
子育て支援企業一覧(令和5年1月27日時点、257社)
企業名50音順

通番 認定番号企業名 ふりがな 事業区分 本社所在地
121 143 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 あいおいにっせいどうわそんがいほけん 金融・保険業 東京都渋谷区恵比寿1-28-1
152 176 株式会社愛知銀行 あいちぎんこう 金融・保険業 名古屋市中区栄三丁目14番12号
18 23 社会福祉法人愛知県厚生事業団 あいちけんこうせいじぎょうだん 医療、福祉 名古屋市東区出来町二丁目8番21号
95 115 愛知産業株式会社 あいちさんぎょう 建設業 名古屋市西区大金町四丁目6番地
153 177 愛知スズキ販売株式会社 あいちすずきはんばい 卸売・小売業 名古屋市昭和区滝子通1丁目14番地
61 75 株式会社アイチテクノ あいちてくの 建設業 名古屋市名東区大針一丁目357番地
203 232 株式会社ＩＴＡＧＥ あいてーじ 情報通信業 名古屋市中区栄3丁目18番1号
188 217 アイホン株式会社 あいほん 製造業 名古屋市中区新栄町1-1　明治安田生命名古屋ビル10階
73 90 青木あすなろ建設株式会社 あおきあすなろけんせつ 建設業 東京都千代田区神田美土代町1番地
74 91 株式会社青山工務店 あおやまこうむてん 建設業 名古屋市名東区亀の井二丁目45番地
109 131 株式会社アキュラホーム あきゅらほーむ 建設業 東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビルディング34F
130 153 旭産業有限会社 あさひさんぎょう 建設業 名古屋市西区城西町209番地
47 59 足立建設株式会社 あだちけんせつ 建設業 名古屋市昭和区駒方町4丁目24番地
237 266 足立工業株式会社 あだちこうぎょう 建設業 名古屋市中村区名駅南三丁目7番7号
40 51 株式会社アドバンスソフト あどばんすそふと 情報通信業 名古屋市中区錦二丁目3番4号　名古屋錦フロントタワー6階
41 52 株式会社新井組 あらいぐみ 建設業 名古屋市昭和区鶴舞四丁目11番12号
154 178 アルプススチール株式会社 あるぷすすちーる 製造業 名古屋市中川区月島町11番30号
56 69 株式会社安藤・間 あんどう・はざま 建設業 東京都港区赤坂六丁目1番20号
8 12 株式会社イーオン いーおん サービス業(他に分類されないもの) 東京都新宿区西新宿六丁目10番1号

122 145 株式会社イースタン いーすたん 建設業 名古屋市名東区一社四丁目255番地　NIYU BLDG 3F
48 60 株式会社石川工業 いしかわこうぎょう 建設業 名古屋市南区浜田町1丁目23番地の1
238 267 株式会社石田組 いしだぐみ 建設業 名古屋市千種区今池一丁目5番11号
19 24 株式会社市川工務店 いちかわこうむてん 建設業 岐阜県岐阜市鹿島町6丁目27番地
155 179 いであ株式会社 いであ サービス業 東京都世田谷区駒沢3-15-1
189 218 株式会社伊藤建設工業 いとうけんせつこうぎょう 建設業 名古屋市港区正保町6丁目24番地
218 247 株式会社伊藤工務店 いとうこうむてん 建設業 名古屋市中川区小碓通2丁目25番地
42 53 株式会社稲熊造園土木 いなぐまぞうえんどぼく 建設業 名古屋市緑区神の倉四丁目174番地
156 180 犬飼建設株式会社 いぬかいけんせつ 建設業 名古屋市港区明正二丁目215番地
131 154 株式会社イヤマトータルブリッジサポート いやまとーたるぶりっじさぽーと 建設業 名古屋市緑区野末町1404番地
204 233 イリヤ建設株式会社 いりやけんせつ 建設業 名古屋市東区出来町一丁目1番2号
29 36 岩間造園株式会社 いわまぞうえん 建設業 名古屋市瑞穂区中山町6丁目3番地の2
190 219 上野土木株式会社 うえのどぼく 建設業 名古屋市千種区茶屋が坂一丁目17番11
26 32 宇佐美工業株式会社 うさみこうぎょう 建設業 名古屋市南区柴田本通2丁目12番地の1
