﾄﾜｰﾙ1F

1097 株式会社　セーバー 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市堀木２丁目
１２－１

1098 株式会社　ケーテック 製造業 三重県
三重県いなべ市員弁町上笠
田２５０３

1099 有限会社　青木製作所 製造業 三重県
三重県松阪市大口町１１６
２－２

http://www.aokiseisakusyo.co.jp

1100 株式会社　谷本石材 卸売・小売業 三重県
三重県名張市桔梗が丘５－
１２－５

http://www.tanimotosekizai.co.jp/

1101 アイホーム 建設業 三重県
三重県名張市夏見３１５３
－３

http://www.aihome-ai.com

1102 Ｂａｇｕｚ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県名張市希央台５－２
７モンフレールｉ１０１号
室

http://www.baguz.jp

1103 有限会社　月島工作所 製造業 三重県
三重県鳥羽市船津町１３７
１－１

1104 有限会社　谷口設備 建設業 三重県
三重県四日市市三ツ谷町１
４番２７号

1105
有限会社　ＴＨＲＥＥ
ＷＯＯＤ　ＪＡＰＡＮ

卸売・小売業 三重県
三重県伊勢市本町２－２２
スリーウッドビル

http://threewood.jp

1106
有限会社　ラボ・ビュー
ティー

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県伊勢市旭町１９３番
地１

http://www.tete-beauty.com/news/

1107
株式会社　ファーストス
テップ

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市三栄町３－
１５コバヤシビル６Ｂ

http://www.f-step.co.jp

1108 株式会社　ソレーユ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県伊賀市緑ヶ丘東町１
０２１－７

1109
協和コンクリート工業株
式会社

製造業 三重県
三重県松阪市櫛田町１１３
５

http://www.kyowacon.jp

1110
株式会社　Ｓａｎ・Ｇｒ
ｅｅｎ

卸売・小売業 三重県
三重県四日市市河原田町７
１２

1111 化粧品のふじや株式会社 卸売・小売業 三重県
三重県鈴鹿市東玉垣２５８
５－１

http://www.f-cosme.co.jp/

1112 エバーラケット 卸売・小売業 三重県
三重県伊勢市宮後二丁目１
－１６

http://www.everracket.com/

1113
ガーデニングショップ
フローラ

建設業 三重県
三重県松阪市伊勢寺町２５
７９－３２

http://www.g-flora.com/

1114 医療法人　正和会 医療、福祉 三重県
三重県四日市市小古曽町２
７１７－１

1115 株式会社　三電機 製造業 三重県
三重県いなべ市大安町平塚
１１７５

http://sdgp.net/

1116 ㈱乾光精機製作所 製造業 長野県 下伊那郡高森町山吹8685-1 http://www.kenkoseiki.co.jp

1117 熊谷精機㈱ 製造業 長野県 下伊那郡豊丘村神稲9115-1 http://www.kumagai-seiki.net

1118 ㈱サンリエ 製造業 長野県 飯田市座光寺5159 http://www.saint-lie.co.jp

1119 ㈱リニアック 製造業 長野県 飯田市座光寺2255-1
1120 文吾林造園㈱ 建設業 長野県 飯田市北方3883-3 http://www.bungobayashi.com

1121 三和ロボティクス㈱ 製造業 長野県 飯田市川路7576-3 http://www.sannwa.robotics.co.jp

1122 ㈱アジマ自動車学校
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 下伊那郡喬木村1353

1123
社会保険労務士・行政書
士　上杉信夫事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 飯田市砂払町2-1243 http://syaue.seesaa.net

1124 ㈱アップルハイテック 製造業 長野県
下伊那郡高森町下市田
3111-1

http://www.iida-seimitsu.jp

1125 ㈱しなの工業 製造業 長野県
下伊那郡高森町下市田
3111-1

http://www.iida-seimitsu.jp



1126
社会保険労務士・行政書
士　小澤博事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 下伊那郡豊丘村神稲6752-2

1127 ㈱いとう
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 飯田市鼎中平2820 http://www.i-hali.co.jp

1128 橋本自動車工業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 飯田市上川路107-3 http://www.hasimoto-car.com

1129
㈲アートデザインシステ
ム

製造業 長野県 飯田市松尾上溝2971-3

1130 ㈱カリス 建設業 長野県 飯田市千代1188-1 http://www.calis.jp
1131 ㈱エヌ・イー 製造業 長野県 飯田市下殿岡51-6 http://www.ne-co.jp
1132 ㈱トライネット 建設業 長野県 飯田市松尾代田573-1 http://www.tri-net.co.jp

1133 ㈱キンポーメルテック 製造業 長野県 飯田市三日市場2111 http://www.linpou.jp
1134 天竜丸澤㈱ 製造業 長野県 飯田市竹佐435 http://www.tenmaru.com

1135 ㈲ニュービジョン 卸売・小売業 長野県 飯田市北方2621-10

1136 ㈱キャスティネット
専門・技術サービ
ス業

長野県 飯田市鼎名古熊1996-8 http://www.cxc.jp

1137 ㈱松島土建 建設業 長野県 下伊那郡喬木村6714-7

1138
シリカブラック・プロ
ジェクト㈱

製造業 長野県 下伊那郡喬木村6714-7 http://www.sbptape.com

1139 龍共印刷㈱ 製造業 長野県 飯田市上郷黒田121-1 http://www.ryukyo.co.jp

1140 ㈱エムケーセラ 製造業 長野県 下伊那郡豊丘村神稲9088-2 http://www.mk-cera.co.jp

1141 ㈲高山精機 製造業 長野県 飯田市北方1380 http://www.takayama-seiki.jp

1142 シルクホテル中田製糸㈱ 飲食店、宿泊業 長野県 飯田市錦町1-10 http://www.silkhotel.co.jp

1143
特定非営利活動法人　ど
んつく

医療、福祉 長野県
下伊那郡豊丘村大字河野
431

1144 ㈲肉のすずきや 卸売・小売業 長野県 飯田市南信濃和田1348 http://www.jingisu.com

1145 ㈲クロスアート 製造業 長野県 飯田市山本5500

1146 （株）オフィスパパドゥ
生活関連サービ
ス、娯楽業

山梨県 甲府市下飯田2-13-20 http://www.papadoo.co.jp/

1147 オギノ食糧（株） 卸売、小売業 山梨県 甲府市徳行5-12-10 http://oginofoods.co.jp/

1148 （株）六測
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県
西八代郡市川三郷町岩間
2277-1

1149 （株）ラッキー商会 卸売、小売業 山梨県 甲府市湯田2-10-12
1150 （株）西帝京学苑 教育・学習支援業 山梨県 甲府市北口2-15-4 http://www.nishiyobi.ac.jp

1151 医療法人　中央歯科医院 医療・福祉 山梨県 甲府市中央5-5-3 http://www.chuuou-dental.com/

1152 （株）足和田ホテル
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県
南都留郡富士河口湖町長浜
395

http://www.asiwadahotel.co.jp/

1153
（株）フォーチュンネク
スト

医療・福祉 山梨県
甲府市丸の内2-8-3丸和ビ
ル３Ｆ

http://www.fortune-corp.co.jp

1154 ㈲ティンカーベル 製造業 長野県 松本市大字島内3517番地2 http://www.tincarbell.com

1155 セントラルソーシング㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 伊那市狐島3836-1 http://www.c-sourcing.co.jp

1156 伊那美装㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県
上伊那郡箕輪町中箕輪
14238-1

http://www.ina-bisou.com

1157
㈱エフエス・リノベー
ションプランニング

飲食店、宿泊業 長野県
松本市大手1-1-28　アルコ
松本1F

http://www.fsr-planning.net

1158
㈱安曇野ヤマダテクニカ
ル

製造業 長野県 安曇野市穂高有明39-1 http://a-yamatec.com

1159 合同会社二輝 医療、福祉 長野県 茅野市ちの3502-1
1160 ㈲シマダ 製造業 長野県 安曇野市三郷温5638

1161 株式会社 モバトス 情報通信業 長野県
上田市天神2-4-59　アイラ
ンドビル 205号室

http://movatoss.jp/

1162 有限会社 トップリバー 農業・林業 長野県
北佐久郡御代田町御代田
3986-1

http://www.topriver.jp/

1163
有限会社 デイトレンド
サービス

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市舞田223-1 http://biz.dtszone.info/

1164 株式会社 グランツ
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市常田2-27-17-2F http://www.josei-ikyoku.jp/

1165 伊那縫製㈱ 製造業 長野県 飯田市羽場町１－７－２



1166 ㈱長　姫
学術研究、専門・
技術サービス業

長野県 飯田市下殿岡２０６ http://www.kc-osahime.co.jp

1167 ㈱週休いつか
学術研究、専門・
技術サービス業

長野県 飯田市今宮町１－３３ http://ituka.co.jp

1168 ㈲信州自然王国 卸売業、小売業 長野県
下伊那郡松川町生田８５５
７

http://www.kakashi.co.jp

1169 案山子農産加工㈲ 製造業 長野県 飯田市座光寺６１１５
1170 社会福祉法人　ゆいの里 医療・福祉 長野県 飯田市龍江７１５９－１ http://yuinosato-nagano.or.jp

1171 ㈱テイーエー・システム
学術研究、専門・
技術サービス業

長野県 飯田市山本３５７７

1172 ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ 建設業 長野県
下伊那郡松川町元大島７３
５－５

1173 ㈱佐々木呉服店 卸売業、小売業 長野県 飯田市知久町３－１０
1174 ㈱ベストコレクション 卸売業、小売業 長野県 飯田市知久町３－２２
1175 ㈲マルエー食品 製造業 長野県 飯田市上郷飯沼３６４９
1176 社会福祉法人　一陽会 医療・福祉 長野県 飯田市北方３３６９－１

1177 ㈲キョーシン精工 製造業 長野県 上伊那郡宮田村１９９７ http://www.16.ocn.ne.jp/^kyoshin1/

1178 ㈱タニガワ 製造業 長野県 飯田市中村１８０ http://www.kk-tanigawa.co.jp/abc

1179 ㈱オーク電子 製造業 長野県 飯田市鼎下山４２０ http://oakd.jp
1180 片桐左官所 建設業 長野県 飯田市座光寺２１７２－５

1181 ㈱スパーイン
宿泊業、飲食サー
ビス業

長野県 飯田市上殿岡６２８ http://www.yu-min.com

1182 （株）森嶋 建設業 山梨県 富士吉田市下吉田4-10-22 http://www.mrsm.co.jp

1183 ユタカ電機（株） 製造業 山梨県 甲斐市富竹新田1355 http://www.yutaka-denki.jp/

1184 （有）田中洋装 製造業 山梨県 南アルプス市藤田4580

1185 （株）氏原
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市上阿原町590-3 http://www.akariya.info

1186 （株）八光
不動産業、物品賃
貸業

山梨県 甲府市中央4-9-4 http://www.yakou.jp

1187
総合広告代理店 アイキャ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県
甲府市青葉町7-14 司ビル
101

http://www.asumo.jimdo.com/

1188
社会福祉法人 小田原福祉
会

医療・福祉 山梨県 甲州市塩山下小田原584-8

1189
（株）ユウ企画 デイサー
ビス

医療・福祉 山梨県 甲州市塩山上萩原208-1 http://u-kikaku.co.jp/

1190 （株）アルビス
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 中央市下三条550 http://www.arbis.co.jp/index.html

1191 （株）槙田商店 製造業 山梨県 南都留郡西桂町小沼1717 http://makita-1866.jp

1192
合同会社 エースプランニ
ング

医療・福祉 山梨県 甲府市住吉3-15-11-207 http://e-sprenning.jimdo.com/

1193
冨永社会保険労務士事務
所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市大里町680-3 http://www.tominaga-office.info

1194 （有）ホテル甲子園
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 笛吹市石和町市部977-7 http://www.hotel-koushien.jp

1195
（株）鈴木デンソーサー
ビス

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 笛吹市春日居町加茂210-1 http://park1.wakwak.com/~suzukidenso

1196 相互印刷（株） 製造業 山梨県 笛吹市八代町北1709-1 http://www.sogo-p.com

1197 （株）ASフーズ 製造業 山梨県 中央市一町畑1085-6 http://www.as-foods.jp

1198 （株）島田プロセス 製造業 山梨県
中巨摩郡昭和町清水新居
1534

http://shimada-pro.com

1199
医療法人 Mデンタルクリ
ニック 松野歯科

医療・福祉 山梨県 甲斐市中下條249-1 http://www.m-mtm.jp

1200
三井社会保険労務士事務
所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県
甲斐市島上条135シティ甲
洋敷島102

http://sroffice-mitsui.com

1201 屋形整骨院 医療・福祉 山梨県 甲府市屋形2-1-35 http://www.yakataseikotuin.com/

1202 飯田鉄工（株） 製造業 山梨県 笛吹市境川町石橋1314 http://www.iida-tekko.co.jp

1203 （株）ジャスト 卸売業、小売業 山梨県 中巨摩郡昭和町西条394-1 http://www.justnet.co.jp/

1204 （株）リーベン
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市中央5-2-8 http://www.lieben.me

1205 （株）シラネパック 製造業 山梨県 南アルプス市飯野3686 http://www.siranepake.co.jp

1206 （株）早野組 建設業 山梨県 甲府市東光寺1-4-10 http://www.hayano.co.jp



1207
医療法人 すずき整形外科
医院

医療・福祉 山梨県 大月市御太刀2-8-8 http://www11.ocn.ne.jp/~suzukior/

1208 （株）ブリリアント 情報通信業 山梨県 笛吹市八代町岡770-1 http://www.bril.co.jp

1209 （株）やさしい手 甲府 医療・福祉 山梨県 甲府市上石田1-7-14 http://www.yasashiite-kofu.co.jp

1210
（株）ハートフルスタッ
フ

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市上石田1-8-22 http://www.hf-staff.jp

1211 （株）エスエスワイ 情報通信業 山梨県 富士吉田市松山1249-1 http://www.ssy.co.jp

1212 （有）暁星観光開発
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 都留市下谷2450-1 http://www.star-land.co.jp

1213 （株）峰岸商会 製造業 山梨県 甲府市増坪町74 http://www.minegishi-web.co.jp/

1214
総務サポート社労士事務
所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲州市塩山藤木166-1 http://www.soumu-support.jp

1215 （株）アイウィーヴ 情報通信業 山梨県 甲府市幸町13-21 http://www.iweave.jp/

1216 浅川熱処理（株） 製造業 山梨県
中巨摩郡昭和町築地新居
1584-2

http://www.netushori.co.jp

1217 田原会計事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市中央5-5-19 http://homepage2.nifty.com/tao0423/

1218 サロンAQ
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲斐市下今井1834

1219
（株）スタディーネット
ワーク

教育、学習支援業 山梨県
甲府市徳行1-4-5サニービ
ルド2F

http://www.gakushu-kukan.com

1220 （株）TNテック 建設業 山梨県 甲斐市大下条816-1
1221 国母観光自動車（株） 運輸業、郵便行 山梨県 甲府市国母5-5-7 http://www.kokubo-kanko.com

1222
安原社会保険労務士事務
所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 中央市大鳥居3058 http://www.ne.jp/asahi/y/yasuhara

1223
（株）ケイコンサルタン
ト

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県
南巨摩郡富士川町小林382-
1

http://www.k-data.co.jp/k-consultant/

1224 昭和測量（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市中央3-11-27 http://www.survery.co.jp/index.html

