ワーク・ライフ・バランス推進企業一覧（認証企業数206社）
認証
年度

認証
番号

所在地

事業内容

H29① 001 株式会社伊藤建設工業

港区正保町6丁目24番地

建設業・不動産仲介業

いとうけんせつこうぎょう

H29① 002 岩田労務管理事務所

西区則武新町四丁目1番40号

社会保険労務士事務所

いわたろうむかんりじむしょ

中区錦二丁目16番26号

ビジネスプロセスアウトソーシング(Ｂ
えすしーえすけーさーびすうぇあ
ＰＯ)事業

H29① 004 株式会社エステム

南区弥次ヱ町2丁目19番地の1

水処理施設の維持管理業

えすてむ

H29① 005 株式会社風岡

中川区戸田1丁目602番地

金属表面処理加工

かざおか

H29① 006 株式会社カノークス

西区那古野一丁目1番12号

鉄鋼・非鉄関連商品の販売および
加工

かのーくす

H29① 008 中日信用金庫

北区清水二丁目9番5号

金融業

ちゅうにちしんようきんこ

H29① 009 行政書士法人TSUBOI A．P．

北区清水五丁目5番3号
名北フロントビル3階

行政書士事務所

ぎょうせいしょしほうじんつぼい
えーぴー

H29① 011 東京海上日動火災保険株式会社

中区丸の内二丁目20番19号

損害保険業

とうきょうかいじょうにちどうか
さいほけん

H29① 012 株式会社名古屋銀行

中区錦三丁目19番17号

普通銀行業

なごやぎんこう

H29① 013 公益財団法人名古屋産業振興公社

千種区吹上二丁目6番3号

その他のサービス業（産業振興施設 なごやさんぎょうしんこうこう
の管理運営等）
しゃ

H29① 015 株式会社羽根田商会

中区大須三丁目40番12号

機械工具卸売業

はねだしょうかい

H29① 016 株式会社ベネフィット・ワン

中村区名駅一丁目1番4号

福利厚生事業等

べねふぃっとわん

H29① 017 株式会社未来

中区錦一丁目17番26号

化粧品通信販売業

みらい

H29① 018 名鉄協商株式会社

中村区名駅南二丁目14番19号

商品販売、パーキング事業

めいてつきょうしょう

損害保険業

あいおいにっせいどうわそんがいほ
けん

H29① 003

H29② 022

社名

（令和4年4月1日時点）

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社名古
屋オフィス

あいおいニッセイ同和損害保険株式会 中村区平池町4丁目60番地の12
社
グローバルゲート

かな

H29② 023 株式会社愛知銀行

中区栄三丁目14番12号

金融業

あいちぎんこう

H29② 024 社会福祉法人愛知県厚生事業団

東区出来町二丁目8番21号

社会福祉事業

あいちけんこうせいじぎょうだん

H29② 025 アルプススチール株式会社

中川区月島町11番30号

金属製家具製造業

あるぷすすちーる

H29② 026 イー・バレイ株式会社

昭和区福江二丁目9番33号
名古屋ビジネスインキュベータ白金

技術サービス業

いーばれい

H29② 027 株式会社イワタツール

守山区花咲台二丁目901番地の1

工具及び機械の開発・製造・販売

いわたつーる