219 248 栄興建設株式会社 えいこうけんせつ 建設業 名古屋市中区松原三丁目3番1号
174 202 株式会社エイテック えいてっく 建設業 名古屋市北区楠味鋺一丁目1204番地
75 92 株式会社エース えーす 建設業 名古屋市昭和区駒方町2丁目85番地の2
239 268 エースエンジ株式会社 えーすえんじ 建設業 名古屋市守山区向台2丁目710 向台荘1F
136 159 エクシオグループ株式会社 えくしおぐるーぷ 建設業 東京都渋谷区渋谷3－29－29
191 220 株式会社エスケーアイ えすけーあい 情報通信業 名古屋市中区千代田五丁目21番20号
132 155 株式会社NTTドコモ えぬてぃーてぃーどこも 情報通信業 東京都千代田区永田町2丁目11番1号山王パークタワー
240 269 NTPインポートHD株式会社 えぬてぃーぴーいんぽーとえいちでぃー 卸売・小売業 名古屋市熱田区尾頭町2番22号
220 249 ＮＴＰシステム株式会社 えぬてぃーぴーしすてむ 情報通信業 名古屋市熱田区尾頭町2番22号
241 270 NTP名古屋トヨペット株式会社 えぬてぃーぴーなごやとよぺっと 卸売・小売業 名古屋市熱田区尾頭町2番22号
242 271 NTP-PC株式会社 えぬてぃーぴーぴーしー 卸売・小売業 名古屋市熱田区尾頭町2番22号
243 272 NTP-VC株式会社 えぬてぃーぴーぶいしー 卸売・小売業 名古屋市熱田区尾頭町2番22号
244 273 NTP-VG株式会社 えぬてぃーぴーぶいじー 卸売・小売業 名古屋市熱田区尾頭町2番22号
175 203 NDS株式会社 えぬでぃえす 建設業 名古屋市中区千代田2-15-18
96 116 荏原商事株式会社 えばらじょうじ 建設業 東京都中央区日本橋茅場町三丁目9番10号
97 117 株式会社荏原製作所 えばらせいさくしょ 製造業 東京都大田区羽田旭町11番1号
157 181 株式会社荏原電産 えばらでんさん 製造業 東京都大田区羽田旭町11-1
245 274 エムアンドエヌ株式会社 えむあんどえぬ 建設業 名古屋市昭和区前山町一丁目63番地
98 118 株式会社大島組 おおしまぐみ 建設業 名古屋市北区柳原四丁目2番1号
62 76 大島建設株式会社 おおしまけんせつ 建設業 名古屋市名東区猪子石原一丁目101番地
63 77 大島造園土木株式会社 おおしまぞうえんどぼく 建設業 名古屋市中区栄一丁目10番34号
111 133 株式会社大竹組 おおたけぐみ 建設業 名古屋市港区小碓二丁目252番地
64 78 株式会社大林組 おおばやしぐみ 建設業 東京都港区港南二丁目15番2号
176 204 株式会社大平組 おおひらぐみ 建設業 名古屋市港区いろは町二丁目64番地ファミールいろは公園1103号

76 93 大矢建設株式会社 おおやけんせつ 建設業 名古屋市天白区池場一丁目606番地
246 275 岡組建設株式会社 おかぐみけんせつ 建設業 名古屋市天白区池場4-216
15 19 岡崎信用金庫 おかざきしんようきんこ 金融・保険業 岡崎市菅生町字元菅41番地
99 119 株式会社オカシズ おかしず 建設業 名古屋市東区東大曽根町22番25号
221 250 株式会社おかむら おかむら 建設業 名古屋市中川区宮脇町一丁目33番地
133 156 岡谷鋼機株式会社 おかやこうき 卸売・小売業 名古屋市中区栄二丁目4番18号
112 134 株式会社奥村組 おくむらぐみ 建設業 大阪府大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号
113 135 有限会社オワリ おわり 建設業 名古屋市中川区清川町3丁目1番12
43 54 鹿島建設株式会社 かじまけんせつ 建設業 東京都港区元赤坂一丁目3番1号
247 276 カシワギ電気株式会社 かしわぎでんき 建設業 名古屋市東区東桜二丁目3番22号
158 182 株式会社加藤組 かとうぐみ 建設業 名古屋市守山区大字上志段味字中屋敷1533番地
49 61 加藤建設株式会社 かとうけんせつ 建設業 名古屋市昭和区出口町2丁目40番地