1225
（株）トータルサポート
サービス

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市上石田2-41-4-407 http://mt.fuji-soap.jp

1226 （株）山交百貨店 卸売業、小売業 山梨県 甲府市丸の内1-3-3 http://www.yamako-dept.jp

1227 （株）MICRO
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲州市塩山千野583 http://www.antique-2010.com

1228 （株）サンホーム 建設業 山梨県 甲府市下飯田2-2-1 http://www.12sunhome.com

1229 古守工業（株） 製造業 山梨県 甲府市住吉4-6-24

1230
（株）ヒューマンプラン
ニング

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県
中巨摩郡昭和町清水新居
279

http://www.humanplanning.com

1231 （株）さんりん舎 医療・福祉 山梨県
北杜市大泉町西井出8240-
5354

1232 （有）モデリスタ
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 中巨摩郡昭和町河西207-3 http://modellista.jp/

1233 （株）マルモ 卸売業、小売業 山梨県 中央市流通団地2-3-5 http://www.marumo-c.co.jp

1234 疾測量（株）
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲斐市篠原1436-1 http://www.hayate-co.com

1235 （有）Cubby 製造業 山梨県 笛吹市石和町窪中島320 http://www.cubby.jp/

1236
（株）システムインナカ
ゴミ

卸売業、小売業 山梨県
中央市山之神流通団地1-8-
2

http://www.sin.co.jp/

1237 （株）ダスキンファイブ
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 中央市山之神2140-19 http://www.duskin5.com

1238
社会保険労務士 深澤事務
所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 南アルプス市塚原 1708-1 http://www.sharoshi-f.com

1239
山梨パナソニックシステ
ム（株）

卸売業、小売業 山梨県 中巨摩郡昭和町西条2331 http://www.ynsys.co.jp

1240 （株）ヴァインヤード 卸売業、小売業 山梨県 山梨市上神内川1162-6 http://www.e-vine.jp

1241 （株）フォーチュン
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県
甲府市丸の内2-8-3丸和ビ
ル3F

http://www.fortune-corp.co.jp

1242
（有）本陣 介護付有料老
人ホーム リブス笛吹

医療・福祉 山梨県 笛吹市御坂町成田2477-1 http://www.ribs-fuefuki.jp/

1243
ニッポンレンタカー山交
（株）

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市丸の内1-1-8 http://www.nipponrentacar.co.jo/company



1244 浅川木材（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲斐市大下条606-1 http://www.asamoku.com/

1245
（株）アシストエンジニ
アリング

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県
中央市山之神3624-7野中産
恵ビル1階

http://www.assisteng.co.jp

1246
（有）小俣昌彦事務所 福
祉工房

医療・福祉 山梨県
大月市大月2-12-30塩谷ビ
ル1階

1247 （株）カワイ
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 笛吹市御坂町成田2034 http://www.kawais.co.jp

1248 美石工芸 製造業 山梨県 甲府市城東3-15-19

1249 深沢邦秀税理士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市朝気1-1-30 http://humanoffice.net

1250 山梨トヨタ自動車（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市宝1-21-29 http://yamanashi.toyota-dealers.jp/

1251 望月労務管理事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 南アルプス市飯野2382-2 http://www.newmoon.jp/

1252 （有）ハマオ
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 北杜市長坂町八田6780-3 http://www.3.nns.ne.jp/~hamao/

1253 （株）茂呂製作所 製造業 山梨県 韮崎市藤井町駒井3169 http://www.moross.co.jp

1254 （有）久保田興業
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 南アルプス市上今諏訪437 http://kubota.co.jp

1255
（株）イー・コミュニ
ケーションズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲斐市西八幡2418-1

1256
リラクゼーションハウス
nature

生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県
甲斐市龍地3166サンパ
ティーク双葉103

1257 （株）プライムホーム
不動産業、物品賃
貸業

山梨県
甲府市貢川本町7-3ウィス
タリアQ1F

http://www.prime-h.co.jp

1258
（株）東邦観光サーヴィ
ス

生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市丸の内3-14-10

1259 石橋製作所 製造業 山梨県 南アルプス市戸田250-4 http://www.ishibashi-seisakujo.com/

1260 （株）ホテル不老閣
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 北杜市須玉町小尾6672

1261 DEPARTURE
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 中央市山之神3625-1

1262 （株）円熟屋
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 中央市若宮46-1

1263

社会福祉法人 身延山福祉
会
特別養護老人ホーム みの
ぶ荘

医療・福祉 山梨県
南巨摩郡身延町梅平2483-
122

http://www.jsyamanashi.jp/minobusanfukushikai/

1264 FKG（株） 製造業 山梨県
南都留郡富士河口湖町大嵐
522-2

1265 総合防犯工事（株） 建設業 山梨県 甲府市丸の内3-1-5
1266 （有）山一建設 建設業 山梨県 韮崎市旭町上條北割1999-1

1267 シナプテック（株）
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県
甲府市大手1-2-37シルクサ
ンシャインC105

http://www.synaptech.jp

1268 鈴健興業（株） 建設業 山梨県 笛吹市下黒駒1602-8 http://suzuken8888.com

1269 さき美容室
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲州市塩山上於曽47

1270 レストラン ラ・クール
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 中巨摩郡昭和町飯喰413-1 http://www.lacour.jp

1271 （有） 創美社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲斐市長塚809-7 http://www.soubisha.biz

1272 細田歯科医院 医療・福祉 山梨県 北杜市長坂町上条2534-14
1273 （株）らぼぉぐ 農業・林業 山梨県 南巨摩郡身延町大野952-1 http://www.laboag.co.jp

1274
（株）アシストシステム
サイエンス

情報通信業 山梨県
甲府市住吉3-24-10ASSTビ
ル

http://www.asstnet.co.jp

1275 芦安精機（株） 製造業 山梨県 南アルプス市上八田140-43

1276
ティーエーシー武田消毒
（株）

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市徳行3-9-28 http://www.takeda-shodoku.co.jp/

1277 辻緑化土木（株） 建設業 山梨県 甲府市朝気3-3-16 http://www.tsuji28.net

1278 峡北シルバーケアホーム 医療・福祉 山梨県 北杜市長坂町渋沢907 http://www.6.ocn.ne.jp/~kyohoku/index.html

1279 第一測量（株）
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 富士吉田市中曽根3-2-24 http://www.daiichi-sokuryou.co.jp

1280 （株）かいや 製造業 山梨県 甲府市下曽根町3330-1 http://www.the-kaiya.com



1281 （有）川浦温泉 山県館
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 山梨市三富川浦1140 http://www.yamagatakan.com

1282 カワサキ（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市上石田4-13-10

1283
（株）グローバルコーポ
レーション

製造業 山梨県 甲斐市龍地5243 http://www.9680.co.jp

1284 近藤ニット（株） 卸売業、小売業 山梨県
西八代郡市川三郷町市川大
門76-1

http://evameva.com

1285 医療法人 笹本会 医療・福祉 山梨県 甲府市大里町5315 http://sasamotokai.net

1286 （株）信玄食品 製造業 山梨県 甲州市藤木1870 http://www.shingen-foods.co.jp

1287 （株）せんたくクラブ
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 笛吹市石和町山崎133-4 http://www.kobayashi-lease.co.jp/club/

1288 セントケア山梨（株） 医療・福祉 山梨県
甲府市大里町3131-1森下ビ
ル101号室

http://www.sait-care.com/office/yamanashi.html

1289
トオカツフーズ（株）甲
府工場

製造業 山梨県 甲府市徳行2-6-20 http://www.tokatsu.co.jp/

1290
医療法人 桃潤会 ナーシ
ングプラザ三珠

医療・福祉 山梨県
西八代郡市川大門町上野
2968

1291
介護老人保健施設 ノイエ
ス

医療・福祉 山梨県
中巨摩郡昭和町河東中島
443

http://www4.ocn.ne.jp/~neues/

1292
社会福祉法人 特別養護老
人ホーム ヒルズ勝沼

医療・福祉 山梨県 甲州市勝沼町下岩崎2091 hｔｔｐ：//www.hills-katsunuma.com/index.html

1293 （株）山下精工 製造業 山梨県 山梨市牧丘町隼514 http://www.nejiya.ne.jp/

1294 社会福祉法人 和告福祉会 医療・福祉 山梨県 甲府市中村町11-18 http://www.wk-f.jp/
1295 塩沢金属（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲州市塩山上萩原2680-125 http://www.shio-kin.com/index.html

1296 （株）ビジネスサポート
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県
中巨摩郡昭和町清水新居
1666

http://0211.jp/#page_top

1297 合同会社 ECO FOR
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲州市勝沼町山964-1 http://eco-for.com

1298 ParuPi（株）
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市徳行2-5-21 http://parupi.com

1299
社会福祉法人 やまなし勤
労者福祉会

医療・福祉 山梨県 甲府市若松町6-35

1300
（株）甲府キンダイサー
ビス

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市西田町2-65 http://www.kks-c.co.jp/

1301 （株）藤プラント建設 建設業 山梨県 山梨市三ケ所309-1
1302 （株）山梨地質 建設業 山梨県 甲府市貢川本町4-31 http://www.y-geo.jp/
1303 社会福祉法人 恵優会 医療・福祉 山梨県 甲府市青葉町14-15 http://www.kei-you.jp

1304 （株）アグリマインド 製造業 山梨県 甲州市大和町日影1112-1
1305 マオン（株） 製造業 山梨県 甲斐市西八幡3766-13

1306
社会福祉法人 奥湯村福祉
会

医療・福祉 山梨県 甲府市羽黒町1657-5 http://okuyumura.or.jp

1307 中部食品（株） 製造業 山梨県 甲府市国母6丁目2-38 http://www.chubu.co.jp

1308 美容院 ブルーム
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市池田1丁目12-19

1309 デイサービスはぴねす 医療・福祉 山梨県
南都留郡富士河口湖町船津
6809-1

http://www.hpns21.com/

1310 アンローブ 卸売業、小売業 山梨県 甲府市元紺屋町48 http://www.annerobe.co.jp/

1311
昇仙峡ロープウェイ株式
会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市猪狩町441 http://www.shousenkyo-r.jp

1312 （株）カクイチ 卸売業、小売業 山梨県 甲府市和戸町916-2 http://www.kaku-ichi.co.jp/

1313 初鹿会計事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市国母8-4-40 http://www.hatsushika-kaikei.com/

1314 山梨ヤクルト販売（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市下飯田1-3-2 http://www.yamanashi-yakult.co.jp

1315 社会福祉法人 笹の葉会 医療・福祉 山梨県 中巨摩郡昭和町河西1149-2 http://sasamotokai.net/sasanohakai

1316 （株）食彩四季 火焰
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 甲斐市龍地4709-1

1317 山梨峡北交通（株） 運輸業、郵便行 山梨県 北杜市須玉町若神子3157-2 http://www.kyohoku.jp/

1318 社会福祉法人 燦生福祉会 医療・福祉 山梨県 韮崎市富士見2-15-27

1319
(株)葵精螺製作所 山梨工
場

製造業 山梨県 笛吹市境川町三椚925 http://www.aoi-s.jp/

1320
特定非営利活動法人 富士
川下り研究会

卸売業、小売業 山梨県
南巨摩郡富士川町梅平
2483-74

http://www.fujikawakudari.jp/index.html



1321
医療法人仁和会 竜王リハ
ビリテーション病院

医療・福祉 山梨県 甲斐市万才287-7 http://www.ryuo-rhp.or.jp/index.html

1322
（有）仙洞田建築板金工
業所（アートハウス）

建設業 山梨県 山梨市正徳寺693-1 http://www.arthouse.jp

1323 （株）ヨダ兄弟商会 卸売業、小売業 山梨県
西八代郡市川大門町上野
2352-1

http://www.yoda-bros.com

1324
磯部公認会計士税理士事
務所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市相生2-5-11

1325 山梨中央水産（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市国母6-5-1

1326
（株）プランドゥワカツ
キ

サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市古上条町411-1 http://www.plan-do-wakatsuki.jp

1327
介護老人保健施設 山中湖
あんずの森

医療・福祉 山梨県
南都留郡山中湖村山中
1069-3

http://www.fujikosei.or.jp

1328 （株）金多留満 製造業 山梨県
南都留郡富士河口湖町船津
7407

http://www.kindaruma.co.jp

1329 （株）ウィル 情報通信業 山梨県 笛吹市一宮町田中222-23 http://www.willcorp.com

1330 障害者支援施設 そだち園 医療・福祉 山梨県 山梨市牧丘町室伏1861 http://www8.ocn.ne.jp/~sodatien/

1331 （株）カムイ 卸売業、小売業 山梨県 甲府市西高橋町134-1 http://www.kamuisp.com/index.html

1332 （有）内外研磨製作所 製造業 山梨県 甲府市飯田1-7-11

1333 （株）田丸
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 笛吹市石和町唐柏811-2 http://www.eco-tamaru.co.jp

1334 （有）佐野製作所 製造業 山梨県 南巨摩郡南部町万沢3809
1335 （株）丹澤電機 卸売業、小売業 山梨県 甲府市伊勢1-10-3 http://www.tanzawa.co.jp

1336 （株） ダイアート三枝 製造業 山梨県 甲府市国母1-12-34 http://www.diart.co.jp

1337 （株）サカイ 建設業 山梨県 甲府市大鍛冶屋町160-1 http://saunadiet.com/

1338 （株）ふじでん 建設業 山梨県 甲府市朝気3-21-29 http://www.fjd.co.jp

1339
（株）クリーニングすわ
ん

生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市住吉3-23-8 http://www.suwan.co.jp

1340
社会福祉法人 いきいき倶
楽部

医療・福祉 山梨県 甲府市下向山町1280-1 http://ikiiki-cosumo.info/

1341 （株）朱宮神仏具店 卸売業、小売業 山梨県 甲府市中央4-3-4 http://shumiya.co.jp
1342 （株）柳澤商会 製造業 山梨県 甲府市朝気1-1-40 http://yanagisawa-srl.jp/index.html

1343 日本小水力発電（株） 建設業 山梨県 北杜市大泉町谷戸3905 http://www.smallhydro.co.jp

1344 丸十山梨製パン（株） 製造業 山梨県 甲府市丸の内2-28-6 http://www.marujupan.co.jp

1345 （株）ジー・エフ・アイ 金融業、保険業 山梨県 甲府市大里町680-3 http://www.net-gft.co.jp/index.html

1346 新星電機（株） 製造業 山梨県 甲府市徳行5-2-25

1347 （株）サンウッド 製造業 山梨県
西八代郡市川三郷町大塚
1108-15

http://www.sun-wood.jp

1348 （株）コネクトデスク 教育、学習支援業 山梨県 甲府市上今井町265-6 http://www.connectdesk.com

1349
社会福祉法人 さくら会
風林荘

医療・福祉 山梨県 甲府市宮原町1191 http://www.fuurinsou.com/

1350 （株）コミット 情報通信業 山梨県 甲府市下石田2-10-6 http://www.com-mit.co.jp/

1351 （有）塩田商店 卸売業、小売業 山梨県 南アルプス市小笠原379 http://www.shiota-shouten.co.jp

1352 山梨品川燃料（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市朝日1-1-16
1353 （有）日向組 建設業 山梨県 都留市朝日馬場224