H29② 028 荏原商事株式会社

中村区名駅一丁目1番4号
ＪＲセントラルタワーズ46階

建設業

えばらしょうじ

H29② 029 社会保険労務士法人太田労研

北区清水四丁目15番1号
黒川ビル5F

社会保険労務士業

おおたろうけん

H29② 030 株式会社 Auto Tech Japan

西区幅下二丁目4番2号

自動生産設備の設計、販売等

おーとてっくじゃぱん

H29② 031 菊水化学工業株式会社

中区錦二丁目19番25号
日本生命広小路ビル

建材仕上材の製造・販売

きくすいかがくこうぎょう

H29② 033 社会保険労務士法人北見事務所

西区市場木町478番地

社会保険労務士事務の受託等

きたみじむしょ

H29② 034 GROWTH株式会社

守山区小幡太田15番20号

給排水設備工事、代願申請業務、
不動産事業

ぐろうす

H29② 036 ケイティケイ株式会社

東区泉二丁目3番3号

リサイクル商品、OAサプライ商品の
けいてぃけい
販売

H29② 037 株式会社三洋堂書店

瑞穂区新開町18番22号

書籍・雑誌・文具等販売

さんようどうしょてん

H29② 038 株式会社中京銀行

中区栄三丁目33番13号

金融業

ちゅうきょうぎんこう

H29② 039 東邦ガスセイフティライフ株式会社
H29② 040

昭和区福江三丁目7番7号

名古屋上下水道総合サービス株式会
熱田区一番三丁目2番44号
社

ガス設備・機器等の保安管理、
ENEDO事業、内管事業

とうほうがすせいふてぃらいふ

建設業

なごやじょうげすいどうそうごうさーび
す

H29② 041 社会保険労務士法人名古屋労災

中区丸の内三丁目21番21号
丸の内東桜ビル203号

社会保険労務士業

なごやろうさい

H29② 042 ニック株式会社

南区豊三丁目38番7号

車いす・福祉用具の販売等

にっく

H29② 043 日本システム開発株式会社

中村区那古野１丁目４７番１号
名古屋国際センタービル９階

ソフトウェア開発

にほんしすてむかいはつ

H29② 044 ネッツトヨタ中部株式会社

名東区一社一丁目68番地

新車販売・中古車販売等

ねっつとよたちゅうぶ

H29② 045 アイ・スマイル社会保険労務士法人

中区伊勢山二丁目11番15号
Ａ．Ｓビル金山６F

社会保険労務士業務

あいすまいる

H29② 047 株式会社マルケイ

守山区瀬古三丁目1408番地

総合建設業

まるけい

H29② 048 株式会社ミキ

南区豊三丁目38番10号

車いすの製造・卸売

みき

H29② 049 三貴ホールディングス株式会社

南区豊四丁目26番3号

グループ企業の管理・企画・運営

みきほーるでぃんぐす

H29② 050 三井住友海上火災保険株式会社

中区錦一丁目2番1号
三井住友海上名古屋ビル

損害保険業

みついすみともかいじょうかさいほけ
ん

H29② 051 名工建設株式会社

中村区名駅一丁目1番4号
ＪＲセントラルタワーズ34階

総合建設業

めいこうけんせつ

H29② 052 名鉄産業株式会社

南区前浜通7丁目28番地

小売物品販売業、エネルギー事業
等

めいてつさんぎょう

H29② 054 豊ハイテック株式会社

