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認定法人名 

1 北海道 AURA ARCHITECTS 株式会社  

2 北海道 株式会社アットマークテクノ 

3 北海道 曲イ 田中酒造株式会社 

4 北海道 株式会社シンク 

5 北海道 株式会社セラビ 

6 北海道 大北土建工業株式会社 

7 北海道 大洋通商株式会社 大洋弓具製作所 

8 北海道 株式会社早水組 

9 北海道 株式会社本田組 

10 北海道 株式会社丸庭佐藤建設 

11 北海道 株式会社山伏パコム 

12 青森 協同組合青森総合卸センター 

13 青森 株式会社小坂工務店 

14 青森 株式会社佐々木建設工業 

15 青森 田中建設株式会社 

16 青森 株式会社脇川建設工業所 

17 岩手 宇部建設株式会社 

18 岩手 株式会社タカヤ 

19 宮城 三徳化学工業株式会社 

20 宮城 株式会社橋本店 

21 宮城 宮崎工業株式会社 

22 宮城 山田運送株式会社 

23 秋田 秋田海陸運送株式会社 

24 秋田 秋田協同印刷株式会社 

25 秋田 株式会社嶋田建設 

26 秋田 東光コンピュータ・サービス株式会社 

27 山形 エイエスエムトランスポート株式会社 

認定法人名 

28 山形 置賜建設株式会社 

29 山形 株式会社カネト製作所 

30 山形 株式会社サニックス 

31 山形 株式会社三陽製作所 

32 山形 株式会社鈴木工務店 

33 山形 藤井株式会社 

34 山形 ヤマラク運輸株式会社 

35 福島 株式会社有明 

36 福島 寿建設株式会社 

37 福島 株式会社高橋建設 

38 福島 大和電設工業株式会社 

39 茨城 株式会社トレンディ茨城 

40 栃木 アクリーグ株式会社 

41 栃木 磯部建設株式会社 

42 栃木 有限会社関東実行センター 

43 栃木 株式会社北関東運輸 

44 栃木 株式会社キョウリツ 

45 栃木 栃木県土地改良事業団体連合会 

46 栃木 七浦建設株式会社 

47 栃木 株式会社療食サービス 

48 栃木 和田工業株式会社 

49 栃木 株式会社ワタナベプレス 

50 群馬 栄運輸株式会社 

51 群馬 株式会社ＪＩＭＲＯ 

52 群馬 株式会社鐵建 

53 群馬 本州油化株式会社 

54 群馬 株式会社ミツミ 



 
認定法人名 

55 埼玉 株式会社エム・テック 

56 埼玉 株式会社光英科学研究所 

57 埼玉 新星機工株式会社 

58 埼玉 株式会社シンミドウ 

59 埼玉 株式会社中央医研 

60 埼玉 株式会社ハマ電子 

61 埼玉 増木工業株式会社 

62 千葉 株式会社オンフェイス 

63 千葉 小湊鉄道タクシー株式会社 

64 千葉 株式会社佐倉環境センター 

65 東京 株式会社浅野製版所 

66 東京 鹿島リース株式会社 

67 東京 株式会社コアテック 

68 東京 サンシン電気株式会社 

69 東京 株式会社タニタ 

70 東京 株式会社バスクリン 

71 東京 プライマリー・アシスト株式会社 

72 東京 ブリヂストンソフトウェア株式会社 

73 神奈川 アップコン株式会社 

74 神奈川 株式会社ファーストステージ 

75 神奈川 富士和電子株式会社 

76 富山 北日本印刷株式会社 

77 富山 医療法人社団 秀林会 𠮷𠮷見病院 

78 富山 チューモク株式会社 

79 富山 日本安全産業株式会社 

80 富山 公益財団法人友愛健康医学センター 

81 富山 ユーシン建設株式会社 

82 富山 株式会社ラポージェ 

83 石川 株式会社笠間製本印刷 

84 石川 株式会社キョー・エイ 
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85 石川 創屋株式会社 