1354
医療法人 内藤会 順聖ク
リニック

医療・福祉 山梨県 甲府市湯村1-5-19 http://www.junsei.or.jp/index.html

1355 （株）ユニオックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市中央3-10-20 http://www.uniox-group.com/

1356 （有）トミ美容室
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 都留市上谷3-3-23 http://www.tomisalon.com

1357 甲信商事（株） 卸売業、小売業 山梨県
中央市山之神字流通団地3-
4-1

http://www.koshinshoji.co.jp

1358 （株）ネオシステム 情報通信業 山梨県
甲府市丸の内2-8-3丸和ビ
ル5階

http://www.neosystem.co.jp

1359 LIFE SOLUTION
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 北杜市高根町長沢419-1

1360
（株）イデア・プロダク
ツ

製造業 山梨県 甲府市朝気1-1-30 http://www.idea-p.com

1361 クリフ（株） 製造業 山梨県 笛吹市境川町三椚909 http://www.klif.co.jp/

1362 信和ビジネス（株） 医療・福祉 山梨県
富士吉田市上吉田6686フジ
トップビル2F

http://www13.ocn.ne.jp/~shinwab/



1363 社会福祉法人 幸徳会 医療・福祉 山梨県 笛吹市一宮町南野呂422-1 http://kotokukai.com/

1364 藤精機（株） 製造業 山梨県
中巨摩郡昭和町築地新居
1648-7

http://www.fuji-seiki.com/

1365 （株）寺田ニット 製造業 山梨県
西八代郡市川三郷町下大鳥
居116

http://book.geocities.jp/banpas

1366
（株）コンピュータマイ
ンド

情報通信業 山梨県 甲府市下飯田1-4-3 http://www.compmind.co.jp/

1367 山梨貨物自動車（株） 運輸業、郵便業 山梨県
中央市山之神流通団地
3211-1

http://www.y-kamotsu.co.jp/

1368 りょうり屋 恩の時
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県
甲府市丸の内1-8-9丸の内
片川ビル

1369
（有）オンザロード
（ラーメン青葉）

宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 甲府市美咲1-3-1 http://kofu-aoba.com/

1370 （株）イワタニ 製造業 山梨県 笛吹市八代町米倉1267-1 http://www.panel-world.com

1371 （有）富士金属工芸社 製造業 山梨県 甲府市朝気3-14-2 http://www.fujikn.co.jp

1372
（株）ベルオートサービ
ス

卸売業、小売業 山梨県 甲府市落合町506-4

1373 （株）フォワード 卸売業、小売業 山梨県 甲府市大里町680-3

1374 （株）トウワ
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市千塚4-7-10

1375
（有）ミスティックプラ
ンニング

卸売業、小売業 山梨県 甲斐市中下条628-3 http://www.mystic.ne.jp/

1376 富士冷暖（株） 建設業 山梨県 甲府市上石田3-17-13 http://www.fuji-reidan.com

1377 （株）久保嶋不動産鑑定
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市湯田2-3-18 http://nk-kaikei.tkcnf.com/pc/

1378
税理士法人 中山・久保嶋
会計

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市湯田2-3-18 http://nk-kaikei.tkcnf.com/pc/

1379 （株）東栄 建設業 山梨県 甲州市塩山熊野46-1 http://www.y-toei.co.jp/index.html

1380
社会福祉法人双葉会 ワー
クハウスふたば

医療・福祉 山梨県 甲斐市下今井2650-1

1381 (株）エリゼ
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 中巨摩郡昭和町西条1949 http://erize.co.jp

1382
内藤家具インテリア工業
（株）

製造業 山梨県
南アルプス市戸田字中戸田
189-11

http://www.naitokag.co.jp

1383 （株）サン宝石 卸売業、小売業 山梨県
中央市山之神流通団地1-7-
1

http://www.sunhoseki.co.jp

1384 東日本通商（株） 情報通信業 山梨県 甲府市富竹4-4-13 http://www.hnt.jp/

1385
社会福祉法人 善隣会 特
別養護老人ホーム 尚古園

医療・福祉 山梨県 甲府市和田町2948-6 http://www.zenrinkai.or.jp

1386 寺井木材（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市上石田3-4-11

1387
M.I.H.O.矯正歯科クリ
ニック

医療・福祉 山梨県 甲府市上今井町2339 http://www.mihokyoseishika.net/

1388
富士急山梨ハイヤー
（株）

運輸業、郵便業 山梨県 富士吉田市松山4-6-29 http://www.fujikyu.co.jp/taxi/yamahai/

1389 （有）新坂精密 製造業 山梨県 都留市法能62-1

1390
社会福祉法人 共生会
ワークスペース エム

医療・福祉 山梨県 甲斐市岩森1079-1

1391 （有）昭栄精機 製造業 山梨県 中巨摩郡昭和町西条3853-1 http://www.shoeiseiki.jp

1392 （株）入兆 卸売業、小売業 山梨県 甲府市国母6-6-3 http://www.minayo-g.com/irichoo/

1393 サレーヌ 昭和南店
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲斐市万才751-1

1394 （株）いえプロ
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市上石田3-4-11 http://ie-pro.co.jp

1395 （株）アイビーソウケン 建設業 山梨県 甲府市青沼2-6-19
1396 （有）甲斐保険事務所 金融業、保険業 山梨県 甲府市千塚3-7-31 http://www.hokensoudan-yamanashi.jp

1397
（株）ネイチャー・
ファーム

農業・林業 山梨県 中巨摩郡昭和町押越2176 http://www.

1398
（株）ディーエスクリ
エーション

宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 南アルプス市六科1111 http://www.dai3souko.com

1399 dragon eye 金融業、保険業 山梨県 山梨市小原東45-3-105

1400 アロマ＆ハーブ LURA
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県
山梨市上神内川1478-1 2F
E

http://lura-aroma.com

1401 キーチデンキ（株） 建設業 山梨県 笛吹市御坂町下黒駒172-6

1402 （有）うかい商事
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 笛吹市石和町下平井144-1 http://www.hotel-ukai.co.jp



1403 アーク保険サービス 金融業、保険業 山梨県 甲府市飯田5-18-6
1404 （株）リバイブ 卸売業、小売業 山梨県 甲州市勝沼町山964-1
1405 （株）山吹 建設業 山梨県 笛吹市八代町永井1483-1

1406 （株）トミオカテニス
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市善光寺町2999 http://www.estclub.co.jp

1407 （株）馬場設計
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市塩部4-15-8

1408
河野
コウノ

造園
ゾウエン

土木
ドボク

（株）
カブ 建設業 山梨県 甲府市下飯田2-5-27 http://kzd.co.jp

1409 三井建設工業（株） 建設業 山梨県 甲府市飯田4-1-33 http://mitsui-web.net/

1410 （有）山梨広告社
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市中央3-12-9 http://www.yamanashi-koukoku.co.jp/

1411 （株）井上塗装 建設業 山梨県 富士吉田市上吉田5397 http://www.inouetoso.jo/

1412 峡北甲府宅配センター 卸売業、小売業 山梨県 甲府市塩部4-1-28

1413 チケットサービス甲府
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県 甲府市丸の内1-15-5 http://www.kinken-kaitori.com/

1414 社会福祉法人 正寿福祉会 医療・福祉 山梨県 甲府市若松町4-15
1415 富岳通運（株） 運輸業、郵便業 山梨県 甲府市西下条町1167-8

1416 （株）常磐ホテル
宿泊業、飲食サー
ビス業

山梨県 甲府市湯村2-5-21 http://www.tokiwa-hotel.co.jp

1417 村田米菓 卸売業、小売業 山梨県 甲府市千塚3-3-41
1418 （株）セイビドー 卸売業、小売業 山梨県 甲府市丸の内1-15-8 http://seibido.com
1419 （株）菊島 製造業 山梨県 韮崎市中田町小田川191 http://kikushima.biz/

1420 （有）アドラック 教育、学習支援業 山梨県 中央市若宮49-7 http://www.addluck.co.jp

1421 （株）フリート
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市住吉2-1-16

1422 山梨トヨペット（株） 卸売業、小売業 山梨県 甲府市酒折1-10-32 http://www.p-ymn.co.jp/

1423 アロンジェ（株）
生活関連サービス
業、娯楽業

山梨県
中巨摩郡昭和町西条5705堀
之内ビル201

http://www.allonge-nail.com

1424
特定非営利活動法人 生活
介護支援 くまちゃん

医療・福祉 山梨県
甲府市東下条町448-1フ
レーズ向山

http://www.kuma-chan.org/index.html

1425
アクティブ社労士セン
ター

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 韮崎市藤井町北下條1231-7

1426 （株）湊與 卸売業、小売業 山梨県 甲府市国母6-6-2 http://www.minayo-g.com/

1427 長谷川醸造（株） 製造業 山梨県 南アルプス市鏡中条612 http://www.umeume.co.jp

1428 雨宮労務管理事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲州市塩山下於曽499

1429 甲州貨物運送(有) 運輸業、郵便行 山梨県 南アルプス市小笠原7 http://koshu-kamotsu.com

1430 (株)マインドアップ 製造業 山梨県 甲府市下飯田2-4-20 http://www.mindup.co.jp

1431 (株)リョーウン 卸売業、小売業 山梨県 韮崎市富士見3-13-28 http://www.ryo-un.co.jp

1432 ムサシドー
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市湯村2-4-25

1433 (株)トレンド山梨支社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市大里町1049-3 http://www.trendco.biz

1434 (株)澤田屋 製造業 山梨県 甲府市向町375 http://www.kurodama.co.jp/

1435 デイサービス あさひ 医療・福祉 山梨県 山梨市万力726-3
1436 （株）佐藤農園 農業・林業 山梨県 山梨市東818 http://www.satofarm.com

1437
（有）柏屋 ショートステ
イ みらい

医療・福祉 山梨県 南アルプス市東南湖3361-1 http://www.shortstay-mirai.com

1438 （株）イノウエ 製造業 山梨県 甲府市中小河原527
1439 （株）米山 卸売・小売業 山梨県 甲府市湯田2-7-18
1440 （株）奥脇製作所 製造業 山梨県 都留市法能1031 http://okuwaki-ss.com

1441 （株）キャリアポケット
サービス業（他に
分類されないも
の）

山梨県 甲府市湯田2-11-4

1442
田中社会保険労務士事務
所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県
甲府市北口1-6-29北口オ
フィス向山2-1

1443 山梨CATV（株） 情報通信業 山梨県 山梨市上神内川1230 http://fruits.jp

1444 沼津市社会福祉協議会 医療、福祉 静岡県
沼津市千本１９１０－２０
６

http://numazu-shakyo.jp/

1445 ㈱日本ベルト工業 製造業 静岡県 沼津市足高２９２－５１ http://www.nihonbelt.co.jp/

1446 秋元水産㈱ 製造業 静岡県 沼津市大塚３７－１ http://www.akimoto-suisan.co.jp/

1447 ㈱エムズプランニング 医療、福祉 静岡県 沼津市宮前町１０－３ http://www.bd-planning.com/

1448 ㈱あした葉 飲食店、宿泊業 静岡県 沼津市町方町94



1449 ㈲佐藤機械工業 製造業 静岡県 沼津市大諏訪７８８-２
1450 ㈱ＷＡＴＳ-progress 製造業 静岡県 三島市長伏２５４－６
1451 ㈱東部自動車学校 教育、学習支援業 静岡県 沼津市寿町１７－１ http://www.tou-bu.co.jp/

1452 ㈲大田呉服店 卸売・小売業 静岡県 沼津市高島町３－３ https://www.facebook.com/ootagofukuten

1453 マーズコンピュータ㈱ 情報通信業 静岡県 富士市荒田島10-27 http://www.mars-computer.co.jp

1454
㈱静岡キャリアステー
ション

サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県
富士市瓜島町82 富士商工
会議所201

http://www.scs-fuji.jp

1455 イデキョウホーム㈱ 建設業 静岡県 富士市伝法1335 http://www.idekyo.com

1456 ㈲エッジ 卸売・小売業 静岡県
富士市平垣109-5　アロマ
ガーデン1階A号室

http://www.edge-inc.jp

1457 社会福祉法人　誠信会 医療、福祉 静岡県 富士市比奈１３５４ http://www.seishinkai.info/

1458 ㈲吉原介護センター 医療、福祉 静岡県 富士市伝法657-1 http://yoshiwara-kaigo.jp

1459 日野吉工業(株)
電気・ガス・熱供
給・水道業

岐阜県 岐阜市北鶉３－２１ http://www.hinoyoshi.co.jp

1460 (株)オンダ製作所 製造業 岐阜県 山県市富永１８ http://www.onda.co.jp

1461 （税）双葉
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 加茂郡白川町河岐１７３８ http://tax-futaba.tkcnf.com/

1462
(株)飯島製作所　岐阜工
場

製造業 岐阜県
美濃加茂市加茂野町加茂野
６５５

1463
（一社）　こころぎふ臨
床心理センター

医療、福祉 岐阜県
岐阜市玉宮町１－２２－２
ウイングE-2

http://www.kokoro.gifu.jp

1464 (有)プリテック 製造業 岐阜県 中津川市下野４２９－１

1465 ㈱ＭＩＲＡＩ
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 一宮市栄3-1-2　ｉビル6F

1466 T's Food
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県
名古屋市東区泉1-22-35　ﾁ
ｻﾝﾏﾝｼｮﾝ桜通久屋403

1467 名古屋総合システム㈱ 情報通信業 愛知県
名古屋市中村区名駅2-37-
21東海ソフトビル5階

http://www.nasubi.co.jp

1468 保険サロン㈱ 金融・保険業 愛知県
名古屋市守山区小幡中1-
30-13

1469 ㈱arevolve（ｱﾙｳﾞｫ)
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄3丁目23-24
NAGOYAFLAT901

http://www.ryo-nail.com

1470 データファーム㈱ 情報通信業 愛知県
名古屋市中村区名駅4丁目2
番25号 名古屋ビル東館6F

http://www.datafirm.co.jp/

1471 伊藤経営労務事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区錦1-17-26
ラウンドテラス伏見5B

http://www.itosr.jp

1472
㈱アイエスエフネットラ
イフ

医療・福祉 愛知県
安城市桜井町大役田38-1
岡田ビル1F

http://www.isfnetlife.com

1473
セブンイレブン 名古屋阿
由知通4丁目店

卸売・小売業 愛知県
名古屋市昭和区阿由知通4-
16-1

1474
社会保険労務士法人ｱｼｽ
ﾄ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　名古屋事業
所

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄2-4-3　TF
ビル8F

1475
社会保険労務士法人ｱｼｽ
ﾄ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ　一宮事業所

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 一宮市奥町墓南25-3

1476 ㈱ウェーヴジャパン
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中村区名駅4-11-
28　伊藤ビル3F

1477 ㈱鬼頭精器製作所 製造業 愛知県 豊田市中町中根50

1478 ナガヤ塗料 卸売・小売業 愛知県
名古屋市中川区柳瀬町1-
16-1

http://www.paint-box.co.jp

1479 ㈱エナジィー 医療・福祉 愛知県 名古屋市西区市場木町82

1480 居酒屋　宴
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県 豊川市松久町50番1 http://www.abekatsu.com/