134 157 株式会社加藤建設 かとうけんせつ 建設業 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19番地の1
100 120 株式会社加藤造園 かとうぞうえん 建設業 名古屋市港区七反野一丁目1301番地
77 94 株式会社川口組 かわぐちぐみ 建設業 名古屋市千種区千種三丁目12番3号
9 13 株式会社川島鉄工所 かわしまてっこうしょ 建設業 名古屋市千種区今池南29番16号

192 221 閑林工業株式会社 かんばやしこうぎょう 建設業 名古屋市中区錦一丁目8番39号
159 183 株式会社かんぽ生命保険 かんぽせいめいほけん 金融・保険業 東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
222 251 株式会社木津工務店 きづこうむてん 建設業 名古屋市千種区神田町11番4号
135 158 木下工業株式会社 きのしたこうぎょう 電気・ガス・熱供給・水道業 名古屋市守山区吉根一丁目2205番地
223 252 共立マテリアル株式会社 きょうりつまてりある 製造業 名古屋市港区築三町二丁目41番地1番
205 234 協和重機株式会社 きょうわじゅうき 建設業 名古屋市名東区大針三丁目307番地の1
123 146 キリンビバレッジ株式会社 きりんびばれっじ 製造業 東京都千代田区神田和泉町１番地
78 95 株式会社クボタ くぼた 製造業 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号
101 121 株式会社熊谷組 くまがいぐみ 建設業 東京都新宿区津久戸町2番1号
206 235 株式会社グローブ・ハート ぐろーぶはーと 医療・福祉 名古屋市北区大曽根2丁目8番26号
137 160 桂新堂株式会社 けいしんどう 製造業 名古屋市熱田区金山町1－5－4
224 253 企業組合建築環境システム けんちくかんきょうしすてむ サービス業(他に分類されないもの) 豊橋市仁連木町188-3
138 161 株式会社光建 こうけん 建設業 名古屋市中区千代田1丁目7－8
139 162 株式会社五大 ごだい 建設業 名古屋市緑区鳴海町上ノ山18－5
225 254 小玉工業株式会社 こだまこうぎょう 建設業 名古屋市西区南川町48番地
79 97 株式会社コングレ こんぐれ サービス業(他に分類されないもの) 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目6番13号コングレビルディング
65 79 株式会社サクラダ さくらだ 建設業 名古屋市名東区一社4丁目225番地　NIYU BLDG 3F
160 184 佐藤工業株式会社　 さとうこうぎょう 建設業 東京都中央区日本橋本町4-12-19 
50 63 株式会社佐野塗工店 さのとこうてん 建設業 名古屋市南区上浜町215番地2
102 122 三機工業株式会社 さんきこうぎょう 建設業 東京都中央区明石町8番1号
17 22 三協熱研株式会社 さんきょうねつけん 建設業 名古屋市北区丸新町453番地
44 55 株式会社サンゲツ さんげつ 卸売・小売業 名古屋市西区幅下一丁目4番1号
161 185 シーキューブ株式会社 しーきゅーぶ 建設業 名古屋市中区門前町1番51号
177 206 株式会社シーテック しーてっく 建設業 名古屋市緑区忠治山101番地
114 136 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 じぇいえふいーえんじにありんぐ 建設業 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
80 98 ジェイテクノ株式会社 じぇいてくの 建設業 名古屋市天白区井の森町163番地
16 21 敷島製パン株式会社 しきしませいぱん 製造業 名古屋市東区白壁五丁目3番地
30 38 株式会社柴田組 しばたぐみ 建設業 名古屋市西区大野木1丁目32番地