中村区名駅一丁目1番1号
ＪＰタワー名古屋25階

機械設計業、受託開発ソフトウェア
業

ゆたかはいてっく

H29② 055 リコージャパン株式会社

西区牛島町6番1号
名古屋ルーセントタワー10階

卸売・小売業（各種ソリューションの
りこーじゃぱん
提供）

H30① 057 社会福祉法人ウィズ

天白区植田山一丁目1503番地

許可保育所の運営

うぃず

H30① 058 株式会社奥村組

中村区竹橋町29番8号

総合建設業

おくむらぐみ

H30① 061 株式会社栗本鐵工所

中村区名駅南一丁目17番23号
ニッタビル

鉄鋼業

くりもとてっこうしょ

H30① 062 瀬戸信用金庫

中区門前町3番8号

金融業

せとしんようきんこ

H30① 063 セフィロス株式会社

中村区名駅南三丁目3番6号
名鉄協商㈱駐車場センター内

駐車場管理業務

せふぃろす

H30① 064 中部電力株式会社

東区東新町1番地

再生可能エネルギー事業等

ちゅうぶでんりょく

H30① 065 株式会社東海アドエージェンシー

中区大須四丁目12番3号

広告代理業

とうかいあどえーじぇんしー

H30① 066 株式会社東光高岳

中区錦二丁目3番4号
名古屋錦フロントタワー2階

電気機器の製造、販売

とうこうたかおか

H30① 067 株式会社トーエネック

中区栄一丁目20番31号

建設業

とーえねっく

H30① 068 戸田建設株式会社

東区泉一丁目22番22号

総合建設業

とだけんせつ

H30① 069 公立大学法人名古屋市立大学

瑞穂区瑞穂町字川澄1番地

教育

なごやしりつだいがく

H30① 071 ホーメックス株式会社

中区錦二丁目19番地11号
アゼット株式会社長者町ビル6Ｆ

廃棄物処理、総合ビルメンテナン
ス、施設管理運営事業

ほーめっくす

H30① 073 社会保険労務士法人名南経営

中村区名駅一丁目1番1号
ＪＰタワー名古屋34階

社会保険労務士業

めいなんけいえい

H30① 074 株式会社柳澤設計事務所

北区清水四丁目12番15号

建築設計監理

やなぎさわせっけいじむしょ

H30① 075 株式会社山田組

中川区戸田五丁目1213番地

建設業

やまだぐみ

H30① 076 株式会社吉田エス・ケイ・テイ

西区花の木一丁目12番20号

金属製品製造業

よしだえすけいてぃ

H30① 077 菱信工業株式会社

中村区名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング18階1805区

建設業（空調設備工事）

りょうしんこうぎょう

H30② 078 有限会社アイ・ティー・オー

守山区小幡南一丁目9番15号西1005

サービス業、人材派遣、指定管理業
あいてぃーおー
務

H30② 079 株式会社Ａｚｕ.ｍ.ｕ

港区十一屋二丁目309番地

障害者福祉事業

あずむ

情報提供サービス

えぬてぃてぃでーたすまーとそーしん
ぐ

H30② 081

株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシン 西区上名古屋三丁目14番19号
グ
アーバンネット上名古屋ビル1階