1481
医療法人鴨和会　めるし
い豊川

医療・福祉 愛知県 豊川市本野町百々44-1 http://www11.ocn.ne.jp/~merci/

1482 株式会社ライフリンクス 金融業、保険業 愛知県
豊川市野口町前野１００－
１

1483 ㈱岡田商事 卸売・小売業 愛知県
春日井市大泉寺町大池下
443-145

http://www.onedex.co.jp

1484 大幸建設工業㈱ 建設業 愛知県 春日井市勝川町5－31－2 http://www.taikokk.co.jp

1485 株式会社　清水鉄工所 製造業 三重県
三重県桑名市東金井字古屋
敷１１６９－１

http://shimizu-ironcompany.webnode.jp



1486 株式会社　ラヴフォー 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市中部１２－
１１

1487 株式会社　吉住製作所 製造業 三重県
三重県いなべ市員弁町北金
井１６８２番地

1488 ㈱インデクション 情報通信業 愛知県
名古屋市天白区植田西2-
304-2　SMY88　植田2B

1489 BALBAO　the　hair　make
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中区大須3-5-49
ハセビル2F

1490 M.I社会保険労務士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄2丁目4-3
TFビル8F

http://www.mi-sr.com

1491 ㈱プレジャーハウス 卸売業、小売業 愛知県
名古屋市中区大須1-7-5
アクセス175　6F

1492 RIG㈱ 卸売業、小売業 愛知県
名古屋市守山区天子田3丁
目1509番地

http://www.kadentyuko.com/

1493 ㈱中部システム事務機 情報通信業 愛知県
名古屋市中川区高畑2丁目
101番

1494 ㈱ＣＯＣＯ
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中村区竹橋町15-
17　NICOビル2F

1495 まつした社労士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市守山区城土町362-
1-301

http://m-sr-office.com/

1496 ㈲建築計画連合
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 名古屋市昭和区妙見町1-13

1497 ㈱大中環境 建設業 愛知県 一宮市明地字山中25 http://www.dc-env.com/

1498 置田労務経営事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市緑区鳴海町尾崎山
76-1

1499 犬の美容室いちご
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中川区荒中町157
荒中マンション1F

1500 ㈱ひとり
宿泊業・飲食サー
ビス業

愛知県 北名古屋市井瀬木五町100

1501
アリンク社会保険労務士
事務所

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 名古屋市西区押切1-5-2 http://www.alink-sr.com

1502 ㈱ベルテック 製造業 愛知県
名古屋市守山区瀬古東1丁
目601

http://belltec.info

1503
特定非営利活動法人　人
財育成支援ネット

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄四丁目3番
26号　昭和ビル3F

http://kiitenet.com

1504
㈱マイビジネス　クリエ
イトオフィス

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄四丁目3番
26号　昭和ビル3F

http://myoffice21.jp

1505 美LifeSupport
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市名東区神里二丁目
128番地

http://belifesupport.com

1506 Prier㈱
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中区栄二丁目7番
28号アインスタワー1403

1507 にわやま労務管理事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 瀬戸市ゆりの台28

1508 ニチブ㈱ 建設業 愛知県 瀬戸市水北町150
1509 さんれーく㈱ 飲食店、宿泊業 長野県 諏訪市高島3-1201-85

1510
社会保険労務士法人　松
本労務協会

専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市宮田21-29 http://jinjibu.co.jp

1511 バリブラン㈱ 卸売・小売業 長野県
上伊那郡箕輪町大字中箕輪
3730-475

http://balibulan.co.jp

1512 社会福祉法人音葉会 医療、福祉 長野県
上伊那郡辰野町大字伊那富
6333-2

http://www5.ocn.ne.jp/~otohakai/

1513 便利屋ファミリー上田店
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市生田2348-129 http://family-ueda.com/

1514 ㈲デザインルームエム
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市古里1487　エムビル http://www.d-emu.co.jp/

1515
一般社団法人日本中小企
業ｻﾎﾟｰﾄ協会

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市御所731-1 http://www.jsms.info/ 

1516 株式会社 サワイ 製造業 長野県
佐久市小田井1077-6　佐久
市小田井工業団地

http://www.sawainet.co.jp/

1517
マリーンバイオ㈱長野事
業所

製造業 長野県
上伊那郡飯島町田切１６０
－３５２

http://www.marine-bio.co.jp

1518
多摩川テクノクリエイ
ション㈱

学術研究、専門・
技術サービス業

長野県
飯田市鼎切石５１２１－１
３８

http://tec-tamagawa.co.jp/



1519 日の出観光㈱
生活関連サービス
業、娯楽業

長野県 飯田市上郷黒田７９２ http://

1520 いずみの家 医療・福祉 長野県
飯田市今宮町4丁目５６０
９－２

http://

1521
㈱インフインテイDｉｏｎ
ｅ飯田

生活関連サービス
業、娯楽業

長野県 飯田市鼎一色１６２－６

1522 ㈲龍江自動車商会 卸売業、小売業 長野県 飯田市龍江３１０７ http://
1523 （株）佐藤鋳造 製造業 山梨県 都留市玉川654 http://www.e-yamanashi.net/ykool_satou.htm

1524 （有）オム 製造業 山梨県 南都留郡道志村5964
1525 （有）藤代自動車 卸売、小売業 山梨県 甲府市上町2243

1526 (有)星生
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 静岡市葵区八千代町23-5 http://www.4LC.jp

1527 ㈱ニッショウ工販 ⑨卸売・小売業 静岡県 静岡市葵区古庄6-5-11 http://nissho-kohan.co.jp

1528 ㈱七丈設計
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市葵区平和1-19-4 http://www.shichijo.co.jp

1529 ㈱清音
⑱その他のサービ
ス業

静岡県 浜松市西区館山寺町2738-2 http://fantommarine.com

1530 ㈲浜名精工 ⑤製造業 静岡県 磐田市南平松9-11

1531 ㈱アテックス
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
静岡市駿河区3-8-7セレン
ト中田ビル１Ｆ

http://www.inatex.jp

1532
落合紀子社会保険労務士
事務所

⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市葵区若松町１

1533
社会保険労務士石原とも
子事務所

⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市葵区東草深町14-7 http://www.sr-tomo.com/

1534 太陽観光㈱
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 浜松市中区上島7-4-1 http://www.taiyo-kanko.jp

1535 ㈱シャンソン化粧品 ⑤製造業 静岡県 静岡市駿河区国吉田2-5-10 http://www.chanson.co.jp

1536 共栄機電㈱ 卸売・小売業 静岡県 沼津市本錦町６４４－１１
1537 メガトレンド㈱ 情報通信業 静岡県 沼津市岡一色８２５－３
1538 ㈱恭楽 医療、福祉 静岡県 御殿場市新橋８３９-11
1539 ㈱三ツ輪交通自動車 運輸業 静岡県 裾野市御宿２４４－２
1540 ㈱日専連ソニック 金融・保険業 静岡県 沼津市大手町３－５－２２
1541 青沼建設　　　青沼　忍 建設業 静岡県 沼津市大岡１９２３-９
1542 丸善工業（㈱ 製造業 静岡県 三島市長伏１５５－８
1543 ひまわり㈱ 医療、福祉 静岡県 沼津市原１５３５－１

1544 ＤＣ　ＮＯＣＨＵ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 御殿場市萩原７２９－１１

1545 ㈱共栄設機 製造業 静岡県 富士市五貫島142-1 http://www.kyoeisekki.com/

1546 草ヶ谷燃料㈱
電気・ガス・熱供
給・水道業

静岡県 富士市中之郷730

1547 Honda Cars 富士中央 卸売・小売業 静岡県 富士市天間1440 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-fujichuo

1548 医療法人財団　百葉の会 医療、福祉 静岡県 富士市大渕405-25 http://momohanokai.jp

1549 アイケイ㈲
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 榛原郡吉田町片岡2108-5

1550 ㈱志村商店 製造業 静岡県 富士市横割3丁目6番12号 http://www.shimusyo.jp/

1551 徳田工業(株) 製造業 岐阜県 各務原市金属団地２０９ http://www.tokuda.co.jp

1552 栃井建設工業(株) 建設業 岐阜県 岐阜市河渡３－１３８ http://www.totii.co.jp

1553 テゾーロヘアアンドラブ
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
可児市広見４－１２－１０
２

http://www.supanatu/hair/tesoro

1554 濃飛乗合自動車(株) 運輸業 岐阜県 高山市花里町６－６５ http://www.nouhibus.co.jp

1555 中西経営会計事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 豊川市美園三丁目14-5

1556
医療法人社団ヒロデンタ
ルクリニック

医療・福祉 愛知県
豊橋市山田二番町32　TYマ
ンション1F

1557 株式会社　細井設計
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 豊川市蔵子７丁目７－８ http://www.h-sekkei.co.jp

1558 中村典司税理士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
豊橋市春日町2-3-1　ムラ
タビル203

http://www.norijin.com

1559 株式会社　ヤスダ工業 製造業 三重県
三重県桑名市能部北花１７
２４

1560
株式会社　加藤モーター
ス

卸売・小売業 三重県
三重県桑名市相川町１５番
地の１

1561
社労士　堀内千春オフィ
ス

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県伊勢市村松町３０７
８－７



1562 中華飯店　ワスケ 飲食店、宿泊業 三重県
三重県伊勢市二見町溝口２
２５－５

http://www1.ocn.ne.jp/^lamen/

1563 株式会社　ロジセンス
専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県伊勢市小木町１２８
番地国際ビル３Ｆ

http://logisense.co.jp

1564
ヒカリ電気土木　株式会
社

電気・ガス・熱供
給・水道業

三重県
三重県いなべ市大安町石槫
南１４１７－２１

1565 株式会社　イセオリ 製造業 三重県
三重県松阪市西肥留町２０
０

http://www.iseori.co.jp/

1566
株式会社　テクニカルモ
デル

製造業 三重県
三重県四日市市小古曽東一
丁目１番１号

http://technical-model.co.jp

1567
特定非営利活動法人法人
まごころ

医療、福祉 三重県
三重県鈴鹿市国府町２９１
６－２

1568
株式会社　Ｊ　ｐｌａｎ
ｎｉｎｇ

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県伊勢市小俣町元町１
３３４－３サングリーン１
０２号

http://ise-takujisho-kidsamour.com/

1569
特定冷え理活動法人　み
さと

医療、福祉 三重県
三重県桑名市下深谷部５０
８０番地２５

1570
陽だまりの丘　社労士事
務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県桑名市陽だまりの丘
７－２０１９

1571 株式会社　岡本機械 製造業 三重県
三重県四日市市川北三丁目
５番１６号

1572
特定非営利活動法人法人
和親

医療、福祉 三重県
三重県松阪市駅部田町８８
１－１８

1573
佐久間特殊鋼株式会社
三重支店

卸売・小売業 三重県
三重県いなべ市大安町南金
井１６９７－２

http://www.sakuma-ss.co.jp/

1574 霞興業株式会社 建設業 三重県
三重県桑名市長島町白鶏２
９３番地

1575 有限会社　リベラル工業 製造業 三重県
三重県亀山市天神１丁目３
－３０

1576 三津山会計
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市葵区常磐町3-3-10 http://www.tax-brains.jp/

1577 HAIR　CREATIVE　SENSE
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 静岡市葵区羽鳥6-8-17

1578
㈲キーウエストクリエイ
ティブ

⑱その他のサービ
ス業

静岡県 浜松市中区板屋町101-22 http://www.key-w.com

1579 ㈱リーチアウト
⑮教育・学習支援
業

静岡県 焼津市大村3-33-5 http://reach-out.jp

1580 ㈲大石水産 ⑤製造業 静岡県 焼津市石津港町29-6

1581 ㈱そふと研究室
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 静岡市葵区安東3-20-13 http://soft-labo.net

1582 ㈱e-エントリー ⑦情報通信業 静岡県 静岡市駿河区池田274-2 http://www/e-entry55.co.jp

1583 ㈲池田屋カバン店 ⑨卸売・小売業 静岡県
静岡市葵区呉服町1-6-7
池田屋ビル5階

http://www.ikeda8.com

1584 ㈱龍雲 ⑬飲食店・宿泊業 静岡県 静岡市葵区伝馬町1-2
1585 遠鉄タクシー株式会社 ⑧運輸業 静岡県 浜松市中区上島1-11-5 http://www.entetsu.co.jp/taxi

1586 中村園中村製茶 ①農業・林業 静岡県 牧之原市白井2102

1587 ㈱アクアプラス ④建設業 静岡県
静岡市駿河区登呂5－2－44
マルゼンビルＩ　１Ｆ101

1588 ㈱マルモ森商店 ⑤製造業 静岡県 静岡市葵区安西3-27 egashira@ochanet.com
1589 ㈱ＳＣＢ ⑨卸売・小売業 静岡県 静岡市葵区弥勒1-1-1 ggyf99f9k@vanilla.ocn.ne.jp

1590 昭和興業㈱ ⑤製造業 静岡県 静岡市駿河区寺田7 h-amano@showa-kk.co.jp

1591 ㈱ＡＱＥＡ　ＣＬＵＢ
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 静岡市清水区庵原町145-7 kjsrya1963@yahoo.co.jp

1592 ㈱ブルーワン ⑪不動産業 静岡県 静岡市清水区鳥坂911-2 info@blue-one.jp

1593 ㈱サイエンス
⑱その他のサービ
ス業

静岡県 静岡市清水区小芝町4-13 science@vcs.wbs.ne.jp

1594 ㈲サスネット
⑮教育・学習支援
業

静岡県 浜松市東区篠ヶ瀬町1256-3 http://www.sasnet.info

1595 桜ネットジャパン㈱ ⑨卸売・小売業 静岡県 袋井市袋井308-17 info@sakuranetjapan.co.jp

1596 ㈱なすび ⑬飲食店・宿泊業 静岡県 静岡市清水区富士見町5-8 http://www.nasubi-ltd.co.jp

1597 ㈱コスモライン ④建設業 静岡県 静岡市葵区牧ヶ谷2245

1598 フジオイル株式会社
⑱その他のサービ
ス業

静岡県 静岡市葵区水道町124 http://www.nova-fujioil.co.jp

1599 ㈲東宝造園 ④建設業 静岡県 静岡市駿河区池田407-1 http://www.tohozouen.co.jp



1600 ㈱じょぶれい
⑱その他のサービ
ス業

静岡県
静岡市駿河区稲川2-2-1コ
ハラサウスサイドビル7階

http://www.jobray.com

1601 ㈲まことプラン
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
静岡市清水区江尻東2-1-15
中央ビル4階

http://www.makoto-plan.jp

1602 ㈱墨仁堂
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市葵区大岩1－4－4 http://www.bokunindo.com

1603 Atelier SAKURA㈲ ④建設業 静岡県 静岡市葵区巴町72－11 http://www.ate-sakura.jp

1604 社会福祉法人幸充 医療、福祉 長野県 北安曇郡池田町会染1498-1 http://koushu-nagano.jp

1605 スポカラ制作委員会
専門・技術サービ
ス業

長野県 安曇野市豊科4950-28 http://spocolor.com

1606 新味園 飲食店、宿泊業 長野県
上伊那郡箕輪町大字三日町
577-3

1607 株式会社 コンドー 卸売・小売業 長野県 埴科郡坂城町南条5127-13 http://www.kondo-sakaki.co.jp/

1608 株式会社 やなぎだ 卸売・小売業 長野県 佐久市野沢41 http://yanagida.com/

1609 わたなべ社労士事務所
専門・技術サービ
ス業

長野県 佐久市御馬寄1351-12

1610 ㈲ななすぎ 医療・福祉 長野県
下伊那郡松川町上片桐４０
２７－３３

http:www.ch-you.me.jp/

1611
ジョイ・マウンテンズ・
セントラル㈱

宿泊業、飲食サー
ビス業

長野県
下伊那郡阿智村智里３７３
１－４

http://mt-heavesc.com

1612 ㈱芳和精機 製造業 長野県
上伊那郡飯島町七久保２６
０－１

http://www.yoshiwa-seiki.com

1613 小林製袋産業㈱ 製造業 長野県 飯田市北方１０１ http://www.k-seitai.co.jp

1614 ㈱コバックス 製造業 長野県 下伊那郡喬木村１６８４５
1615 山京インテック㈱ 製造業 長野県 飯田市時又１２７ http://www.sankyo-it.co.jp