140 163 昭和造園土木株式会社 しょうわぞうえんどぼく 建設業 名古屋市天白区一本松1－1305
31 39 昭和土木株式会社 しょうわどぼく 建設業 名古屋市天白区植田山5丁目2301番地
207 236 新菱冷熱工業株式会社 しんりょうれいねつこうぎょう 建設業 名古屋市東区東桜一丁目13番3号
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51 64 株式会社杉本組 すぎもとぐみ 建設業 名古屋市昭和区前山町1丁目63番地
52 65 鈴中工業株式会社 すずなかこうぎょう 建設業 名古屋市中区丸の内一丁目9番7号
4 7 生活協同組合コープあいち せいかつきょうどうくみあいこーぷあいち サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市名東区猪高町大字上社字井堀25番地の1

124 147 株式会社Selコーポレーション せるこーぽれーしょん 教育、学習支援業・医療、福祉 名古屋市南区本城町2丁目47-1
141 164 株式会社千田土木 せんだどぼく 建設業 名古屋市西区花原町93－2
178 207 株式会社創立建設 そうりつけんせつ 建設業 名古屋市中村区烏森町6丁目77-2
248 277 曽我建設株式会社 そがけんせつ 建設業 名古屋市昭和区菊園町五丁目5番地1
115 137 損害保険ジャパン株式会社 そんがいほけんじゃぱん 金融・保険業 東京都新宿区西新宿1-26-1　損保ジャパン日本興亜本社ビル

142 165 第一生命保険株式会社 だいいちせいめいほけん 金融・保険業 東京都千代田区有楽町1-13-1
143 166 第一塗工株式会社 だいいちとこう 建設業 名古屋市中区新栄三丁目16番10号
162 187 株式会社第一塗装店 だいいちとそうてん 建設業 名古屋市昭和区鶴舞二丁目16-17
53 66 大成建設株式会社 たいせいけんせつ 建設業 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号
163 188 ダイトー株式会社 だいとー 建設業 名古屋市千種区千種三丁目1番9号
164 189 株式会社大徳 だいとく 建設業 名古屋市名東区新宿一丁目226番地
193 222 大日本土木株式会社 だいにっぽんどぼく 建設業 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目3番11号
249 278 大豊建設株式会社 だいほうけんせつ 建設業 東京都中央区新川1-24-4
45 56 大有建設株式会社 たいゆうけんせつ 建設業 名古屋市中区金山五丁目14番2号
81 100 株式会社ダイワ だいわ 建設業 名古屋市千種区萱場一丁目4番4号
125 148 大和建設株式会社 だいわけんせつ 建設業 名古屋市北区楠味鋺四丁目1905番
82 101 大和証券株式会社 だいわしょうけん 金融・保険業 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号グラントウキョウノースタワー

116 138 大和ハウス工業株式会社 だいわはうすこうぎょう 建設業 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号
194 223 大和リース株式会社 だいわりーす サービス業(他に分類されないもの) 大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
165 190 滝藤建設株式会社 たきとうけんせつ 建設業 名古屋市昭和区南分町3丁目46番地
103 124 株式会社竹居組 たけいぐみ 建設業 名古屋市天白区元八事一丁目54番地
126 149 株式会社タケコシ たけこし 建設業 名古屋市千種区新西二丁目八番五号
117 139 株式会社竹常 たけつね 建設業 名古屋市瑞穂区中山町1丁目12番地
54 67 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽやっきょく 卸売・小売業 岐阜県岐阜市若宮町9丁目16番地
