
☆：岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント企業

企　業　名 所在地

1 セイショウ 株式会社 関市
2 株式会社　サンテック 関市
3 株式会社　山佐組 関市
4 株式会社　葵組 関市
5 社会福祉法人 美谷会 関市
6 医療法人 明萌会 関市
7 桑原木材工業 株式会社 関市
8 アズ建設 株式会社 関市
9 岐阜関カントリー倶楽部 関市

10 株式会社 KTK 関市
11 野口社寺建匠 関市
12 有限会社 イシキ建設 関市
13 有限会社 丹羽薬局 関市
14 社会福祉法人 下有知保育園 関市
15 各務歯科 関市
16 橋本屋精肉店 関市
17 株式会社 東海電業社 関市
18 乾医院 関市
19 濃飛西濃運輸 株式会社 関市
20 有限会社 宇佐見木工所 関市
21 加藤歯科医院 関市
22 有限会社 和食植野屋 関市
23 兼村こどもクリニック 関市
24 有限会社 マエノ設備 関市
25 株式会社 カトーメテック 関市
26 有限会社 桜 武芸川温泉ゆとりの湯 関市
27 株式会社 庚申堂いもじや薬局 関市
28 日本生命 岐阜支社美濃関営業部 関市
29 株式会社 匠建ワークス 関市
30 有限会社 杉島荘 関市
31 株式会社 山の木の家 関市
32 瀬尻保育園 関市
33 株式会社 西村組 関市
34 株式会社 オンダ製作所 関工場 関市
35 関市西商工会 関市
36 医療法人福歯会 関市
37 長村金属 株式会社 関市
38 長村工業 株式会社 関市
39 株式会社 マツバラ 関市
40 青協建設 株式会社 関市
41 株式会社 ツカダ 関市
42 株式会社 武芸川精工 関市
43 有限会社 フォレスト板取 関市

☆ 44 鍋屋バイテック 株式会社 関市
45 株式会社 オーエヌディーエー 関市
46 山友木材 株式会社 関市
47 各務建設 株式会社 関市
48 株式会社 ファーマフーズコミュニケーション 関事業所 関市
49 有限会社 マスヤ設備工業 関市
50 株式会社 水野鉄工所 関市
51 株式会社 ハタノメンテ 関市
52 株式会社 田中組 関市
53 株式会社 柴田組 関市
54 丸ヨ興業 株式会社 関市
55 株式会社 長屋組 関市
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56 有限会社 フジケン土木 関市
57 津保川 長瀬 関市
58 はさま建設 株式会社 関市
59 有限会社 すずや 関市
60 有限会社 和田組 関市
61 株式会社 新東建設 関市
62 中村基礎工業 株式会社 関市
63 有限会社 板取造園土木 関市
64 株式会社 サカエ 関市
65 社会福祉法人 関市社会福祉協議会 関市
66 小澤兄弟重機 株式会社 関市
67 ダイナム岐阜関店 関市
68 有限会社 アテインムライ 関市
69 社会福祉法人 大谷会 松渓保育園 関市
70 トーカイ 株式会社 関市
71 ニッケンかみそり 株式会社 関市

☆ 72 株式会社 岩田製作所 関市
73 株式会社 東洋化学 関市
74 フルトシ建設 関市
75 亀山建設 株式会社 関市
76 片桐電設 株式会社 関市
77 合同会社 天馬 関市
78 学校法人 岐阜済美学院 中部学院大学 関市
79 学校法人 岐阜済美学院 中部学院大学短期大学部 関市
80 工藤智 税理士事務所 関市
81 有限会社　武長技建 関市
82 有限会社 丸喜玉田工業 関市
83 社会福祉法人 武芸会 関市
84 株式会社 大野ナイフ製作所 関市
85 株式会社 イマオコーポレーション 関市

☆ 86 社会福祉法人 平成会 関市
87 医療法人社団 実践会 介護老人保健施設リバーサイド悠悠 関市
88 カレーハウスCoCo壱番屋 関緑ヶ丘店 関市
89 カレーハウスCoCo壱番屋 関鋳物師屋店 関市
90 株式会社 タイメック 関市
91 筒田事務所 関市
92 フロンティーク 株式会社 関市
93 ブリヂストンＢＲＭ 株式会社 関市
94 河上薬品商事 株式会社 関市
95 住友生命保険相互会社 関ひまわり支部 関市
96 住友生命保険相互会社 関山王支部 関市
97 住友生命保険相互会社 関未来支部 関市
98 松田産業 株式会社 関工場 関市
99 株式会社 和座工務店 関市