1616 信濃ブロック㈲ 製造業 長野県 飯田市龍江２５６７－１
1617 ハード技研工業㈱ 製造業 長野県 飯田市上殿岡４１２－５ http://www.9.com.ne.jp/^hard/

1618 ㈲花井精機 製造業 長野県 飯田市北方１５４０ http://hanaiseiki.com

1619 奥田興業㈱ 建設業 長野県 飯田市中村１１
1620 ㈲飯島精機 製造業 長野県 上伊那郡飯島町田切１－５ http://iijimaseiki.jp/

1621 輸入石油㈱ 卸売業、小売業 長野県
飯田市大通り２－２１８－
２

http://www.yunyu.co.jp

1622 ㈱阿智精機 製造業 長野県
下伊那郡阿智村駒場６０８
－３

http://achiseiki.co.jp

1623 ㈱大成 卸売業、小売業 長野県
上伊那郡飯島町田切１２１
２－４００

1624 ㈱しあわせ野菜畑 ①農業・林業 静岡県 掛川市上西郷２４５４ http://yasai888.com/

1625 ㈱ステラ　アマリリス ⑯医療・福祉 静岡県
浜松市東区笠井町１４８－
４

1626 ㈲かねた ⑨卸売・小売業 静岡県
浜松市中区中央３－６－２
８

http://www.orange.ne.jp/~k-y-m/index.html

1627
ランチプレス　　ミサキ
産業㈱

⑦情報通信業 静岡県
浜松市中区松城町２１４－
２８

1628
㈱システムデザインカン
パニー

情報通信業 静岡県 函南町間宮683-1

1629 ㈱FS 情報通信業 静岡県 沼津市高島町３－１
1630 ㈱デンソーサービス沼津 卸売・小売業 静岡県 沼津市大諏訪８０４－１
1631 ㈱布袋屋 卸売・小売業 静岡県 駿東郡清水町卸団地１４４
1632 ㈲東栄工業 製造業 静岡県 三島市長伏１５５－１

1633
NPO法人グラウンドワーク
三島

サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 三島市芝本町7-1１ http://www.gwmishima.jp/

1634 ㈱アイエスエフネット 医療、福祉 静岡県 沼津市西条町１６１
1635 学研CAIスクール 教育、学習支援業 静岡県 沼津市五月町２－１６
1636 ㈲めぐみの家 医療、福祉 静岡県 三島市谷田226-5

1637 京王
ケイオウ

製紙
セイシ

㈱ 製造業 静岡県 富士市南町4番4号 http://keiopaper.co.jp/

1638 納得住宅工房㈱ 建設業 静岡県 富士市青葉町572 http://www.nattoku.jp

1639 ㈱VATICAN2007
生活関連サービス
業、娯楽業

愛知県
名古屋市東区東桜1-10-39
アイエムビル1・2・3階

http://hairlounge-azzurro.com

1640 司重機㈱ 建設業 愛知県 名古屋市南区忠次2丁目2-1

1641
社会保険労務士　二階堂
事務所

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄五丁目1番
32号　9階

http://www.nagoya-shogai.com

1642 ㈱パッソ
生活関連サービス
業、娯楽業

愛知県 岩倉市栄町2-1



1643 テンダーハート 医療・福祉 愛知県
名古屋市中区大須四丁目11
番5号　KANNONビル9階

1644 テスコ㈱ 製造業 愛知県
名古屋市中村区佐古前町
22-13

1645 ㈱アドバンスソフト 情報通信業 愛知県
名古屋市中村区名駅3丁目
21-7　名古屋三交ビル
12F

http://advancesoft.co.jp

1646 大野眞一税理士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市西区中小田井3丁
目223番地

1647 ㈲名古屋解体
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 名古屋市守山区川宮町675 http://www.partslandnagoya.com

1648 岡弥㈱ 卸売・小売業 愛知県 北名古屋市九之坪小松1-2

1649 ㈱時空間 卸売・小売業 愛知県
岩倉市中本町川添13-1　千
代鶴ビル1F

http://www.jikukan.co.jp

1650 福祉総合研究所㈱ 医療・福祉 愛知県
名古屋市千種区内山1-11-
16

http://care-net.biz/23/fukushisouken/

1651 ㈲エコモール
不動産業、物品賃
貸業

愛知県
名古屋市名東区にじが丘1
丁目1-1

http://www.eco-mall.info

1652
社会福祉法人　觀寿々会
障害者福祉施設　ペガサ
ス・Ⅱ

医療・福祉 愛知県 刈谷市井ヶ谷町1番地98

1653 ㈱ハイパーブレイン 情報通信業 愛知県 名古屋市中区新栄2-16-25

1654 アクティブ・ティ㈱ 情報通信業 愛知県
名古屋市中村区名駅四丁目
2-25　名古屋ビル東館6階

1655
ＮＰＯ法人　ももの木保
育園

医療･福祉 愛知県 幸田町荻字流レ石29 http://www.momonoki-hoikuen.com/

1656
株式会社　こもれびネッ
トワーク

医療･福祉 愛知県 岡崎市大西２丁目３番地１ http://bambino2012.web.fc2.com/

1657 株式会社　小野ふとん店 卸売・小売業 愛知県 岡崎市明大寺本町　2-25 なし

1658
株式会社　ツツイエン
ターティメント

その他のサービス 愛知県
岡崎市康生通南３丁目２番
地

http://www221ent.com

1659 三河ラーメン　日本晴れ
宿泊業・飲食サー
ビス業

愛知県
岡崎市上和田町字南屋敷2-
1

http://m-nihonbare.jp

1660 三浦会計事務所
専門･技術サービス
業

愛知県 岡崎市東大友町松花11-1

1661 株式会社カーザミカワ 卸売・小売業 愛知県 岡崎市吹矢町88 casamikawa.com
1662 株式会社ヨシノ印刷 製造業 愛知県 岡崎市八帖北町14-15 http://www.yoshino-print.co.jp

1663 株式会社大久保東海 卸売・小売業 愛知県 岡崎市宮地町字北浦33 http://www.ohkubo-tokai.co.jp/

1664 (有)味の集会場　魚信
宿泊業・飲食サー
ビス業

愛知県 岡崎市稲熊町山神戸6-6 http://www.uonobu.com

1665 ㈱岡崎エンプラ 製造業 愛知県 岡崎市上六名3-11-14 http://www.enpla.co.jp

1666 (有)ツヅキ工業 建設業 愛知県 岡崎市小呂町2-18
1667 ㈱ジュエリースペース煌 卸売・小売業 愛知県 西尾市中畑一丁目58-14

1668 ㈱アイ・エス・システム 情報通信業 愛知県
岡崎市能見通1-61ウメムラ
ビル2Ｆ

http://is-systemｓ.co.jp

1669 ㈱ティー・プラン 技術サービス業 愛知県
岡崎市鴨田町字向山82アー
バン鴨田602

http://tplan.jp/

1670 ㈱ヤマセイ 卸売・小売業 愛知県 岡崎市上三ツ木町字清口8 http://www.yamasei-net.co.jp

1671 ㈱ミヤセ自動車 技術サービス業 愛知県 岡崎市美合新町7-5 http://www.miyase-motor.co.jp

1672 ㈱レインボー 教育、学習支援業 愛知県 岡崎市上地3-40-6

1673
㈱スタディーネットワー
ク

教育、学習支援業 山梨県
山梨県甲府市徳行1-4-5
サニービルド2Ｆ

http://gakushu-kukan.com

1674 かがやき税理士法人
学術研究、専門技
術サービス業

愛知県 安城市末広町9-15 http://www.kagayaki-tax.com

1675 株式会社カトペン 建設業 愛知県 豊川市新青馬町6-29

1676 有限会社　トキワ製作所 製造業 三重県
三重県桑名市和泉りの割１
２８７－１

1677 株式会社　カナダ 飲食店、宿泊業 三重県
三重県鈴鹿市若松東２丁目
９番５号

http://www.tarafuku.jp

1678 株式会社　インスパイア 医療、福祉 三重県
三重県鈴鹿市柳町６１１番
地

1679 有限会社　アゼスト 医療、福祉 三重県
三重県伊勢市前山町１３１
－７



1680 株式会社　レイセイ 製造業 三重県
三重県鈴鹿市高塚町１４５
１－３２１

1681 株式会社　バース 情報通信業 三重県
三重県四日市市西浦２丁目
４－１７エスタ・ビル

http://www.birth.ne.jp

1682 有限会社　ミエホク 製造業 三重県
三重県三重郡菰野町大字田
尻２７８７番地９８

1683
株式会社　マイスタイリ
スト

卸売・小売業 三重県
三重県鈴鹿市花川町１０７
番地

http://www.my-stylist.biz

1684 ＡＣプラン　株式会社 製造業 三重県
三重県伊勢市村松町４７８
２－２

1685
特定非営利活動法人　和
嬉会愛

医療、福祉 三重県
三重県名張市つつじが丘南
５番町１３８番地

1686
社会福祉法人東海宏和福
祉会
（名張もみじ山荘）

医療、福祉 三重県
三重県名張市赤目町長坂日
之谷２５０－３

1687
佐久間特殊鋼 株式会社
三重支店

卸売・小売業 三重県
三重県いなべ市大安町南金
井１６９７－２

http://www.sakuma-ss.co.jp/

1688 霞興業　有限会社 建設業 三重県
三重県桑名市長島町白鶏２
９３番地

1689
有限会社　三重カラーテ
クノ

製造業 三重県
三重県名張市箕曲中村５１
番地の２

1690 株式会社　りんどう 医療、福祉 三重県
三重県桑名市大山田３丁目
１０－１８

1691
行政書士　田島　香里事
務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県桑名市末広町２７番
地２

http://tajimajimusyo.com

1692
有限会社　日本サポート
リンク

医療、福祉 三重県
三重県四日市市赤堀１丁目
６-２

1693 楠精器　株式会社 製造業 三重県
三重県鳥羽市船津町榎谷１
３７１番地１５

1694
有限会社　カーオーダー
Ｍ

卸売・小売業 三重県
三重県四日市市生桑町２３
８－１

http://www.carorderm.com

1695 株式会社　リアライズ 製造業 三重県
三重県多気郡多気町上出江
４７９

1696 有限会社　サン・テクト 建設業 三重県
三重県鈴鹿市三日市町１７
７２－１

1697
ナゴヤ　ダンス　アカデ
ミー

生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市熱田区神宮2丁目
6-13

1698 ㈱トゥール･モンド
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県 名古屋市中区東桜2-19-6

1699 スター労務総合事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 あま市新居屋山9 http://www.star-rom.com

1700 K.C.Works 情報通信業 愛知県
名古屋市千種区猫洞通4-
30-7　プリンスオブオレン
ジ4F

1701 ㈱みちのく屋 卸売業、小売業 愛知県 名古屋市中区大須4-11-15
1702 ㈱ヘルスプランニング 医療・福祉 愛知県 名古屋市熱田区五番町7-15

1703
レイズペットセレクショ
ン㈱

卸売業、小売業 愛知県
名古屋市東区泉3-17-10
泉ビル3F

http://www.rayspet.com/index.html

1704 MISS BEAUTY㈱
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市東区葵1-17-14
HERBE葵2F　B1,2

1705 ㈱柴田会計
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 名古屋市中区丸の内3-8-8

1706 ㈱VIPクリエイト 製造業 愛知県
名古屋市中区大須1-7-5
アクセス175　6階

1707 MAC社会保険労務士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 名古屋市中区栄3-18-1

1708 ㈱パソコンオフィス 教育、学習支援業 愛知県 名古屋市名東区上社3-102

1709 情報バンク㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-17-6
ナカトウ丸の内ビル5F

1710 ㈱UTA
生活関連サービス
業・娯楽業

愛知県
名古屋市中区栄3-15-33
栄ガスビル8F

1711 ㈱プレジャーハウス 建設業 愛知県
名古屋市中区大須1-7-5
アクセス175　6階

http://www.pleasure-house.co.jp



1712 ㈱覚王山総研
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-19-
14

http://www.kakuozan-nagoya.com/net

1713 Ashley㈱
サービス業（他に
は分類されないも
の）

愛知県
名古屋市中村区豊幡町102-
1　MF　HOUSE001

1714 カラーアディクト㈱ 建設業 愛知県
名古屋市南区桜本町2-48
桜Hills桜本町EAST402号室

http://www.color-a.jp

1715 肝屋　嘉正亭　みその
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県 名古屋市中区栄1-11-7

1716 ㈱MSI 卸売・小売業 長野県 上伊那郡南箕輪村5576-14 http://www.msi-co.jp/japan

1717 ㈲シャレンド
専門・技術サービ
ス業

長野県 茅野市仲町2-13 http://www.sharend.co.jp

1718 ㈲モナミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県 塩尻市広丘原新田129-3 http://www.monami-iwasa.com

1719 ㈱春光 医療、福祉 長野県 松本市大字島立3129番地
1720 ㈱牛越製作所 製造業 長野県 岡谷市田中町2-8-11
1721 八木塾 教育、学習支援業 長野県 松本市横田2-9-6 http://www.yagijyuku.com/

1722 ㈱シャンティ
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市並柳2-15-31 http://dogesthe-chanty.com

1723 イーキュア㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 松本市島立830-11 http://www.ecure.co.jp