226 255 地建興業株式会社 ちけんこうぎょう 建設業 刈谷市場割町1-4-1
144 167 株式会社中京銀行 ちゅうきょうぎんこう 金融・保険業 名古屋市中区栄三丁目33番13号
83 102 中京建設工業株式会社 ちゅうきょうけんせつこうぎょう 建設業 名古屋市中区松原3-12-5
179 208 中京塗装株式会社 ちゅうきょうとそう 建設業 名古屋市西区城町268番地
227 256 株式会社中日イーシー ちゅうにちいーしー 建設業 名古屋市南区明治1丁目17番1号
20 25 中日建設株式会社 ちゅうにちけんせつ 建設業 名古屋市中区橘一丁目1番20号
228 257 中日防災株式会社 ちゅうにちぼうさい 建設業 名古屋市南区明治1丁目17番1号
195 224 中部化工建設株式会社 ちゅうぶかこうけんせつ 建設業 名古屋市熱田区西野町2-70
10 14 中部電力株式会社 ちゅうぶでんりょく 電気・ガス・熱供給・水道業 名古屋市東区東新町1番地
208 237 中部電力パワーグリッド株式会社 ちゅうぶでんりょくぱわーぐりっど 電気・ガス・熱供給・水道業 名古屋市東区東新町1番地
209 238 中部電力ミライズ株式会社 ちゅうぶでんりょくみらいず 電気・ガス・熱供給・水道業 名古屋市東区東新町1番地
32 41 中部土木株式会社 ちゅうぶどぼく 建設業 名古屋市名東区社台3丁目125番地
196 225 株式会社中部プラントサービス ちゅうぶぷらんとさーびす 建設業 名古屋市熱田区五本松町11-22
84 103 恒川建設株式会社 つねかわけんせつ 建設業 名古屋市中川区服部一丁目1404番地
166 191 株式会社鶴見製作所 つるみせいさくしょ 製造業 大阪市鶴見区鶴見4-16-40
250 279 株式会社電業社機械製作所 でんぎょうしゃきかいせいさくじょ 製造業 東京都大田区大森北1-5-1
180 209 株式会社東海維持管理工業 とうかいいじかんりこうぎょう 建設業 愛知県半田市瑞穂町五丁目5番21
21 26 東海建設株式会社 とうかいけんせつ 建設業 名古屋市港区新船町1丁目1番地
145 168 東海通建株式会社 とうかいつうけん 建設業 名古屋市昭和区山手通1－6
127 150 東海東京証券株式会社 とうかいとうきょうしょうけん 金融・保険業 名古屋市中村区名駅4-7-1
27 34 東海旅客鉄道株式会社 とうかいりょかくてつどう 運輸業 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
85 104 東海緑化株式会社 とうかいりょくか 建設業 名古屋市港区新船町1丁目1番地
118 140 東急建設株式会社 とうきゅうけんせつ 建設業 東京都渋谷区渋谷1-16-14
28 35 東京海上日動火災保険株式会社 とうきょうかいじょうにちどうかさいほけん 金融・保険業 東京都千代田区大手町二丁目6番4号
167 192 株式会社東光高岳 とうこうたかおか 製造業 東京都江東区豊洲五丁目6番36号
3 4 東濃信用金庫 とうのうしんようきんこ 金融・保険業 岐阜県多治見市本町二丁目5番地の1
11 15 東邦ガス株式会社 とうほうがす 電気・ガス・熱供給・水道業 名古屋市熱田区桜田町19番18号
210 239 東邦ガステクノ株式会社 とうほうがすてくの 建設業 名古屋市熱田区桜田町19番18号
197 226 株式会社トーエネック とーえねっく 建設業 名古屋市中区栄一丁目20番地31
251 280 徳倉建設株式会社 とくらけんせつ 建設業 名古屋市中区錦3-13-5
146 169 株式会社ドコモCS東海 どこもしーえすとうかい 情報通信業 名古屋市東区東桜一丁目1番10号アーバンネット名古屋ビル
86 105 戸田建設株式会社 とだけんせつ 建設業 東京都中央区八丁堀二丁目8番5号
181 210 豊田株式会社 とよた 建設業 名古屋市東区徳川二丁目9番18号
12 16 株式会社トヨタシステムズ とよたしすてむず 情報通信業 名古屋市中村区名駅１丁目１番１号JPタワー名古屋３２F
