
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 株式会社タケダ 医療・福祉 あま市七宝町桂親田2027 http://www.heart-medical.co.jp

2 牟田美智代事務所
専門・技術サー
ビス業

名古屋市熱田区神宮3丁目9番14
号

3 菱友技研株式会社 情報通信業
名古屋市港区大江町6-16　菱興
本社ビル3F

http://www.ryoyu-giken.co.jp

4 いろは
生活関連サービ
ス・娯楽業

半田市宮本町6-206-20

5 more
生活関連サービ
ス・娯楽業

名古屋市中村区名駅3-11-9

6 eye's
生活関連サービ
ス・娯楽業

半田市宮本町6-206-20　2F

7 株式会社テクノアスカ 情報通信業
名古屋市中区栄4-14-5 松下中
日ビル

http://www.t-ask.co.jp

8 いまえだ歯科 医療・福祉 一宮市今伊勢町新神戸字乾24

9 MAC社会保険労務士法人
専門・技術サー
ビス業

名古屋市中村区名駅3-28-12
大名古屋ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ21F

http://www.mac-g.co.jp

10 あらた経営労務事務所
専門・技術サー
ビス業

清須市新清洲3-2-4 ミニョン
203号

http://www.aratasr.com

11 やくし歯科医院 医療・福祉 名古屋市南区岩戸町18-23 http://www.yakushi-dental.com

12 スター労務総合事務所
専門・技術サー
ビス業

あま市新居屋山9 http://www.star-rom.com

13 有限会社ワコー
教育・学習支援
業

名古屋市天白区植田本町1-919 http://www.was-ps.com

14 株式会社ニューキャスト 情報通信業
名古屋市中区千代田3-1-11 紀
志屋ビル3B

15 株式会社覚王山総研
専門・技術サー
ビス業

名古屋市中区丸の内3-19-14 http://www.kakuozan-nagoya.com/net

16 株式会社ジアス・スタッフ
その他のサービ
ス業

名古屋市中村区名駅3-26-19

17 有限会社メイセーテック
その他のサービ
ス業

名古屋市北区大曽根2-10-22

18 株式会社東部テクノ 建設業
名古屋市名東区猪子石原2-102-
1

http://toubu-techno.co.jp

19 株式会社中央歯科産業 医療・福祉 名古屋市北区鳩岡2-3-15
20 有限会社アシスタ 医療・福祉 名古屋市緑区相川2-121

21
株式会社Global　Beauty
Company

生活関連サービ
ス・娯楽業

名古屋市中区錦1-7-34　ステー
ジ錦4F

22 社会福祉法人　知多学園 医療・福祉 常滑市末広町2-1

23
株式会社プライムソフトサー
ビス

情報通信業
名古屋市中区栄2-8-12　伏見KS
ビル2F

24 株式会社アートシステム 情報通信業
名古屋市中区丸の内3-16-31
フォーティーンヒルズ丸の内
201

25 株式会社Ash.ky.corporation 卸売・小売業 名古屋市港区新船町2-1-4

26 株式会社ミッション
生活関連サービ
ス・娯楽業

名古屋市西区宝地町397

27 安田印刷工業株式会社 製造業 名古屋市西区新道2-13-10
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28 伊藤経営労務事務所
専門・技術サー
ビス業

名古屋市中区錦1-17-26　ラウ
ンドテラス伏見5B

29 アクティブ・ティ株式会社 情報通信業
名古屋市中村区名駅南1-18-24
マイビルディング2F

30 株式会社rire
生活関連サービ
ス・娯楽業

名古屋市中区上前津1-2-34

31 コスモス経営
専門・技術サー
ビス業

名古屋市南区赤坪町134-1

32 犬の美容室いちご
生活関連サービ
ス・娯楽業

名古屋市中川区荒中町157荒中
マンション1F

33 置田労務経営事務所
専門・技術サー
ビス業

名古屋市緑区鳴海町尾崎山76-1

34 マカロンズ合同会社オゾン
生活関連サービ
ス・娯楽業

春日井市上条町1-203　ボナン
ザビル1F

35 株式会社ファズム 情報通信業
名古屋市中区栄2-6-1　RT白川
ビル8F

36 なごや経営労務サービス
専門・技術サー
ビス業

名古屋市中川区尾藤橋2-2-20

37 ひなた保育園 医療・福祉 名古屋市守山区四軒家1-330
38 ファミリーマート刈谷港町店 卸売・小売業 刈谷市港町7-10-2

39
社会福祉法人三祉会　かもめ
保育園

医療・福祉 名古屋市港区宝神3-1401

40 ニシキ株式会社 卸売・小売業 名古屋市港区錦町5-8

41 Rela鍼灸接骨院 医療・福祉
名古屋市千種区末盛通1-3　ハ
イツサンピア2C

42 株式会社UMS 医療・福祉 一宮市開明字畑添42-4

43 有限会社Hair Planet
生活関連サービ
ス・娯楽業

名古屋市中川区春田3-90-1

44 わかばコスモ 医療・福祉 名古屋市名東区社台1-129
45 ㈱一心堂印房 卸売業、小売業 岡崎市伝馬通２丁目53 http://www.hancowa.jp/isd1.html

46 株式会社ノーサイド 医療・福祉 岡崎市庄司田1-3-16

47 (有)JOE
生活関連サービ
ス業

岡崎市赤渋町田中３３－１

48 (有)ツヅキ工業 建設業 岡崎市小呂町2-18
49 ㈱三龍社 製造業 岡崎市上六名町宮前１ www.sanryusha.co.jp
50 ㈱岡田鉄工所 製造業 岡崎市上三ツ木町字清口27 www.okada-tekko.co.jp/