1724 aube hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

長野県
松本市中条2-15　メゾンド
ロワール1F

http://aubehair.com

1725 社会福祉法人七つの鐘 医療、福祉 長野県 安曇野市三郷小倉6079-1 http://park17.wakwak.com/~nanatunokane/

1726 太陽精工㈱ 製造業 長野県 茅野市宮川10705-1 http://www.taiyo-seiko.co.jp

1727 Aｌ Sorrio 飲食店、宿泊業 長野県
佐久市佐久平駅南7-5
2001ビル2F

https://ja-jp.facebook.com/alsorriso2013

1728 株式会社 輝山
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 東御市鞍掛47-3

1729
株式会社堀内電機製作所
上田事業本部

製造業 長野県 上田市保野241 http://www.horiden.com

1730 有限会社 タキオン 卸売・小売業 長野県 上田市上塩尻大川原1560 http://www.tachyon-oil.co.jp/

1731 ㈱長野食料 卸売業、小売業 長野県
下伊那郡豊丘村河野２６８
９－１

1732 ㈱平安
生活関連サービス
業、娯楽業

長野県
飯田市上郷飯沼１６５６－
１

htto://www.heiannnagano.jp/

1733 ㈱ヤマウラ 建設業 長野県 駒ケ根市北町２２－１ http://www.yamaura.co.jp

1734 ㈲メルクリーン 製造業 長野県 飯田市鼎切石５１２２

1735 ロジカランド㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

長野県 飯田市上郷別府２６８２ http://www.logicaland.co.jp

1736 ㈱ウインべル 製造業 長野県
駒ケ根市赤穂８１７２－６
０

http://winbel.co.jp

1737 ㈲サカエ 製造業 長野県
下伊那郡松川町上片桐１４
－２

1738 ㈱東設 建設業 長野県 飯田市座光寺６７１１－２ http://www.tosetu-remodel/jp/

1739
㈱コクサイショパーズエ
イト

卸売業、小売業 長野県 飯田市上郷飯沼２２２７ http://kokusai-grp.co.jp

1740
一瀬社会保険労務管理事
務所

学術研究、専門・
技術サービス業

山梨県 甲府市上石田4-1-18

1741
（株）スタディーネット
ワーク

教育・学習支援業 山梨県
甲府市徳行1-4-5サニービ
ルド2F

http://gakushu-kukan.com

1742 （株）タムラ 卸売、小売業 山梨県 甲斐市玉川156-1

1743 有限会社ビックスマイル ⑬飲食店・宿泊業 静岡県
静岡市葵区紺屋町８－３
２Ｆ

1744 ㈱リトルウィング ⑯医療・福祉 静岡県
静岡市清水区松原町8－14
－903

1745 ㈱ＡＣＯ
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
静岡市葵区紺屋町4－8ガー
デンスクエア第3ビル

http://www.a-c-o.com/

1746 ㈱ビレッジシステム
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
静岡市葵区両替町２－４－
１静岡ONビル６F

http://www.vsys.jp

1747 ㈲須山工業 ⑤製造業 静岡県 静岡県葵区瀬名6－40－20

1748 ＆passo
⑮教育・学習支援
業

静岡県 静岡市葵区安東3-3-24 http://andpasso.com

1749 KE・OSマシナリー㈱ ⑤製造業 静岡県 静岡市清水区宍原625-7 http://www.ke-c.co.jp



1750 ㈲美容室　和世
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市中区鴨江２－５５－
１４

http://cazuyoinc.com

1751
㈲エム・ケイコーポレー
ション

⑯医療・福祉 静岡県
浜松市中区向宿２－３２－
２４

http://will2002.co.jp/

1752
鈴木通之社会保険労務士
事務所

⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市中区東伊場２－７－
１（５F）

1753 ㈱アスカ ⑦情報通信業 静岡県
浜松市西区志都呂２－１５
－２３

http://www.askaonline.co.jp

1754 浜松交通㈱ ⑧運輸業 静岡県 浜松市西区入野町８２８ http://www.taxisite.jp/hamakou/

1755
岡本社会保険労務士事務
所

⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市南区増楽町５７６－
１２

http://okamoto-silc.com/

1756 ㈱ジリオン浜松 ⑦情報通信業 静岡県 浜松市北区根洗町１４３１ http://www.zillion.co.jp

1757 ㈱ティージー ⑤製造業 静岡県 浜松市西区大山町４０５９
1758 三幸㈱ ⑨卸売・小売業 静岡県 浜松市南区卸本町１６ http://www.sankoukk.com

1759 ㈱アプライズ ⑤製造業 静岡県
浜松市中区中島３－１７－
２５

http://www.aprise.co.jp

1760 ㈱サンプランナー
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 沼津市高島本町１６－１６ http://sunpla.info/

1761
井出社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 沼津市大諏訪６７７－１

1762 ㈱ユニテック 情報通信業 静岡県 沼津市岡宮９４８－９ http://www.unitec.jp/kaishagaiyou.html

1763 ㈱特電 製造業 静岡県 沼津市双葉町９－１１－５ http://www.kk-tokuden.co.jp/com/com_kyoten.html

1764 ㈱不二運輸 運輸業 静岡県 沼津市双葉町９－１１－６ http://www.f-move.com/company/

1765 ㈱快明堂 医療、福祉 静岡県
富士市中央町１－１０－１
１

http://kaimeido.jp/

1766
鈴木社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 裾野市桃園５２－５４

1767 東報㈱ 情報通信業 静岡県 沼津市松長７１１－５ http://www.tohonet.co.jp/kaisya.html

1768 ㈱ゼンリン東海
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 清水町伏見６１４－１１ http://www.zenrin-tokai.co.jp/company/

1769 ㈱雅心苑 卸売・小売業 静岡県 沼津市足高２９２－２３ http://www.doi-seika.co.jp/

1770
㈲根上
ネガミ

工業
コウギョウ 生活関連サービス・娯楽業静岡県 沼津市足高３９６－６８ http://www.numazu-cci.or.jp/kobetu/na/negami/

1771 ㈱大洋ライン 運輸業 静岡県
駿東郡長泉町元長窪４７４
－１

http://taiyoline.co.jp/

1772 ㈱三島木工製作所 製造業 静岡県 三島市松本２７６－１ http://misimamokkou.com

1773 石渡食品㈲ 製造業 静岡県 函南町上沢251-1 http://gruppe-ishiwata.com/

1774 ㈱ヨロズヤ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 三島市平田１５１－０１

1775 ㈱真野
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県
三島市萩７２０－１２　真
野ビル１０３

1776 ㈱千栄 卸売・小売業 静岡県 富士市中島448-1

1777
キャルシステムコンサル
ティング㈱

情報通信業 静岡県 富士市鈴川本町4-1 http://www.calsystem.jp

1778 本多商事㈱ 製造業 静岡県 富士市伝法1715番地の1 http://www.h-s.co.jp

1779
チーズケーキと焼き菓子
の店　poli poli

製造業 静岡県
富士市平垣本町6-1 山田ビ
ル1F

http://www.poli-poli.com

1780 明和工業㈱ 製造業 静岡県 富士宮市山宮3507番地の24 http://www.meiwa-kk.co.jp

1781 (有)あい 医療、福祉 岐阜県
各務原市鵜沼各務原町９－
２０６

1782 La　vie（ラ　ヴィ）
サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県 大垣市古宮町１８９－３

1783 (株)ＡＤ２０１１
専門・技術サービ
ス業

岐阜県
美濃加茂市加茂野町木野８
３７

1784 瑞明建設（有） 建設業 岐阜県 瑞浪市薬師町５－６

1785 (有)大三
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市茜部中島１－４０

1786 大野運輸(株) 運輸業 岐阜県 高山市丹生川町町方１９０

1787 (株)ＥＭＩＴ 医療、福祉 岐阜県
岐阜市長住町５－２　堀ビ
ル１Ｆ



1788
ガルエージェンシー岐阜
第一

サービス業（他に
分類されないも
の）

岐阜県
岐阜市宇佐南１－１８－１
０　サンビル３０１

1789
セントラル社会保険労務
士法人

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-17-6
ナカトウ丸の内ビル5F

1790 豊田中央社労士FP事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 豊田市喜多町2-95 http://syarousi-toyota.com/

1791 日研オフィスシステム㈱ 情報通信業 愛知県 名古屋市昭和区長池町5-11 http://www.nos-net.co.jp

1792 ㈱こうら 卸売業、小売業 愛知県 名古屋市熱田区河田町115

1793
㈱ＳＵＰＥＲ　ＦＡＣＴ
ＯＲＹ

生活関連サービス
業、娯楽業

愛知県 名古屋市中区栄3-25-7

1794 ㈱プリンター 製造業 愛知県
名古屋市守山区元郷二丁目
1205

1795 ㈱中村土木建設 建設業 愛知県 東海市大田町松崎331-1

1796
社会保険労務士事務所
絆

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市北区御成通1-7-3
ピュールビル401

1797
クラフト　アルマジロ株
式会社

製造業 三重県
三重県鈴鹿市国分町７６６
９－５７

http://www.craft-armadillo.com

1798 須藤　株式会社 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市東新町５番
１９号

1799 藤本会系パートナー
専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県桑名市寿町３－１１
太平洋桑名ビル４階

http://www.fj-tax.com

1800 有限会社　三愛岐 建設業 三重県
三重県四日市市高見台１－
５－１０

http://www.peacehome-miagi.com

1801
株式会社バリュークリエ
イションアイ

卸売・小売業 三重県
三重県桑名市大字本願寺２
５０番地１

1802
ＧＰサロンｉｎｆｉｒｍ
ｉｅｒｅ黒崎　千佳子

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県いなべ市大安町鍋坂
２４８６－１２

1803 株式会社ユー
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県名張市南町８３４－
１

http://www.iga-younet.co.jp

1804 三重農事有限会社 建設業 三重県
三重県度会郡玉城町田丸１
６３－４

http://www.citypage.jp/mie/mienouji/

1805 有限会社　豊製作所 製造業 三重県
三重県三重郡川越町高松４
４１

1806
ワカショク　ワカヤマ
ショクヒン

製造業 三重県
三重県四日市市千代田町１
８９番地

1807
特定非営利活動法人　ス
マイルタウン

医療、福祉 三重県
三重県松阪市立野町８０１
－１

http://www.smile-town.org

1808
コスモテクノ四日市　株
式会社

専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市大協町一丁
目１番地

http://www.cosmo-oil.co.jp/company/group/cosmo-techno.html

1809 株式会社　ブランチェ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市赤堀南町５
－２１

http://www.blanche.co.jp

1810 株式会社　市原木工所 製造業 三重県 三重県名張市瀬古口５８１ http://ichiharamokkou.com

1811
てーたーてーと　浜　成
年

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県鈴鹿市白子町1935ラ
ウムズ白子１５０３号室

http://tete-a.com/

1812
かがやき社会保険労務士
法人

⑱その他のサービ
ス業

静岡県 静岡市鷹匠3-18-5 http://ｗｗｗ.kagayaki-tax.com/

1813 清水電装㈱ ⑤製造業 静岡県 静岡市清水区山原28-1 http://shimizudenso.co.jp

1814
㈱ヒーリングエンターテ
イメント

⑱その他のサービ
ス業

静岡県 焼津市大島914－2 http://www.healing-e.com

1815 ㈱カグテリア ⑤製造業 静岡県
静岡市駿河区中島７６８－
１

1816 ㈲佐野電算センター
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市駿河区石田2‐16‐1 http://homepage2.nifty.com/sanokaikei/

1817 佐野忠税理士事務所
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市駿河区石田2‐16‐1 http://homepage3.nifty.com/sanokaikei/

1818 HAIR SITE Moo-bz
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 静岡市清水区西高町15－15

1819 ㈱村上開明堂 ⑤製造業 静岡県 静岡市葵区伝馬町11－5 http://www.murakami-kaimeido.co.jp

1820 静岡酸素㈱ ⑤製造業 静岡県 静岡市駿河区曲金5－16－6 http://shizuokasanso.co.jp

1821
特定非営利活動法人なか
むら

医療、福祉 長野県 安曇野市穂高柏原1425-1 http://tk-nakamura.com

1822 ㈱アイキューブ 教育、学習支援業 長野県 茅野市塚原1-3-21 http://www.i-cube-education.jp

1823 ㈲ツカサモータース
専門・技術サービ
ス業

長野県 松本市島立3802 http://www.tsu-mo.co.jp



1824 ㈲シャンベルク・ヤマ
専門・技術サービ
ス業

長野県 安曇野市豊科南穂高374-2

1825 ㈲トモエ自動車商会
専門・技術サービ
ス業

長野県 伊那市中央4509-1 http://tomoecar.com

1826
特定非営利活動法人ホー
プ

医療、福祉 長野県 岡谷市山下町2-13-10

1827
特定非営利活動法人慈千
会

医療、福祉 長野県 松本市波田下原9465-1 http://www9.ocn.ne.jp/~hatanoie/

1828 有限会社 オリタニ 卸売・小売業 長野県 上田市御所347 http://www.oritaninet.com/

1829
パーフェクトゲージ工業
㈱

製造業 長野県 飯田市鼎下山１２７５ http://www.perfect-g.co.jp

1830 太田鉄工 建設業 長野県
下伊那郡阿南町新野１３６
５－２

httｐ://www.ottk.net

1831 ㈱メデイアシステム 卸売業、小売業 長野県
飯田市松尾上溝３２３８－
１

http://www.media-sys.net

1832 株式会社ネクシオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 三島市大宮町３－２－１２

1833 ㈱コスモ情報機器 ⑨卸売・小売業 静岡県 静岡市葵区土岩町1－25
1834 花精化学工業㈱ ⑤製造業 静岡県 静岡市駿河区西島786
1835 ㈱静鉄ストア ⑨卸売・小売業 静岡県 静岡市葵区末広町95 http://www.s-store.co.jp

1836
㈱寿ケアコーポレーショ
ン

⑯医療・福祉 静岡県 静岡市葵区山崎1-14-21

1837 (有)長岡生コンクリート 建設業 静岡県 伊豆国市長岡７５１
1838 (有)フェイス 医療、福祉 静岡県 沼津市錦町１－８
1839 (有)花チュール 卸売・小売業 静岡県 沼津市西間門８４－３

1840 ㈱大村
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市旭町１－２

1841 アイシャイン
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市一本松６８－２

1842 (有)沼津金網
専門・技術サービ
ス業

静岡県 沼津市西条１６９

1843 ㈱インクル 医療、福祉 静岡県 三島市松本293-12

1844 美容室円　村松俊英
専門・技術サービ
ス業

静岡県
駿東郡長泉町下土狩1047-
10

1845 ㈱ソワン
専門・技術サービ
ス業

静岡県
駿東郡長泉町竹原３８３－
６

1846 ㈱プロトオートサービス
専門・技術サービ
ス業

静岡県
駿東郡長泉町竹原３８３－
６

1847 ㈱アイム
専門・技術サービ
ス業

静岡県 伊豆の国市南條７５７－１

1848 ㈱ダイナナ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県
田方郡函南町間宮３５０－
１２

1849 ㈱大進ゴム 製造業 静岡県
沼津市足高尾上３１９－１
４４

1850 東洋厨機工業㈱ ④建設業 静岡県 浜松市東区積志町１３１８ http://toyochuki.com
1851 社会福祉法人　七恵会 ⑯医療・福祉 静岡県 浜松市東区中田町５８４ http://www.jade.dti.ne.jp/~ngkm/

1852 永田熔接工業㈱ ⑤製造業 静岡県 浜松市南区福島町４９

1853 秀栄ビニール工業㈱ ⑨卸売・小売業 静岡県
浜松市東区天竜川町１６０
－２

http://www.shuei-vinyl.co.jp/

1854 ㈱ふれあいの里観月園 ⑯医療・福祉 静岡県
浜松市西区舞阪町弁天島３
３７１

1855 ㈱三協 製造業 静岡県 富士市伝法573-13 http://www.sankyocoltd.co.jp

1856 ㈱若月ワーク 製造業 静岡県 富士市北松野631-8
1857 井上機工㈱ 製造業 静岡県 富士宮市杉田1138 http://www.inouekiko.co.jp/