13 17 豊田通商株式会社 とよたつうしょう 卸売・小売業 名古屋市中村区名駅四丁目9番8号
128 151 トヨタファイナンス株式会社 とよたふぁいなんす 金融・保険業 名古屋市西区牛島町6番1号
229 258 株式会社トヨタレンタリース名古屋 とよたれんたりーすなごや サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市西区笹塚町2-90
33 42 株式会社ドラッグスギヤマ どらっぐすぎやま 卸売・小売業 名古屋市千種区内山二丁目13番9号
211 240 株式会社酉島製作所 とりしませいさくしょ 製造業 大阪府高槻市宮田町1-1-8
198 227 株式会社ナカガワ なかがわ 建設業 名古屋市瑞穂区井戸田町2-7
34 43 中日本高速道路株式会社 なかにほんこうそくどうろ その他 名古屋市中区錦二丁目18番19号
147 170 株式会社名古屋銀行 なごやぎんこう 金融・保険業 名古屋市中区錦三丁目19番17号
148 171 公益財団法人名古屋産業振興公社 なごやさんぎょうしんこうこうしゃ サービス業 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
22 28 公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会 なごやしきょういくすぽーつきょうかい サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市南区東又兵ヱ町5丁目1番地の16
23 29 社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 なごやししゃかいふくしきょうぎかい サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市北区清水四丁目17番1号
149 172 公立大学法人名古屋市立大学 なごやしりつだいがく 教育・学習支援業 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
104 125 国立大学法人名古屋大学 なごやだいがく 教育・学習支援業 名古屋市千種区不老町
252 281 国立大学法人東海国立大学機構 なごやだいがく 教育、学習支援業 名古屋市千種区不老町
14 18 公益財団法人名古屋市文化振興事業団 なごやぶんかしんこうじぎょうだん サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市中区栄三丁目18番1号
168 195 株式会社南部企業 なんぶきぎょう 建設業 名古屋市港区辰巳町3番5号
87 107 株式会社ニチイ学館 にちいがっかん サービス業(他に分類されないもの) 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地
35 44 日新電機株式会社 にっしんでんき 製造業 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地
212 241 ニッセツ株式会社 にっせつ 建設業 名古屋市中川区大山町46番地
169 196 日本コムシス株式会社 にっぽんこむしす 建設業 東京都品川区東五反田二丁目17番1号
5 8 日本電気株式会社 にっぽんでんき 製造業 東京都港区芝五丁目7番1号

105 126 日本技建株式会社 にほんぎけん 建設業 名古屋市中村区岩塚本通4丁目11番地
88 108 日本国土開発株式会社 にほんこくどかいはつ 建設業 東京都港区赤坂四丁目9番9号
213 242 日本車輌製造株式会社 にほんしゃりょうせいぞう 製造業 名古屋市熱田区三本松町1番1号
230 259 日本特殊陶業株式会社 にほんとくしゅとうぎょう 製造業 名古屋市瑞穂区高辻町14-18
24 30 株式会社日本保育サービス にほんほいくさーびす サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市東区葵三丁目15番31号