100 塚原土木 株式会社 関市
101 めぐみの農業 協同組合 関市
102 有限会社 土屋土建 関市
103 株式会社 関元組 関市
104 株式会社 長尾工務店 関市
105 株式会社 野田建設 関市
106 株式会社 加藤工務店 関市
107 株式会社 ハートランドかみのほ 関市
108 有限会社 山重興業 関市
109 めぐみの農業協同組合 本店ローンプラザ 関市
110 めぐみの農業協同組合 とれったひろば関店 関市
111 めぐみの農業協同組合 中濃農機ガスセンター 関市
112 めぐみの農業協同組合 関給油所 関市
113 めぐみの農業協同組合 中濃・みのかも石油配送センター 関市
114 めぐみの農業協同組合 関自動車センター 関市



115 めぐみの農業協同組合 介護課本部 関市
116 めぐみの農業協同組合 介護中濃営業所 関市
117 めぐみの農業協同組合 葬祭中濃営業所 関市
118 めぐみの農業協同組合 関支店 関市
119 めぐみの農業協同組合 富野支店 関市
120 めぐみの農業協同組合 田原支店 関市
121 めぐみの農業協同組合 倉知支店 関市
122 めぐみの農業協同組合 せき金竜支店 関市
123 めぐみの農業協同組合 鮎之瀬支店 関市
124 めぐみの農業協同組合 下有知支店 関市
125 めぐみの農業協同組合 富岡支店 関市
126 めぐみの農業協同組合 関口出張所 関市
127 めぐみの農業協同組合 津保川支店 関市
128 めぐみの農業協同組合 上之保支店 関市
129 めぐみの農業協同組合 武芸川支店 関市
130 めぐみの農業協同組合 洞戸支店 関市
131 めぐみの農業協同組合 板取支店 関市
132 めぐみの農業協同組合 中濃配送センター 関市
133 めぐみの農業協同組合 中濃営農経済センター 関市
134 めぐみの農業協同組合 中濃営農経済センター 武芸川営業所 関市
135 株式会社 フタバ電興社 関市
136 イデア工業 株式会社 関市
137 株式会社 ニンテック 関市
138 株式会社 キョウワ 関市
139 株式会社 関造園 関市
140 株式会社 ヤクセル 関市
141 株式会社 カクダイ岐阜工場 関市
142 大同プレーンベアリング 株式会社 関市
143 株式会社 カノン ふうせん薬局 関市
144 有限会社 広見建設 関市
145 カイ インダストリーズ 株式会社 関市
146 株式会社 ヤマサ機械商会 関市
147 関水道工業 株式会社 関市
148 株式会社 山中工務店 関市
149 有限会社 エイテック 関市
150 有限会社 三和水道 関市
151 株式会社 田下建設 関市
152 株式会社 サン・ストラッセ 関市
153 有限会社 久建工業 関市
154 株式会社 市原建設 関市
155 株式会社 長谷川通信工業 関市
156 有限会社 丸長設備工業 関市
157 日本利器工業 株式会社 関市
158 合同会社 藤設計 関市
159 株式会社 オザキ 関市
160 有限会社 光秀工業 関市
161 アテナ工業 株式会社 関市

☆ 162 社会福祉法人 桜友会 関市
163 結屋 株式会社 関市
164 社会福祉法人 大和社会福祉事業センター 関市
165 凖栄工業 株式会社 関市

☆ 166 関信用金庫 関市
167 株式会社 ナック 関市
168 株式会社 ウラタ薬局 関市
169 ガーバーサカイ 株式会社 関市
170 東海理研 株式会社 関市
171 株式会社 フジヨシ 関市
172 株式会社 メニコン 関工場 関市
173 三星刃物 株式会社 関市



174 株式会社 後藤建設 関市
175 シーシーアイホールディングス 株式会社 関市
176 シーシーアイ 株式会社 関市
177 清水建築工業 株式会社 関市
178 名古路建築 株式会社 関市
179 株式会社 日発電工 関市
180 四季の森・いわもと 関市
181 有限会社 早川水道工業 関市

☆ 182 医療法人 香徳会 関中央病院 関市
183 森建築 関市
184 北川土建 有限会社 関市
185 有限会社 美容室サナエ 関市
186 古川建設 株式会社 関市
187 武藤管工 株式会社 関市
188 株式会社 村山板金 関市
189 医療法人 すずらん会 関市
190 有限会社 得重 関市
191 土屋社会保険労務士事務所 関市
192 双葉建設 株式会社 関市
193 株式会社 横田工務店 関市
194 株式会社 刃物屋トギノン 関市
195 田中電気工事 株式会社 関市
196 株式会社 土屋電気商会 関市
197 有限会社 奥田電気工事 関市
198 株式会社 アイジェクト 関市
199 株式会社 佐久間組 関市
200 有限会社 シンエイ設備 関市
201 株式会社 仁電気商会 関市
202 株式会社 長良川まいたけ 美濃市
203 パルモみの澤村塗装 美濃市
204 御菓子所小川屋小川屋製菓 有限会社 美濃市
205 社会福祉法人 牧谷会 牧谷保育園 美濃市
206 社会福祉法人 博愛福祉会 下牧保育園 美濃市
207 社会福祉法人 清育会 清泰保育園 美濃市
208 社会福祉法人 愛育会 美濃保育園 美濃市
209 株式会社 加納組 美濃市
210 株式会社 大瀬化成 美濃市
211 丸重製紙企業組合 美濃市