1858 京王製紙㈱ 製造業 静岡県 富士市南町4番4号 http://www.keiopaper.co.jp

1859 ㈱富士ホンダ 卸売・小売業 静岡県 富士市依田橋770-1 http://www.hondacars-fujihigashi.co.jp

1860 Owl de Soco 卸売・小売業 静岡県
富士市瓜島町39　ヴイラ弥
生101

1861 (株)桐山 建設業 岐阜県 岐阜市岩崎３－２－６ http://www.suidou.com/

1862
森守クラブ　（同）まつ
ぼっくり

農業・林業 岐阜県 高山市匠ケ丘町１－８１

1863
社会保険労務士　大藪雅
弘　事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
名古屋市中村区名駅３－３
－２

http://jinji-office.net



1864 (株)TAKE　ACTION.
専門・技術サービ
ス業

岐阜県 岐阜市本荘中ノ町３－１０

1865 八幡鍍金工業㈱ 製造業 愛知県
名古屋市中川区二女子町5-
52

http://www.yawata-mk.co.jp

1866
名古屋熱田社会保険労務
士事務所

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市熱田区伝馬2-29-
30-1302

1867 エステサロンＯｒｕｎｅ
生活関連サービス
業、娯楽業

愛知県
名古屋市中村区豊国通1-
16-1木村ビル1F

1868 ㈱ジョイシンク
生活関連サービス
業、娯楽業

愛知県
名古屋市中区丸の内2丁目
13-23

1869
トータルテクニカルソ
リューションズ㈱

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市熱田区波寄町25-1
名鉄金山第一ビル5F

http://www.t-t-s.jp

1870 ㈲ｉｓｈｉｇｕｒｏ
生活関連サービス
業、娯楽業

愛知県 稲沢市西町2-39-14 http://x22.peps.jp/ishiguroishiki

1871 ㈱クラッソーネ 情報通信業 愛知県
名古屋市緑区大高町北平部
1-26

http://www.crassone.co.jp

1872 焼肉松阪
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県 名古屋市中区新栄1-2-23

1873 ㈱天空広告 情報通信業 愛知県
名古屋市緑区大高町定納山
1-2015　アクティブ大高E

http://www.tenku3.com

1874 ㈱1　キャプテン・ブル
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県
名古屋市中区錦3-9-14　日
東錦ビルB1

1875 ㈱クレド 卸売業、小売業 愛知県
名古屋市千種区清住町3-82
森ビル1-B

http://www.kuwanoha.com

1876 ㈱中建設計
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区栄二丁目2番
12号　5階

1877 ㈱サンエスケアサービス 医療・福祉 愛知県
岩倉市中央町3-70　フラ
ワーハイツ1F

http://san-s-cs.com

1878 藤岡国際特許事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中村区名駅5-23-
17　名駅フォレストビル3
階

1879 森国際特許事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区丸の内3-7-26
ACAビル5F

http://www.waldge.com/jp/

1880
リラクゼーションルーム
Ｒ

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 豊橋市富士見台4丁目2-11 http://relaxationroom-r.com/

1881 株式会社　みろく 不動産業 三重県
三重県鈴鹿市算所町１２８
３

http://miroku369.co.jp

1882
エステサロン　エトワー
ル

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市川北１－３
－３３

1883
株式会社スマイルライフ
サポート

医療、福祉 三重県
三重県伊賀市四十九町３１
１３番地

1884
ＤＯＲＡＧＯＮ　ＳＨＯ
ＫＵＤＯ

飲食店、宿泊業 三重県
三重県四日市市諏訪栄町７
－３０　１Ｆ

1885
株式会社　ＮＴジオテッ
ク中部

卸売・小売業 三重県
三重県四日市市北浜田町１
番２０号

http://www.nt-geo.co.jp

1886
高齢協たすけあい株式会
社

医療、福祉 三重県
三重県松阪市久保町１０４
９－４　　１－Ｃ

1887 らんしす
サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県四日市市茂福町２２
－１４

http://runsis.mie.jp

1888 ㈲ミルクネット 卸売・小売業 長野県 松本市征矢野1-7-43

1889
㈱アスト・コンサルティ
ング

金融・保険業 長野県 諏訪市南町10-5 http://astnohoken.com/

1890
社会保険労務士法人アシ
スト　長野オフィス

専門・技術サービ
ス業

長野県 北安曇郡白馬村北城11286 http://sr-ishin-jo.com

1891 ㈱白馬樅の木ホテル 飲食店、宿泊業 長野県 北安曇郡白馬村北城4835
1892 ㈱アイン 製造業 長野県 茅野市豊平374-2 http://www.ain-jpn.com/

1893 株式会社 樋沢産業 建設業 長野県 上田市下武石577-1 http://www.jousho-mokukyo.or.jp/member/company/hizawasangyo.html

1894 WEB*tise 情報通信業 長野県 東御市和1414-5 http://web-ties.com/
1895 ㈱ハヤシ 製造業 長野県 駒ケ根市下平２９２－１５ http://www.kk-hayashi.co.jp

1896 ㈱鈴木建築設計事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

長野県 飯田市大王路２－２１ httｐ://suzuki-sek.com/

1897 ㈱偕栄社 卸売業、小売業 長野県
飯田市上郷別府３３４５－
１

1898 ㈱アークトラスト ⑦情報通信業 静岡県 静岡市葵区水落町2-26-4F



1899 企業組合静岡機械製作所 ⑤製造業 静岡県 静岡市葵区吉津590

1900 カントリーファーム ①農業・林業 静岡県
藤枝市中薮田725－1Ｔ－ｓ
ｔｙle清里1－108

1901 ㈱村上クラフト ⑤製造業 静岡県 藤枝市八幡474-2 http://www.murakamicraft.jp/

1902
㈱オリエンタル・ダイニ
ング

⑬飲食店・宿泊業 静岡県 静岡市駿河区西島889-1 http://orientalmedia.jp

1903 ㈲成新ソフトウェア ⑦情報通信業 静岡県 藤枝市瀬戸新屋147-5 http://www.saysin.com

1904 Hair Space Katy
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市葵区古庄4-2-16 http://katy.fan.coocan.jp/

1905 ㈱一馬タイヤ商会 ⑨卸売・小売業 静岡県 浜松市南区中田島町５４５ http://www.tiregarden.co.jp

1906 浜名湖遊覧船㈱
⑱その他のサービ
ス業

静岡県 浜松市中区鍛冶町１３５ http://hamanako-yuransen.com/

1907 ㈱ﾔﾏｻﾞｷ ⑤製造業 静岡県
浜松市東区有玉北町４８９
－２３

1908 ㈱沼津スポーツセンター
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 沼津市西熊堂７１６－３

1909 セルフィー沼津事務局 医療、福祉 静岡県 沼津市千本緑町２－８－３ http://www.selfee.zze.jp/free12.html

1910 (有)アルク保険事務所 金融・保険業 静岡県 沼津市岡宮７４－１２

1911 労務協会
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 清水町伏見８０４－１

1912 ㈱テイーコム 情報通信業 静岡県 沼津市米山町６－５ http://www.t-comnet.co.jp/kaisha-gaiyo/top.html

1913 特養　柿田川ホーム 医療、福祉 静岡県 清水町柿田５４－１１
1914 特養　炉暖の郷 医療、福祉 静岡県 沼津市足高２４－２４ http://www.rodankai.com/pc/index.html

1915 ㈱畠山製作所 製造業 静岡県 沼津市足高３９６－４７
1916 ニッキ工業㈱ 製造業 静岡県 沼津市足高２９２－４０

1917 ㈲ユーアイ企画設計
専門・技術サービ
ス業

静岡県 伊豆市修善寺４７７－１ http://www.mapion.co.jp/phonebook/M10022/22222/0558731500-001/

1918 ㈲飯田設備 製造業 静岡県 伊豆の国市三福１６３－３
1919 ㈲ヤスエ工業 製造業 静岡県 三島市安久５７９－２
1920 ㈲望月通信サービス 情報通信業 静岡県 沼津市青野２５８－３ http://www.mochizuki-tsushin-service.co.jp/about/

1921 落合建設株 建設業 静岡県 沼津市西沢田町１７７

1922 ㈱耕文社
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 沼津市足高２９２－３８ http://raksul.com/companysearch/26340/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%80%95%E6%96%87%E7%A4%BE/

1923 ぐり茶の五十鈴園 農業・林業 静岡県 沼津市東原４９１  
1924 L'Equation 飲食店、宿泊業 静岡県 富士市三ツ沢1011-10 http://www.lequation.jp

1925 ㈱スギヤマ 製造業 静岡県 富士市中里2608-50 http://www.kabu-sugiyama.co.jp

1926 ㈱コーチョー 製造業 静岡県 富士市厚原字川窪295 http://www.kohcho.com

1927 林製紙㈱ 製造業 静岡県 富士市比奈626 http://www.hayashi-paper.com

1928 ㈱丸十鐵工所 製造業 静岡県 富士市中之郷301番地 http://www.maruju-iw.co.jp

1929 おそうじ３４６
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 可児市今渡２４７８ http://おそうじ346.com/index.html

1930
北川社会保険労務士事務
所

専門・技術サービ
ス業

岐阜県
高山市花岡町２－５５－２
５

1931 合同会社TRUST RINK
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県 名古屋市東区東桜1-2-8

1932
株式会社ICHIコーポレー
ション

情報通信業 愛知県 豊橋市北島町字北島167-3 http://www.sutapura.net

1933 テクノシステム株式会社 情報通信業 愛知県
豊橋市神野新田町字トノ割
28

http://www.technosystems.co.jp

1934 株式会社EnjoySystem
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
蒲郡市旭町10-19 スペース
ワイズビルF号

http://www.enjoysystem.co.jp

1935 坂田塗装 建設業 愛知県 豊橋市賀茂町字長池9-4

1936
石渡社会保険労務士事務
所

サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 蒲郡市清田町上中郷18

1937 BLISS HAIR
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 豊橋市牛川町字南台21番地

1938 ヴァンカウンシル豊川店
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県 豊川市末広通3-12-1

1939 伊賀越　株式会社 製造業 三重県
三重県伊賀市ゆめが丘７－
２－１

http://igagoe.tennengura.jp



1940 有限会社　河野製作所 製造業 三重県
三重県伊勢市岡本２丁目６
番３０号

1941 Ｄｏｌｃｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市安島１－５
－１２

1942
特定非営利活動法人ひだ
まり

医療、福祉 三重県
三重県伊勢市川端町字浦２
４６－２

1943
生活総合サービス企業組
合

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県桑名市大字下深谷部
４７０６番地２

http://www.seikatsusougou.co.jp

1944
ｂｅａｕｔｅ（ヴォー
テ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県松阪市嬉野中川町５
１３－１

1945 株式会社　堀川商店 卸売・小売業 三重県 三重県伊賀市上出１９６５ http://horikawa-shouten.co.jp

1946 ＺＡＮ（ザン） 製造業 三重県
三重県鈴鹿市国府町５７３
０－５

http://www.zan.jp

1947 Ｄｏｌｃｅ　ｎａｉｌ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市安島１－５
－１２

http://www.mirror-blue.com/

1948 株式会社　大成産業 製造業 三重県
三重県名張市赤目町相楽５
８７

http://www.taisei-kibako.com

1949 株式会社キミドリ造型社 卸売・小売業 三重県
三重県四日市市諏訪栄町２
２－６

http://1koubou.net

1950
ＣＰサロン　プリティペ
ペ

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県三重郡菰野町東菰野
１０７２

1951 株式会社　Ｆｒａｃｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県鈴鹿市須賀三丁目１
３番２７号

http://lovest.frace.jp/

1952 サロンシェリエ 卸売・小売業 長野県
茅野市ちの2812-1　横内S
ビル

1953 エム施工㈱ 建設業 長野県 諏訪郡下諏訪町社6676-5 http://www.emusekou.jp

1954 南安タクシー㈲ 運輸業 長野県 安曇野市豊科5951 http://www.nan-an.co.jp

1955 行政書士法人はやぶさ
専門・技術サービ
ス業

長野県 諏訪郡富士見町落合9834-1

1956
社会保険労務士法人はや
ぶさ

専門・技術サービ
ス業

長野県 諏訪郡富士見町落合9834-1

1957 ㈱リアル
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 塩尻市広丘郷原南原1088-1

1958 ㈱Dears Works
専門・技術サービ
ス業

長野県 東筑摩郡山形村4948-5 http://dearsworks.com

1959 株式会社 くるまや 製造業 長野県
北佐久郡御代田町馬瀬口
876

http://www.umeena.co.jp/

1960 ㈱マルケイ 卸売業、小売業 長野県
飯田市松尾上溝３０３３－
３

http://www88marukei.co.jp/

1961 (有)原ホンダ 卸売業、小売業 長野県 飯田市鼎東鼎９４－５ httｐ://www.apple-nagano.net/

1962 ㈱ふくやま 製造業 長野県
下伊那郡喬木村４００－８
４

http://fukuyama-monaka.com

1963 (有)丸木屋商店 卸売業、小売業 長野県 飯田市白山町３－南１－１

1964 ㈱レイフィールズ
⑱その他のサービ
ス業

静岡県 静岡市清水区駒越東町5-28 http://www.rayfields.co.jp

1965 ㈱スカイアース ①農業・林業 静岡県 藤枝市高柳2544-5

1966 ㈱エスピーエスたくみ
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 静岡市駿河区敷地1-9-10 http://sps-takumi.co.jp

1967 ㈱ライフクリエイト ⑩金融・保険業 静岡県 静岡市葵区郷島220-1
1968 ㈱久花園本店 ①農業・林業 静岡県 静岡市葵区下28
1969 葉っピイ向島園㈱ ①農業・林業 静岡県 藤枝市瀬戸ノ谷5077 http://www.mukoujimaen.jp

1970
㈱ＡＮＧＥＬ　ＧＡＲＤ
ＥＮ　(メロディー保育
園)

⑯医療・福祉 静岡県
浜松市西区雄踏２－６－２
１

http://melody－ｈ.com

1971 ㈱ＬＣウェルネス ⑯医療・福祉 静岡県 浜松市南区恩地町２６３ http://genekikko.com/

1972 ㈱大誠 ⑨卸売・小売業 静岡県 浜松市中区龍禅寺町７６５ http://www.kk-taisei.com

1973 (有)エコワークス ⑯医療・福祉 静岡県 浜松市大平台４－１－１４ http://eco-kaigo.com/

1974 常盤工業㈱ ④建設業 静岡県 浜松市中区新津町１９７ http://www.tokiwak.co.jp

1975 浜松委託運送㈱ ⑧運輸業 静岡県 浜松市中区中央３－９－３ http://www.itaku-unso.co.jp/

1976 ㈱丸八製造 ⑤製造業 静岡県
浜松市南区小沢渡町１５３
３

1977 ㈱栄商会 ⑤製造業 静岡県
浜松市東区神立町１１６－
５

http://www.sakae-firm.co.jp



1978
伊藤弘人社会保険労務士
事務所

⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市中区板屋町１０１－
３８

1979 (有)クレール
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県
浜松市西区西山町２８２－
１

http://www.hm-claire.com

1980
村松貴通社会保険労務士
事務所

⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 浜松市浜北区本沢合８２９ http://www.muramatsu-roumu.jp

1981 ヤマザキ・シー・エー㈱ ④建設業 静岡県
浜松市中区上島２－１９－
２０

http://www.yamazakica.co.jp

1982 ㈱アプロス
⑱その他のサービ
ス業

静岡県
浜松市中区和合町２２０－
２２００

http://www.apros-net.co.jp

1983 ㈱村松商店 ⑨卸売・小売業 静岡県 浜松市東区常光町１８８ http://www.muramatsu.co.jp

1984 ㈱CRANE 金融・保険業 静岡県 沼津市若葉町２２－８

1985
㈱ポジティブ・ケアワー
クス

医療、福祉 静岡県
沼津市下香貫３０２７－１
８

1986 ㈱耕文社
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 沼津市足高２９２－３８

1987 ＡＤＶＡＮＣＵ
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 沼津市寿町５－３

1988 ㈲酒井製作所 製造業 静岡県 沼津市西間門４７７

1989
㈱ビューティーウェンズ
デー

生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 御殿場市新橋１７４４－７

1990 ㈱デザインワークス 建設業 静岡県 静岡市清水区袖師町575-1 http://designworks-act.co.jp/

1991 ㈱EOM
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県
富士市川成島316-1　パセ
リット美土原202

http://www.kaatsu-eom.co.jp/

1992
サロン ド ブー(salon de
boo)