H30② 083 岡谷システム株式会社

中区栄二丁目4番18号
岡谷鋼機ビルディング6階

ソフトウェア開発

おかやしすてむ

H30② 084 株式会社かんぽ生命保険

中村区名駅一丁目1番1号
JPタワー名古屋9階

保険業

かんぽせいめいほけん

H30② 087 株式会社髙坂工業

中村区五反城町4丁目31

各種防水工事、塗装工事、ドロー
ン、外壁調査

こうさかこうぎょう

H30② 088 株式会社サウンドライフ

名東区一社三丁目127番地

省エネ・省コスト関連設備提案、各
種電気工事

さうんどらいふ

H30② 089 佐伯株式会社

西区康生通2丁目21番地

寝装寝具卸売業

さえき

H30② 090 櫻井木材株式会社

中川区太平通6丁目11番地

木材卸売

さくらいもくざい

H30② 091 ＣＳホームズ株式会社

名東区野間町70
サンハイツ高針1階

新築・増改築工事請負、リフォーム
工事請負、設計施工監理、トータル しーえすほーむず
インテリア、解体工事請負

H30② 093 敷島製パン株式会社

東区白壁5丁目3番地

パン・和洋菓子の製造・販売

しきしませいぱん

H30② 096 株式会社杉山設計事務所

中区栄二丁目12番12号
アーク栄白川パークビル4Ｆ

設計事務所

すぎやませっけいじむしょ

H30② 097 スクエアプランニング株式会社

中区錦二丁目4番15号
ORE錦二丁目ビル12階

総合コンサルティング業

すくえあぷらんにんぐ

H30② 099 株式会社創信

南区寺部通4丁目21番地NSTビル3階

総合建設業

そうしん

H30② 100 株式会社田中建設

昭和区安田通2丁目10番地の2

建設業（現場監督）

たなかけんせつ

H30② 103 中日建設株式会社

中区橘一丁目1番20号

総合建設業

ちゅうにちけんせつ

H30② 104 株式会社GFM

中村区名駅四丁目26番22号
名駅ビルディング2階

警備業務（施設・雑踏・交通誘導）

じーえふえむ

H30② 105 中部土木株式会社

名東区社台三丁目125番地

建設業

ちゅうぶどぼく

H30② 106 株式会社中部レキセイ

中区平和二丁目13番26号

防水・塗装・外壁修繕工事

ちゅうぶれきせい

中区錦一丁目20番12号伏見ビル6F

広告代理業

でいりーいんふぉめーしょんちゅうぶ

H30② 108 東海東京証券株式会社

中村区名駅四丁目7番1号
ミッドランドスクエア12階

金融商品取引業

とうかいとうきょうしょうけん

H30② 109 東急建設株式会社

中区丸の内三丁目22番24号
名古屋桜通ビル8階

総合建設業

とうきゅうけんせつ

H30② 110 株式会社南部企業

港区辰巳町3番5号

特定建設業、産業廃棄物収集運搬業、一般貨物自
動車運送業、自動車整備業、建設用諸機械及車両
賃貸業

なんぶきぎょう

H30② 111 日本電気株式会社

中区錦一丁目17番1号NEC中部ビル

製造業

にっぽんでんき

H30② 114 株式会社フォレスト

昭和区川名本町3丁目5番地の2

介護事業

ふぉれすと

H30② 118 矢作建設工業株式会社

東区葵三丁目19番7号

総合建設業

やはぎけんせつ

中区大井町2番11号

社会保険労務士業

ろうむかんりせんたー

R1① 122 株式会社アトリエａｉｚ

名東区上社二丁目207番地
福善ビル1B

商業建築・デザイン・設計・施工

あとりえあいず

R1① 123 ＡＪ・Ｆｌａｔ株式会社

中区栄二丁目2番1号
広小路伏見中駒ビル6Ｂ

システム開発

えーじぇーふらっと

R1① 124 NDS株式会社

中区千代田二丁目15番18号

建設業

えぬでぃーえす

R1① 125 オーガスタラボ株式会社

東区葵２－３－１ CH桜通ビル４F

システム開発

おーがすたらぼ

R1① 126 有限会社近藤研究所

昭和区台町3丁目10番地の5

工業用内視鏡、医療用ライト製造・
販売

こんどうけんきゅうしょ