86 福井 旭化成アドバンス福井株式会社 

87 福井 石黒建設株式会社 

88 長野 株式会社アドイシグロ 

89 長野 川中島建設株式会社 

90 長野 栄通信工業株式会社 

91 長野 セラテックジャパン株式会社 

92 長野 株式会社中村 

93 静岡 笑み社会保険労務士法人 

94 静岡 静岡ひかりタクシー株式会社 

95 静岡 杉山メディアサポート株式会社 

96 静岡 株式会社鶴多建具製作所 

97 静岡 三島商工会議所 

98 愛知 株式会社アイサク 

99 愛知 労働保険事務組合あいち労災 

100 愛知 avivo 株式会社 

101 愛知 稲沢建設株式会社 

102 愛知 医療法人笑顔会 

103 愛知 大橋運輸株式会社 

104 愛知 株式会社オミクロン 

105 愛知 蒲郡商工会議所 

106 愛知 医療法人カワイ外科 

107 愛知 小池商事株式会社 

108 愛知 一般財団法人公衆保健協会 

109 愛知 小森株式会社 

110 愛知 株式会社ジュコー 

111 愛知 鈴豊精鋼株式会社 

112 愛知 星和化成株式会社 

113 愛知 蘇水エンヂニヤリング有限会社 

114 愛知 玉野化成株式会社 



 
認定法人名 

115 愛知 中部土木株式会社 

116 愛知 株式会社テニテオ 

117 愛知 陶榮株式会社 

118 愛知 東陽住建株式会社 

119 愛知 株式会社トヨテック 

120 愛知 株式会社トヨテック大分 

121 愛知 豊橋鉄道株式会社 

122 愛知 豊鉄バス株式会社 

123 愛知 株式会社ホニック 

124 愛知 丸栄工業株式会社 

125 愛知 株式会社マルケイ 

126 愛知 丸菱工業株式会社 

127 愛知 株式会社名豊 

128 愛知 株式会社ユーティー・サービス 

129 三重 辻木材株式会社 

130 三重 東海住電精密株式会社 

131 三重 日本カラリング株式会社 

132 三重 久居運送株式会社 

133 三重 株式会社マイプレジャー 

134 三重 株式会社ミズノ 

135 滋賀 社会福祉法人芦穂会あしほ乳児保育園 

136 滋賀 株式会社ＡＵＣ 

137 滋賀 堅田電機株式会社  

138 京都 大平印刷株式会社 

139 京都 株式会社パックス・サワダ 

140 京都 二九精密機械工業株式会社 

141 京都 山城ヤサカ交通株式会社 

142 大阪 旭コムテク株式会社 

143 大阪 株式会社ウェルクル 

144 大阪 株式会社カサマ 

認定法人名 

145 大阪 関西図書印刷株式会社 

146 大阪 関西日立株式会社 

147 大阪 善友金属株式会社 

148 大阪 中林建設株式会社 

149 大阪 株式会社ビジネスアンカー 

150 大阪 公益財団法人枚方体育協会 

151 大阪 株式会社プロアシスト 

152 大阪 株式会社フロンケミカル 

153 大阪 株式会社ヘルスウエイブ 

154 大阪 螢印刷株式会社 

155 大阪 メロディアン株式会社 

156 大阪 株式会社山元紙包装社 

157 兵庫 工成建設株式会社 

158 兵庫 日藤ポリゴン株式会社 

159 奈良 株式会社ハンナ 

160 鳥取 株式会社リンクス 

161 島根 イズテック株式会社 

162 島根 石見交通株式会社 

163 島根 株式会社真幸土木 

164 島根 株式会社長岡塗装店 

165 島根 仁多郡森林組合 

166 島根 株式会社バイタルリード 

167 島根 松江土建株式会社 

168 岡山 旭テクノプラント株式会社 

169 岡山 内海産業株式会社 

170 岡山 ワイエム商事株式会社 

171 広島 有限会社大杉組 

172 広島 株式会社キャステム 

173 広島 三光産業株式会社 

174 広島 ダックケーブル株式会社 



 
認定法人名 

175 広島 中国精螺株式会社 

176 広島 株式会社千代田工務店 

177 広島 デジタルソリューション株式会社 

178 広島 東洋省力株式会社 

179 広島 中島電業株式会社 

180 広島 日神運輸株式会社 

181 広島 株式会社ネクストビジョン 

182 広島 株式会社フィッツ 

183 広島 株式会社ポップジャパン 

184 広島 三次貨物運送有限会社 

185 広島 宗盛電気サービス株式会社 

186 広島 有限会社ワタセモールド 

187 山口 井森工業株式会社 

188 山口 株式会社グローバルヘルスプロモーション 

189 山口 澤田建設株式会社 

190 徳島 太陽エフ・ディ株式会社 

191 徳島 中山建設株式会社 

192 香川 エイトワン株式会社 

193 香川 四国工商株式会社 

194 香川 株式会社橘一吉工務店 

195 香川 株式会社ラブ・ラボ 

196 愛媛 宇和島自動車運送株式会社 

197 愛媛 摂陽明正株式会社 

198 愛媛 中央道路株式会社 

199 愛媛 株式会社眞鍋組 

認定法人名 

200 愛媛 株式会社三好鉄工所 

201 高知 ミタニ建設工業株式会社 

202 福岡 株式会社愛しとーと 

203 福岡 アド印刷株式会社 

204 福岡 異島電設株式会社 

205 福岡 株式会社ＩＢＵＫＩ 

206 福岡 九州包装機材工業株式会社 

207 福岡 有限会社共栄資源管理センター小郡 

208 福岡 交通器材株式会社 

209 福岡 株式会社関屋電設 

210 福岡 株式会社野上養鶏場 

211 福岡 株式会社乗富鉄工所 

212 福岡 株式会社平和メンテ･エンジニアリング 

213 福岡 渡辺重機株式会社 

214 佐賀 ＪＳＲマイクロ九州株式会社 

215 大分 旭タカロン株式会社 

216 大分 タナベ環境工学株式会社 

217 大分 明大工業株式会社 

218 大分 社会福祉法人霊山会稙田保育園 

219 鹿児島 株式会社新日本技術コンサルタント 

220 鹿児島 有限会社ノーティス 

221 沖縄 有限会社シャイニング 

222 沖縄 株式会社大生通信 

223 沖縄 株式会社琉球リアル 

※健康経営は、NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。 