生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 富士市松本14-1 http://salondeboo.com

1993 株式会社　アクトス
生活関連サービ
ス・娯楽業

岐阜県 多治見市大針町６６１－１ http://www.axtos.com/

1994 昭和工業㈱ 製造業 愛知県 東海市名和町二番割下50-3 http://www.syowa-industry.co.jp/

1995 隆一産業㈱ 建設業 愛知県
名古屋市中川区好本町2丁
目90番地

1996 ㈱ドリームフォース 情報通信業 愛知県
名古屋市中区丸の内二丁目
16番3号丸の内A・Tビル2階

http://www.dream-force.jp

1997 ㈱tracks life
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市中村区名駅3-13-
28

1998 ㈱ティー・オー・エム 情報通信業 愛知県
名古屋市中区丸の内2-12-
12　茶本C&Nビル3F

1999 ㈲わかば不動産
不動産業、物品賃
貸業

愛知県
名古屋市名東区高針1丁目
1709番地

2000 Ｋ'ｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 名古屋市北区大曽根3-10-5

2001 ㈱島倉保険事務所 金融業、保険業 愛知県 名古屋市港区当知3-2118-1

2002 T-DENTAL 医療・福祉 愛知県
名古屋市中区錦2-9-27
MOF

2003 いまえだ歯科 医療・福祉 愛知県 一宮市今伊勢町新神戸乾24

2004 ㈱サトーグランド 情報通信業 愛知県
名古屋市西区枇杷島5-12-
27

2005 ㈱Aspiration 卸売業、小売業 愛知県 名古屋市中区門前町1-10

2006 ㈱ドリーム 卸売業、小売業 愛知県
名古屋市東区徳川町403
I.C.Cクオリアビル

http://mydream.co.jp

2007 ㈱ADR
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市中村区椿町1-3
チサンビル名古屋3F

2008 ㈱COCO
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市中村区竹橋町15-
17　NICOビル2F

http://www.coco-coco.com/

2009
アイティーキャップデザ
イン

サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
豊橋市神野新田町字ロノ割
182
金子開発ビル1F

2010
有限会社エスケイ・メン
テナンス社

建設業 愛知県 豊橋市青竹町字青竹55-1 http://www.nouzaishop.com/

2011
株式会社　三重旅行サー
ビス

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県伊賀市服部町尾崎１
７８８番地

http://www.jtb-mts.com



2012 有限会社　アド・プラス
専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県名張市桔梗が丘４番
地１－３７

2013 有限会社　小菅屋 卸売・小売業 三重県
三重県亀山市東町２－２－
５

http://www.kosugaya.jp

2014
鈴鹿エンヂニヤリング
株式会社

製造業 三重県
三重県四日市市小古曽東二
丁目１番６５号

http://www.suzuka.co.jp

2015
有限会社　タクミスタジ
オ

建設業 三重県
三重県桑名市長島町中川６
８３－１

http://takumistudio.jp

2016 株式会社　丸吉建工 建設業 三重県
三重県度会郡玉城町佐田２
４５－１

2017
ＣＰサロン　アンシャン
テ

生活関連サービ
ス・娯楽業

三重県
三重県四日市市三栄町１－
２８
プラザ四日市１０３

2018 株式会社　リフォックス 建設業 三重県
三重県四日市市伊坂町１６
９３－２

2019 株式会社　共栄商会 卸売・小売業 三重県 三重県桑名市参宮通１９

2020
Ｒクリエーション株式会
社

医療、福祉 三重県
三重県いなべ市大安町石持
東１３８６－６

2021 株式会社　近藤建設 建設業 三重県
三重県伊勢市上地町３６０
４－１

http://www.expert-kondo.co.jp

2022 ㈱DDC
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 名古屋市守山区小幡3-18-6

2023
㈱クローバーフェニック
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
名古屋市中村区太閤通4-7
上垣内ビル3F

http://www.968.jp

2024 五常マテリアル㈱ 卸売業、小売業 愛知県
名古屋市熱田区高蔵町3番1
号

2025 Jouir de Hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市千種区楠元町1丁
目43-1　クリエール本山1
階

2026 槙田労務事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県 名古屋市緑区鳴丘2-1308

2027 ㈱エクストリーム
サービス業（他に
分類されないも
の）

愛知県
名古屋市中区錦1-19-24
名古屋第一ビル4F

http://www.e-xtreme.co.jp/

2028 東陽住建㈱ 建設業 愛知県 一宮市森本2-2-12 http://www.toyo-ie.jp

2029 チュウブワークス 卸売業、小売業 愛知県 津島市埋田町1-36

2030 ㈱ジークラフト 情報通信業 愛知県
名古屋市中区伊勢山2丁目
5-10　服部エイトビル4F

http://www.gsoft.co.jp

2031 ㈱ビー・コネクト 医療・福祉 愛知県
名古屋市名東区藤森2丁目
286番地

2032
人事労務マネジメント
ひととき

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区錦3-1-30錦マ
ルエムビル6F

2033
ふみこデンタルクリニッ
ク

医療・福祉 愛知県
名古屋市東区泉2丁目23-25
S.I.メディカルビル1F

http://www.fumiko-oral-happy.com/

2034
穂高ビューホテル株式会
社

飲食店、宿泊業 長野県 安曇野市穂高牧2200-3 http://www.hotaka-view.co.jp

2035
株式会社Ｋ’ｓＦＡＣＴ
ＯＲＹ

専門・技術サービ
ス業

長野県 伊那市野底8268-93 http://ks-rally.com

2036 有限会社スズラン薬局 卸売・小売業 長野県 松本市埋橋2-3-6

2037
有限会社ホテルニュース
テーション

飲食店、宿泊業 長野県 松本市中央1-1-11 http://www.hotel-ns.co.jp

2038
セブン・イレブン下諏訪
一ツ浜店

卸売・小売業 長野県
諏訪郡下諏訪町西四王
4862-8

2039 株式会社郷田鈑金
サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 岡谷市郷田2-1-37

2040
株式会社 ヒューマンイン
デックス

サービス業（他に
分類されないも
の）

長野県 上田市常田2-13-4 http://www.jobs-go.jp/

2041 南信三菱自動車販売㈱ 卸売業、小売業 長野県 飯田市鼎切石４６４４－２
2042 ㈱イーグルメタル ④建設業 静岡県 焼津市小屋敷26 http://eaglemetal.jp

2043
バイソントレーニングジ
ム

⑭生活関連サービ
ス業

静岡県 静岡市駿河区小鹿1-54-59 http://bison-training-gym.com

2044 ㈱Shida Vege ①農業・林業 静岡県 島田市南原134-1 http://shida-vege.jp



2045 ㈱望月商行 ④建設業 静岡県
静岡市清水区渋川2丁目18-
23

http://www.mochisyo.co.jp

2046 富士工業㈱ ⑤製造業 静岡県 静岡市清水区蒲原5202 http://www.fuji-mg.co.jp

2047 げんき ⑬飲食店・宿泊業 静岡県 静岡市清水区高橋4-17-13

2048 ㈱エフプロモーション
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市中区泉１－１３－３
５

http://www.f-prm.com/

2049 鈴木晒整理㈱ ⑤製造業 静岡県
浜松市中区助信町４３－１
１

2050 ㈱アイエグゼック ⑦情報通信業 静岡県
浜松市東区有玉南町１８６
７－１

http://iexec.jp

2051 (有)クリップソフト
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市東伊場２－７－１
浜松商工会議所９Ｆ

http://www.clipsoft.co.jp

2052 ㈱シーエヌシー
⑭生活関連サービ
ス業

静岡県
浜松市中区中島２－２２－
２

2053 KCSセンター 浜松領家
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県 浜松市中区領家３－３－１ http://www.kcs-ryoke.com

2054 笑み社労士事務所
⑫専門・技術サー
ビス業

静岡県
浜松市南区三島町６９８
Ｎ１０４

http://emi-office.com

2055
サンヨーエンジニアリン
グ㈱

⑤製造業 静岡県
浜松市西区大久保町１２０
２－１０

http://www.sanyo-eg.com

2056 インテリア研究事務所 ④建設業 静岡県
浜松市中区住吉２－１６－
２０

http://www.iro.st

2057 ㈱ブティック・ビギ ⑨卸売・小売業 静岡県
浜松市中区板屋町１０１－
１５　２F

http://www.boutique-bigi.jp

2058 (資)山水館欣龍 ⑬飲食店・宿泊業 静岡県
浜松市西区館山寺町２２２
７

http://www.sansuikankinryu.com/

2059 ㈱日進機械製作所 ⑤製造業 静岡県 浜松市東区有玉西町３００ http://www.nissin-cg.co.jp

2060 ㈱ボン･シック ⑨卸売・小売業 静岡県
浜松市東区小池町１４９－
２

http://www4.tokai.or.jp/bon-chic

2061
㈱アイアールネットワー
ク

⑱その他のサービ
ス業

静岡県
浜松市中区伝馬町３１３－
２４ 伝馬町中央ビル７Ｆ

http://www.irn.co.jp/

2062 ㈱ＩＴサポート 建設業 静岡県 沼津市大岡１１１０－１２

2063 ㈱アイム
サービス業（他に
分類されないも
の）

静岡県 伊豆の国市南條７５７－１

2064 ハムズヘアー三島
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県 三島市萩２６７－１

2065 ㈲CHERU（チェル）
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡県
駿東郡小山町須走１７４－
１

2066 ㈱ビッグストーンズ 教育、学習支援業 静岡県 富士市本市場484-1 http://pass-edu.net/

2067 富士設計㈱
専門・技術サービ
ス業

静岡県 富士宮市小泉468-1 http://www.fujiarchitect.co.jp

2068 静光電機工業㈱ 製造業 静岡県 富士市中里2626-23 http://www.sd-inc.co.jp

2069 龍王ホームサービス(株) 建設業 岐阜県 可児市広眺ヶ丘７－３０

2070 (株)讃建 建設業 岐阜県
下呂市金山町金山３２５５
－１

2071 (有)サンワ開発 建設業 岐阜県
下呂市金山町金山３２５６
－１

http://tochi-sanwa.jp/

2072 小木曽設備工業(株) 建設業 岐阜県
各務原市那加南栄町８６－
４

2073 ㈱南建設 建設業 愛知県 名古屋市港区小碓4-99

2074 ㈱FISHLINE
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市千種区春岡1-2-13
ラポール池下1F

http://www.faith-creation.com/

2075 ㈱牛若 製造業 愛知県 名古屋市中川区外新町2-2
2076 ㈱松寿 医療・福祉 愛知県 瀬戸市東本地町3-32

2077 ㈱プリアクタ
宿泊業、飲食サー
ビス業

愛知県
名古屋市千種区星ヶ丘山手
911

http://www.cohal-web.com

2078 GROWTH㈱ 建設業 愛知県
名古屋市守山区小幡太田
15-20

http://www.growth758.co.jp

2079
社会保険労務士サイトウ
オフィス

学術研究、専門・
技術サービス業

愛知県
名古屋市中区丸の内2丁目
19番32号デラードーラ丸の
内5F

http://sr-saito.jp

2080 パシフィックビジネス㈱ 情報通信業 愛知県
名古屋市中村区名駅5-31-
10



2081 ㈱アンジェヴォーグ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県 名古屋市中区新栄1-6-3

2082 ㈱プレシャスヘア
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市西区上名古屋3丁
目25-35

http://precioushair.jp/index.html

2083 ㈱国際システムサービス 情報通信業 愛知県
名古屋市中区栄1-15-6　サ
カエミヤシタ・ビル

2084 ㈱MISS　EYE　D’OR
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市東区葵1-17-14
HERBE2F

http://miss-diamant.com

2085 ㈱アイデムホーム 不動産業 愛知県
名古屋市名東区上社1-1304
北村第3ビル4Ｆ

http://www.idem-home.co.jp

2086 美容室　Ｌｅｉ
生活関連サービ
ス・娯楽業

愛知県
名古屋市昭和区山手通5-7-
1　2F

2087 ㈱トランスACE 運輸業、郵便業 愛知県 津島市神尾町江西39

2088 ㈱平松製作所 製造業 愛知県
名古屋市南区元塩町6丁目
１番地

http://www.hiramatsu-sei.co.jp

2089
一般社団法人がん病後生
活向上回復協会

医療・福祉 愛知県
知多市原2-1-2　クインハ
イツ101

http://www.calira.org

2090 ㈱クイックス 製造業 愛知県 刈谷市幸町2-2 http://www.kwix.co.jp

2091 トミタパックス㈱ 製造業 愛知県 半田市州の崎町2-140

2092
一般社団法人く・まはう
す

医療・福祉 愛知県 江南市古知野町牧森210-1

2093 ㈱ルナクラフト 製造業 愛知県 江南市上奈良町神明125 http://www.lcft.co.jp

2094 ㈱ラピカル 不動産業 愛知県
名古屋市中区栄三丁目11番
地23号白川本町ビル6階

2095 ㈱common　entry 医療・福祉 愛知県
名古屋市中区新栄二丁目4-
5　東和パークビル1階

2096
㈱プライムソフトサービ
ス

情報通信業 愛知県
名古屋市中区栄2-8-12　伏
見KSビル2F

http://www.primesoftservice.com

2097 Motor Rock 卸売・小売業 愛知県 名古屋市港区油屋町4-19 http://www.motorrock.net

2098 ㈱名古屋建陶社 建設業 愛知県 名古屋市東区泉1-21-25 http://www.nagoyakentousha.co.jp

2099 株式会社　十社精工 製造業 三重県
三重県桑名市福地３００－
２２

2100 株式会社　Ｅプレゼンス
専門・技術サービ
ス業

三重県
三重県四日市市久保田２丁
目１０－１３（杉善ビル１
０６）

http://e-presence.jp

2101 株式会社　フタバ 製造業 三重県
三重県桑名市大字和泉ホノ
割５８４番地の７

2102
有限会社エムアイトラン
スポート
サービス

運輸業 三重県
三重県三重郡菰野町宿野１
６４８－５

2103
旭中部ネットワーク協同
組合

サービス業（他に
分類されないも
の）

三重県
三重県桑名市長島町押付５
４

2104
株式会社　クラフトワー
ク

製造業 三重県
三重県伊賀市ゆめが丘７－
９－３

http://www.craftwork.ne.jp

2105 株式会社　カネブン 卸売・小売業 三重県
三重県桑名市江場５２９番
地

2106 すみれ工房有限会社 製造業 三重県
三重県伊賀市老川字長谷９
０３－１

http://www.sumire-craft.co.jp

2107 株式会社　ゆうゆう 医療、福祉 三重県
三重県度会郡大紀町滝原４
７４－２

2108
株式会社　ネクスト・ワ
ン

卸売・小売業 三重県
三重県名張市鴻之台１－１
５１

http://www.nextone-net.com/