H30② 107

H30② 121

株式会社デイリー・インフォメーション
中部

社会保険労務士法人労務管理セン
ター

R1① 127 佐藤重工株式会社

南区豊三丁目26番17号

機械器具の製造、組立、曲げ加工

さとうじゅうこう

R1① 128 三幸土木株式会社

守山区泉が丘620番地

土木工事業

さんこうどぼく

R1① 129 株式会社ＳＷＩＦＴ ＪＡＰＡＮ

東区新出来一丁目5番4号

名古屋市小規模事業認可保育所の
すいふとじゃぱん
運営

R1① 130 株式会社ＺＥＲＯＢＡＳＥ

東区泉二丁目28番24号
東和高岳ビル3階

ＷＥＢ制作、コンサルティング事業

ぜろべーす

R1① 131 大有建設株式会社

中区金山五丁目14番2号

舗装・土木・建築工事、
アスファルト合材・生コンクリート製造販売等

たいゆうけんせつ

R1① 132 中京陸運株式会社

熱田区白鳥三丁目6番17号

一般貨物自動車運送業、倉庫業、一般・産
業廃棄物収集運搬業

ちゅうきょうりくうん

R1① 133 名古屋陸送株式会社

熱田区白鳥三丁目5番7号

一般貨物自動車運送業・倉庫業・商品自動
車回送業 その他

なごやりくそう

R1① 134 一般財団法人日本気象協会

北区水草町1丁目21番地の5

気象情報提供、気象環境調査

にほんきしょうきょうかい

R1① 136 株式会社ＰＡＰ

中区丸の内三丁目17番13号
いちご丸の内ビル3階

ソフトウエア開発

ぱっぷ

R1① 137 株式会社ピーエフ・シー

緑区黒沢台四丁目210番地
セゾン徳重105

フィットネスジムの経営

ぴーえふしー

R1① 138 社会福祉法人ひまわり福祉会

名東区梅森坂三丁目3607番地

障害者福祉事業

ひまわりふくしかい

R1① 139 株式会社ヒメノ

東区東大曽根町12番19号

総合建設業

ひめの

R1① 140 有限会社麩柳商店

西区那古野一丁目2番3号

生麩製造

ふりゅうしょうてん

R1① 141 株式会社ＨＥＡＬＴＨＹＡ

西区康生通2丁目31番地

国産肌着、企画・製造

へるしあ

R1① 142 株式会社ホーエー

北区六が池町396番地

家具製造、内装仕上げ工事

ほーえー

R1① 143 株式会社HEXEL Works

千種区内山三丁目30番9号

電気工事

へくせるわーくす

R1② 144 アイホン株式会社

中区新栄町1番地の1
明治安田生命名古屋ビル10階

製造業

あいほん

R1② 145 株式会社市川工務店

中区栄一丁目26番1号

建設業

いちかわこうむてん

R1② 146 M.S.Techs株式会社

緑区野末町411番地

金属加工業

えむえすてっくす

R1② 147 有限会社大矢清掃

名東区本郷二丁目53番地

清掃業

おおやせいそう

R1② 148 株式会社オカシズ

東区東大曽根町22番25号

土木・舗装

おかしず

R1② 149 株式会社オープンセサミ・テクノロジー

中村区平池町4丁目60番地の12
グローバルゲート22階

情報通信業

おーぷんせさみてくのろじー

R1② 150 きさらぎ司法書士事務所

千種区内山三丁目4番7号
ガイビ社ビル5階

司法書士事務所

きさらぎしほうしょしじむしょ

R1② 151 株式会社共進建設

中村区諏訪町三丁目5番22号

土木工事、仮設工事、外構工事、舗装工事、
ＰＣ工事、リフォーム業

きょうしんけんせつ

R1② 152 株式会社グローバルキャスト

中村区平池町4丁目60番地の12
グローバルゲート14F

BPO事業、教育サービス事業、新電力事業
およびその附帯事業

ぐろーばるきゃすと

R1② 153 株式会社グローブ・ハート

北区大曽根二丁目8番26号
エステイト大曽根7階

保育園運営

ぐろーぶはーと

R1② 154 株式会社シッククリエーション

千種区仲田二丁目15番8号
NTビル11階

教育・学習支援業

しっくくりえーしょん

R1② 155 株式会社ジョイタイム

中区錦一丁目3番18号