55 68 株式会社二友組 にゆうぐみ 建設業 名古屋市名東区一社四丁目255番地
66 82 株式会社ノゼキ のぜき 建設業 名古屋市港区明正二丁目281番地
150 174 株式会社ノリタケカンパニーリミテド のりたけかんぱにーりみてど 製造業 名古屋市西区則武新町3－1－36
36 46 株式会社パソナ ぱそな サービス業(他に分類されないもの) 東京都千代田区大手町2-6-2
89 109 合資会社八和工務店 はちわこうむてん 建設業 名古屋市東区矢田五丁目8番29号
37 47 株式会社服部組 はっとりぐみ 建設業 名古屋市熱田区南一番町20番3号
67 83 早川建設株式会社 はやかわけんせつ 建設業 名古屋市守山区小幡南二丁目2番34号
119 141 株式会社ピーエス三菱 ぴーえすみつびし 建設業 東京都中央区晴海二丁目5番24号　晴海センタービル3階
214 243 株式会社日立インダストリアルプロダクツ ひたちいんだすとりあるぷろだくつ 製造業 東京都千代田区外神田1丁目5番1号
46 58 株式会社日立製作所 ひたちせいさくしょ 製造業 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
253 282 株式会社日立プラントサービス ひたちぷらんとさーびす 建設業 東京都豊島区東池袋3-1-1
182 211 特定非営利活動法人ひだまりの丘 ひだまりのおか 医療・福祉 名古屋市中村区並木1-113　セジューネトーシ２A号室
25 31 株式会社ヒメノ ひめの 建設業 名古屋市東区東大曽根町12番19号
254 283 株式会社博正塗装 ひろまさとそう 建設業 名古屋市熱田区千年1-21-23
57 70 株式会社フジケンコーポレーション ふじけんこーぽれーしょん 建設業 名古屋市緑区黒沢台二丁目1427番地
151 175 藤貴建設株式会社 ふじたかけんせつ 建設業 名古屋市天白区土原二丁目421番地
6 9 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社 ふじふいるむびじねすいのべーしょんじゃぱん卸売・小売業 東京都江東区豊洲2丁目2番1号
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通番 認定番号企業名 ふりがな 事業区分 本社所在地
90 110 株式会社不動テトラ ふどうてとら 建設業 東京都中央区日本橋小網町7番2号
170 198 株式会社舟橋塗装店 ふなはしとそうてん 建設業 名古屋市北区水切町6-110番地
58 72 ブラザー工業株式会社 ぶらざーこうぎょう 製造業 名古屋市瑞穂区苗代町15番1号
68 84 フルタ工業株式会社 ふるたこうぎょう 建設業 名古屋市守山区金屋一丁目10番31号
231 260 株式会社Bears べあーず 医療、福祉 名古屋市天白区道明町22番地
91 111 碧海信用金庫 へきかいしんようきんこ 金融・保険業 安城市御幸本町15番1号
199 228 有限会社北斗土木 ほくととぼく 建設業 名古屋市緑区浦里三丁目54番
255 284 株式会社保坂工業所 ほさかこうぎょうしょ 建設業 名古屋市守山区苗代一丁目1番29号
1 1 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 ぽっかさっぽろふーどあんどびばれっじ 製造業 名古屋市中区栄3-27-1
69 85 株式会社本陣 ほんじん 建設業 名古屋市東区矢田南三丁目13番7号
171 199 マイコミュニケーション株式会社 まいこみゅにけーしょん 金融・保険業 名古屋市東区葵三丁目15番31号19-3　ランドハウスチクサステーション1階

106 128 前澤工業株式会社 まえざわこうぎょう 製造業 東京都中央区新川一丁目5番17号
7 10 株式会社丸栄 まるえい 卸売・小売業 名古屋市中区栄三丁目3番1号

183 212 株式会社マルケイ まるけい 建設業 名古屋市守山区瀬古三丁目1408番