51 ㈱アヤボ 製造業 安城市福釜町細湫1番地
52 オノダ工業(有) 製造業 岡崎市在家町字米野50番地 onodakogyo.com/html/page02.html

53 ㈱高木化学研究所 製造業 岡崎市大幡町堀田21-1 http://takagi-kagaku.co.jp

54 ㈱あいや 製造業 西尾市上町横町屋敷15 www.matcha.co.jp
55 株式会社松野製作所 製造業 岡崎市岡町保母境21-7 http://matuno.jp
56 ㈱デュエットプランニング 製造業 岡崎市羽根東町3-3-3 http://www.duet.co.jp
57 トリイ株式会社 卸売・小売業 西尾市一色町味浜江向36番地 www.e-torii.co.jp/
58 ベルエアーシステムズ㈱ 技術サービス業 岡崎市羽根町字東荒子79-1 http://belairsystems.jp

59
ジュークインターナショナル
㈱

サービス業 岡崎市細川町字永原107-26

60 ㈱太田商店 卸売・小売業 岡崎市福岡町北裏25-2 egg@ohta-shouten.co.jp

61
㈱Ｌｉｆｅ　Ａｒｃ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ライフアークシステ
ム

情報通信業 岡崎市柱２丁目5-1鳥ビル２階 info@lifearcsystem

62 ㈱ブランテ
生活関連サービ
ス業

岡崎市仁木町字東郷35-2 y641205@na.commufa.jp

63 株式会社竹内文具店 卸売・小売業 岡崎市明大寺町大圦1番地38
64 岡崎商工会議所 サービス業 岡崎市竜美南１－２ http://www.okazakicci.or.jp

65
特定非営利活動法人　四ツ葉
の会

医療・福祉
岡崎市北本郷町字野添３８番地
1

http://info062527.wix.com/yotubanokai/

66 (有)オプト・ヨシカワヤ 卸売業、小売業 岡崎市康生通南2-2 http://www.yoshikawa-ya.com

67 日本レトルトﾌｰｽﾞ株式会社 製造業 岡崎市本宿町字東木竹1番地 http://www.nichireto.com

68 （株）三光食品 飲食サービス業 岡崎市大和町字塗御堂22-1 http://www.smile.cci.or.jp/hp/sankou/

69 三晴工業（有） 製造業 安城市宇頭茶屋町北裏14 http://miharu-ind.com
70 （有）原田電工社 建設業 岡崎市岡町字流レ3-2 http://www.hara-den.jp
71 (有)浅野工業 製造業 岡崎市日名北町3-1 http://www.asanokogyo.sakura.ne.jp

72 大野電着塗装（株） 製造業 岡崎市井田西町7-2



73 （有）ミュゼ サービス業 岡崎市大西3-3-1 http://hair-musee.jp/
74 ローソン豊田上丘店 小売業 豊田市上丘町西灰上り8
75 （株）あいち補聴器センター 補聴器等販売 岡崎市吹矢町69 http://aichi-hochoki.com

76 （株）絆
就労移行支援事
業等

岡崎市土井町字西善道30-1 http://kizuna-88.wix.com/index

77 （株）デンソーパーラー
（株）デンソー
社内売店、レス
トラン運営

岡崎市中島中町四丁目3-19

78
（株）ティーエスプロジェク
トサービス

ドローンによる
空撮、外観調査

安城市今池町1-17-4 http://ts-project-service.com

79 （有）ホープ
コンビニエンス
ストア

岡崎市上地1-35-33

80 ケーキハウスアンジュ
洋菓子製造・販
売

豊田市平戸橋町石平61-15 http://www.cakehouse-ange.co.jp

81 合同会社ピーナッツ 保育業務 豊田市浄水町南平6
82 合同会社ＲＥＸ 接骨院 豊田市神明町3-33-14

83
BURN　HAIR　CREATION　バー
ンヘアークリエイション

美容室 豊田市小坂本町5-8-2藤ビル1F www.burn-hair.com

84 有限会社ライトプラン
生活関連サービ
ス・娯楽業

豊橋市東脇4-15-4 http://www.ne.jp/asahi/orange/stick/

85 株式会社連瓦 建設業 豊橋市西口町字西ノ口23-2 http://www.rplus-h.jp/
86 豊川資源株式会社 卸売・小売業 豊川市牛久保町天王下72-1 http://toyokawashigen.com/index.html

87 StrikingGymAres
専門・技術サー
ビス業

豊川市本野ヶ原1-117 http://striking-gym-ares.com

88 シマクリエイト
教育・学習支援
業

豊川市小坂井町欠山82-4 http://www.sima56.com

89 株式会社メキシポン 飲食店・宿泊業 豊橋市花田一番町189番地
90 岡田建設株式会社 建設業 豊川市白鳥町京次52番地1 http://www.oka-ken.co.jp/

91 株式会社嘉古田 飲食店・宿泊業 豊橋市大橋通1丁目45番地1

92 株式会社プロジェクト
専門・技術サー
ビス業

豊川市末広通4丁目34番地

93 有限会社いぶき 医療・福祉 豊川市長草町南24-1

94 石渡社会保険社務士事務所
その他のサービ
ス業

蒲郡市清田町上中郷

95 株式会社EnjoySystem
専門・技術サー
ビス業

蒲郡市神明町9-3 https://enjoysystem.co.jp/

96 株式会社トヨテック 製造業 豊川市西豊町2-35
97 新東工業株式会社豊川製作所 製造業 豊川市穂ノ原3-1
98 豊川信用金庫 金融・保険業 豊川市末広通3-34-1
99 株式会社ジュコー 製造業 豊川市西豊町2-35
100 株式会社オミクロン 製造業 豊川市西豊町2-35
101 有限会社ファーム 建設業 春日井市内津町202 http://sh-chukyo.com/