エターナル北山ビル6階

婦人服製造卸

じょいたいむ

R1② 156 ショーナン・ホーム株式会社

守山区上志段味大久手下1963番地の11

建設業

しょーなんほーむ

R1② 157 弁護士法人せいわ法律事務所

中区丸の内二丁目12番13号
丸の内プラザビル4階

法律事務所

せいわほうりつじむしょ

R1② 158 有限会社貴建

緑区定納山一丁目1720番地

内装工事

たかけん

R1② 159 竹田印刷株式会社

昭和区白金一丁目11番10号

商業印刷物の企画・デザイン・印刷、半導体
関連マスク設計製造

たけだいんさつ

R1② 160 株式会社タスクールＰｌｕｓ

千種区千種通7丁目25番地の1

コンサルティング業

たすくーるぷらす

R1② 161 株式会社タナテックス

港区秋葉二丁目115番地

リフォーム業

たなてっくす

R1② 162 中央建託株式会社

中区丸の内三丁目9番16号

不動産コンサルティング、不動産売買・賃貸・
仲介、不動産管理・建築・修繕工事

ちゅうおうけんたく

R1② 163 株式会社Deport

名東区貴船三丁目1706番地

医療機器製造

でぽーと

R1② 164 株式会社東名技研

守山区小幡千代田8番12号

製造業

とうめいぎけん

R1② 165 株式会社トヨタレンタリース名古屋

熱田区金山町一丁目3番3号

車両賃貸業（カーリース・レンタカー）

とよたれんたりーすなごや

R1② 166 株式会社ナカトウ

熱田区新尾頭一丁目1番17号

住宅設備機器卸売業

なかとう

R1② 167 NTP名古屋トヨペット株式会社

熱田区尾頭町2番22号

卸売、小売業

えぬてぃーぴーなごやとよぺっと

R1② 168 社会福祉法人名古屋ライトハウス

昭和区川名本町1丁目2番地

社会福祉事業全般（障害福祉、高齢福祉）

なごやらいとはうす

情報処理サービス

にほんびじねすでーたーぷろせしん
ぐせんたー

R1② 169

株式会社日本ビジネスデータープロセ
中村区名駅三丁目25番9号
シングセンター

R1② 171 株式会社服部組

熱田区南一番町20番3号

土木建設業

はっとりぐみ

R1② 172 富士インフォックス・ネット株式会社

中区錦一丁目4番16号
KDX名古屋日銀前ビル3階

ITインフラの設計・構築・運用、システム開発
等ITサービスの提供

ふじいんふぉっくすねっと

R1② 174 株式会社文創

中村区京田町2丁目1番地

内装仕上げ工事業

ふみそう

R1② 175 宝塔電気株式会社

名東区八前二丁目1301番地

電気工事業

ほうとうでんき

R1② 176 株式会社Beau Belle

天白区元八事三丁目275番地

製造業、卸業

ぼーべる

R1② 177 株式会社マルワ

天白区平針四丁目211番地

イベント企画、デザイン、印刷

まるわ

R1② 178 株式会社三豊

南区荒浜町5丁目10番地の5

裁断・縫製加工、それに付帯する加工全般

みとよ

R1② 179 株式会社ヤマコー

緑区鳴海町字上ノ山70番地の5

ばねの製造販売

やまこー

R1② 180 株式会社ユーホーム

名東区香南二丁目914番地

外壁塗装業

ゆーほーむ

R2

181 株式会社アイエスエフネット

中村区名駅二丁目45番7号
松岡ビル2階

情報通信システムの設計、施工、保
あいえすえふねっと
守及びコンサルタント業務等

R2

182 株式会社ITAGE

中区栄三丁目18番1号

情報通信業

いたーじゅ

R2

183 NDSソリューション株式会社

中区大須四丁目11番39号

サービス業

えぬーでぃーえすそりゅーしょん

R2

184

中区錦二丁目4番15号
ORE錦二丁目ビル11階

インターネット付随サービス

かるてっとこみゅにけーしょんず

R2

185 株式会社システムリサーチ

中村区岩塚本通2丁目12番地

ソフトウェア開発

しすてむりさーち

R2

186 ダイコク電機株式会社

中村区那古野一丁目43番5号