184 213 丸水設備株式会社 まるみずせつび 建設業 春日井市鳥居松町7-53
59 73 水野建設株式会社 みずのけんせつ 建設業 名古屋市千種区徳川山町一丁目12番30号
185 214 株式会社ミズホエンジニアリング みずほえんじにありんぐ 建設業 名古屋市瑞穂区東栄町五丁目12番地の5
129 152 三井住友海上火災保険株式会社 みついすみともかいじょうかさいほけん 金融・保険業 東京都千代田区神田駿河台3-9
200 229 株式会社宮本建設 みやもとけんせつ 建設業 名古屋市中村区上石川町四丁目10番地
201 230 御幸毛織株式会社 みゆきけおり 製造業 名古屋市西区市場木町390
232 261 三好塗装工業株式会社 みよしとそうこうぎょう 建設業 名古屋市中村区大宮町2丁目53番地2
92 112 村上建設工業株式会社 むらかみけんせつこうぎょう 建設業 名古屋市瑞穂区柳ヶ枝町2丁目60番地
233 262 銘建興業株式会社 めいけんこうぎょう 電気・ガス・熱供給・水道業 名古屋市守山区吉根一丁目2205番地
70 87 名工建設株式会社 めいこうけんせつ 建設業 名古屋市中村区名駅一丁目1番4号
234 263 株式会社メイセイアドバンス めいせいあどばんす 建設業 名古屋市緑区六田一丁目215番地
107 129 名盛建設株式会社 めいせいけんせつ 建設業 名古屋市緑区浦里五丁目100番地
215 244 名鉄ＥＩエンジニア株式会社 めいてついーあいえんじにあ 建設業 名古屋市熱田区神宮四丁目3番36号
71 88 株式会社明電舎 めいでんしゃ 製造業 東京都品川区大崎二丁目1番1号
186 215 株式会社名南技建 めいなんぎけん 建設業 名古屋市南区砂口町80-2
110 132 株式会社メグラス めぐらす サービス業(他に分類されないもの) 名古屋市東区葵三丁目14-3
93 113 メタウォーター株式会社 めたうぉーたー 建設業 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
235 264 株式会社メドイット めどいっと 医療、福祉 名古屋市瑞穂区弥富通5丁目56番地
236 265 諸戸緑化産業株式会社 もろとりょっかさんぎょう 建設業 名古屋市中村区元中村町3丁目44番地
94 114 八神建築株式会社 やがみけんちく 建設業 名古屋市東区矢田五丁目8番29号
108 130 安井建設株式会社 やすいけんせつ 建設業 名古屋市緑区四本木930番地
187 216 矢作建設工業株式会社 やはぎけんせつこうぎょう 建設業 名古屋市東区葵3-19-7
216 245 ヤハギ緑化株式会社 やはぎりょっか 建設業 名古屋市東区葵3-19-7
217 246 株式会社山越 やまこし 建設業 名古屋市西区則武新町一丁目3番5号
60 74 山城土木株式会社 やましろどぼく 建設業 名古屋市緑区浦里三丁目39番地
72 89 株式会社山田組 やまだぐみ 建設業 名古屋市中川区戸田五丁目1213番地
38 49 株式会社山田商会 やまだしょうかい 建設業 名古屋市熱田区桜田町19番21号
256 285 株式会社ユーエス計画研究所 ゆーえすけいかくけんきゅうじょ サービス業（他に分類されないもの） 名古屋市西区則武新町三丁目1番17号　BIZrium名古屋
39 50 横河ソリューションサービス株式会社 よこがわそりゅーしょんさーびす サービス業(他に分類されないもの) 東京都武蔵野市中町二丁目9番32号
2 3 田工機株式会社 よしだこうき 建設業 名古屋市港区新茶屋五丁目3011番地

257 286 リード工業株式会社 りーどこうぎょう+K239:L259 建設業 名古屋市中川区高畑五丁目161番地
172 200 リコージャパン株式会社 りこーじゃぱん 卸売・小売業 東京都港区芝三丁目8番2号
173 201 リゾートトラスト株式会社 りぞーととらすと サービス業 名古屋市中区東桜2-18-31
120 142 リンナイ株式会社 りんない 製造業 名古屋市中川区福住町2-26
202 231 ルシア株式会社 るしあ 建設業 名古屋市南区中割町1丁目44番