パチンコホール向けコンピューター
システム開発・製造・販売

だいこくでんき

R2

187 中部電力ミライズ株式会社

東区東新町1番地

電気事業、ガス事業、エネルギー関
ちゅうぶでんりょくみらいず
連の機械器具等の製造、販売等

R2

188 株式会社テックササキ

熱田区神宮四丁目9番21号

輸送用機械器具製造業

てっくささき

R2

189

千種区不老町

教育、学習支援業

なごやだいがく

R2

190 日本特殊陶業株式会社

瑞穂区高辻町14番18号

スパークプラグ、ニューセラミック等
の製造、販売

にっぽんとくしゅとうぎょう

R2

191 株式会社feat

中区錦一丁目4番16号
ＫＤＸ名古屋日銀前ビル6階

技術サービス事業

ふぃーと

R3

192 犬飼建設株式会社

港区明正二丁目215番地

建設業

いぬかいけんせつ

R3

193

塗装工事業、とび・土木工事業、構
造物工事業、防水工事業等

いやまとーたるぶりっじさぽーと

株式会社カルテットコミュニケーション
ズ

国立大学法人東海国立大学機構
名古屋大学

株式会社イヤマトータルブリッジサポー
緑区野末町1404番地
ト

R3

194 株式会社岩松建設

中村区宿跡町二丁目2番地4

上下水道・舗装工事・一般土木工事 いわまつけんせつ

R3

195 宇佐美工業株式会社

南区柴田本通二丁目12番地の1

建設業

うさみこうぎょう

R3

196 NTPシステム株式会社

中区橘二丁目3番33号
NTPビジネスプラザ4階

情報通信業

えぬてぃーぴーしすてむ

R3

197 株式会社荏原製作所

西区菊井二丁目22番7号

ポンプ、コンプレッサ、タービン等の
製造。建設工事

えばらせいさくしょ

R3

198 大矢建設株式会社

天白区池場一丁目606番地

建設業

おおやけんせつ

R3

199 株式会社加藤組

守山区大字上志段味字中屋敷1533番地 総合土木工事、設計施工

かとうぐみ

R3

200 株式会社加藤建設

港区十一屋2-4

総合建設業

かとうけんせつ

R3

201 株式会社グローバルビジョン

北区平安1丁目7番23号
GVビル4F

コンピュータシステムの開発及び販
ぐろーばるびじょん
売

R3

202 企業組合建築環境システム

中村区森末町4丁目127番地の3号

建築・建築設備設計監理

けんちくかんきょうしすてむ

R3

203 株式会社鴻池組

中区錦二丁目19番1号

建設業

こうのいけぐみ

R3

204 三機工業株式会社

中村区名駅二丁目45番7号

建設業

さんきこうぎょう

R3

205 株式会社シーテック

瑞穂区洲雲町四丁目45番地

建設業

しーてっく

R3

206 ジェイアール東海建設株式会社

中村区則武一丁目15番7号

工事の施工、管理ほか

じぇいあーるとうかいけんせつ

R3

207 株式会社JTB

中村区平池町四丁目60番12号
グローバルゲート6F

旅行事業、地域交流事業、広告事
業、イベント事業など

じぇいてぃーびー

R3

208 株式会社柴田組

西区大野木一丁目32番地

建設業

しばたぐみ

R3

209 昭和土木株式会社

天白区植田山五丁目2301番地

建設業

しょうわどぼく
しんりょうれいねつこうぎょう

R3

210 新菱冷熱工業株式会社

東区東桜一丁目13番3号

空気調和、給排水衛生、電気、電気通信に
関する設備工事の設計、監理、施工並びに
請負

R3

211 水道機工株式会社

中区栄二丁目4番12号

建設業

すいどうきこう

R3

212 鈴中工業株式会社

中区丸の内一丁目9番7号

建設業

すずなかこうぎょう

R3

213 綜合警備保障株式会社

中村区畑江通7-1-1
綜警名古屋ビル

警備業（機械警備、警備輸送）

そうごうけいびほしょう

R3

214 損害保険ジャパン株式会社

中区丸の内三丁目22番21号

損害保険業

そんがいほけんじゃぱん

R3

215 DAISUI株式会社

熱田区古新町二丁目91番地

管工事業、建築工事業

だいすい

R3

216 ダイトー株式会社

千種区千種三丁目1番9号

建設業

だいとー

R3

217 滝藤建設株式会社

昭和区南分町3丁目46番地

総合建設業

たきとうけんせつ

R3

218 中京建設工業株式会社

中区松原三丁目12番5号

総合建設業（土木・舗装・造園・建
築・水道・とび・土工）

ちゅうきょうけんせつこうぎょう

R3

219 株式会社鶴見製作所

中村区牛田通二丁目19番地

製造業

つるみせいさくしょ

R3

220 株式会社電業社機械製作所

中区栄二丁目4番18号

ポンプ、送風機設備の販売

でんぎょうしゃきかいせいさくしょ

R3

221 株式会社酉島製作所

中区栄二丁目8番12号
伏見KSビル2F

ポンプ機器の製造・販売

とりしませいさくしょ

R3

222 株式会社日水コン

熱田区五本松町7-30
熱田メディアウイング

建設コンサルタント業

にっすいこん

R3

223 日本国土開発株式会社

東区白壁1-45
白壁ビル2F

土木事業、建築事業、関連事業

にほんこくどかいはつ

R3

224 日本技建株式会社

中村区岩塚本通四丁目11番

建設業

にほんぎけん

R3

225 日本車輌製造株式会社

熱田区三本松町1番1号

輸送用機器製造

にっぽんしゃりょうせいぞう

R3

226 株式会社二友組

名東区亀の井三丁目177番地

建設業・遺跡発掘調査・測量業

にゆうぐみ

R3

227 株式会社ピーエス三菱

中区丸の内一丁目17番19号

土木一式、建築一式

ぴーえすみつびし

株式会社日立インダストリアルプロダク 中区栄三丁目17番12号
ツ
大津通電気ビル3階

電機システム事業と機械システム事業
における製品の開発、生産、販売、サー ひたちいんだすとりあるぷろだくつ
ビス

R3

228

R3

229 株式会社不動テトラ

中区栄五丁目27番14号

総合建設業

R3

230 フルタ工業株式会社

守山区金屋一丁目10-31

土木工事、舗装工事、上下水道築造工
事、橋梁（補修）工事、外構工事、産業廃
ふるたこうぎょう
棄物処分（中間処分、がれき類）、再生
砕石販売、建設資材の販売、建設機械

R3

231 保坂運輸株式会社

緑区大高町字中川56-1

1.一般区域貨物自動車運送事業
2.自動車運送取扱業、自動車運送代弁業、自動車運送理
容業
3.上記に付随関連する一切の業務

ふどうてとら

ほさかうんゆ

輸入車・国産車正規販売店、中古車販
売、付随部品用品の販売、修理、保険事 ほわいとはうす
業など
通信代理店事業、業務委託事業、人材
派遣事業、生命保険・損害保険の募集 まけれぼ
業務及び付帯業務

R3

232 株式会社ホワイトハウス

名東区本郷三丁目139番地

R3

233 株式会社マケレボ

中区栄一丁目2番7号
名古屋東宝ビル3階

R3

234 御幸毛織株式会社

西区市場木町390番地

紳士服地・紳士服・関連品の製造、
みゆきけおり
販売、不動産事業

R3

235 三好塗装工業株式会社

中村区大宮町2丁目53番地2

塗装工事業

みよしとそうこうぎょう

R3

236 株式会社村上工業

南区東又兵ヱ町三丁目32番地22

建設業

むらかみこうぎょう

R3

237 諸戸緑化産業株式会社

中村区元中村町三丁目44番地

造園業

もろとりょっかさんぎょう

R3

238 ヤハギ緑化株式会社

東区葵三丁目19番7号

造園業

やはぎりょっか

R3

239 株式会社山田商会

熱田区桜田町19番21号

ガス設備工事業、給排水工事、ガス
やまだしょうかい
水道器具販売等

R3

240 𠮷田工機株式会社

港区新茶屋五丁目3011番地

機械器具設置工事業

R3

241 若杉鋼材株式会社

守山区下志段味熊田440-1

特殊鋼全般、熱間・冷間鍛造品、切
わかすぎこうざい
断・加工販売

よしだこうき