☆ 212 サトウパック 株式会社 美濃市
213 株式会社 篠建 美濃市
214 東山木材 株式会社 美濃市
215 株式会社 山卯 美濃市
216 株式会社 森七組 美濃市
217 株式会社 山口工務店 美濃市
218 松保建設 有限会社 美濃市
219 公益社団法人 岐阜県森林公社 美濃市
220 有限会社 小川電気商会 美濃市
221 株式会社 マスエ特興 美濃市
222 株式会社 奥田 美濃市
223 公益社団法人 木曽三川水源造成公社 美濃市
224 伊藤歯科医院 美濃市
225 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会 美濃市
226 美濃商工会議所 美濃市
227 住友生命保険相互会社 美濃支部 美濃市
228 住友生命保険相互会社 郡上支部 美濃市
229 須田建設 株式会社 美濃市
230 一般社団法人 美濃建設業協会 美濃市
231 株式会社 西村工建 美濃市
232 株式会社 深和紙店 美濃市



233 めぐみの農業協同組合 美濃支店 美濃市
234 めぐみの農業協同組合 下牧支店 美濃市
235 めぐみの農業協同組合 美濃西支店 美濃市
236 めぐみの農業協同組合 中有知支店 美濃市
237 めぐみの農業協同組合 中濃営農経済センター 美濃地区 美濃市
238 めぐみの農業協同組合 グリーンメック 美濃市
239 株式会社 松久永助紙店 美濃市
240 美濃設備 株式会社 美濃市
241 後藤水道 株式会社 美濃市
242 小椋工業 株式会社 美濃市
243 有限会社 篠田造園土木 美濃市
244 三菱日立ホームエレベーター 株式会社 美濃市
245 株式会社 東海化成 美濃市
246 株式会社 古田建設 美濃市
247 有限会社 ティジェイピィコーポレイション 美濃市
248 梅山歯科医院 美濃市
249 株式会社 桜井グラフィックシステムズ 美濃市
250 有限会社 交告土建 美濃市

☆ 251 塚本産業 株式会社 美濃加茂市
252 西町延寿堂薬局 美濃加茂市
253 間宮建築 美濃加茂市
254 株式会社 イープラスメディカル 美濃加茂市
255 中部技研 有限会社 美濃加茂市
256 渡辺歯科医院 美濃加茂市
257 一般財団法人 録三会 美濃加茂市
258 株式会社 カオス 美濃加茂市
259 有限会社 松吉商店 美濃加茂市
260 医療法人 正翠会 黒岩内科小児科クリニック 美濃加茂市
261 あい歯科 美濃加茂市
262 有限会社 藤吉造園 美濃加茂市
263 やまて歯科 美濃加茂市
264 学校法人 本郷学園 山手幼稚園 美濃加茂市
265 社会医療法人 厚生会 木沢記念病院 美濃加茂市
266 有限会社 マルヒロ 美濃加茂市
267 社会福祉法人 加茂福祉会 加茂学園 美濃加茂市
268 医療法人 清仁会 美濃加茂市
269 株式会社 シティホテル美濃加茂 美濃加茂市
270 一般財団法人 総合保健センター 美濃加茂市
271 セブン・イレブン 美濃加茂深田店 美濃加茂市
272 セブン・イレブン 美濃加茂森山町店 美濃加茂市
273 セブン・イレブン 美濃加茂加茂野町西店 美濃加茂市
274 セブン・イレブン 美濃加茂加茂川町店 美濃加茂市
275 協和精機 株式会社 美濃加茂市
276 西川産業 株式会社 岐阜営業所 美濃加茂市
277 見行木材 株式会社 美濃加茂市
278 松村歯科医院 美濃加茂市
279 株式会社 東進 美濃加茂市
280 医療法人 録三会 美濃加茂市
281 名北工業 株式会社 美濃加茂市
282 太田第一保育園 美濃加茂市
283 美濃加茂市立 加茂野保育園 美濃加茂市
284 美濃加茂市立 山之上こども園 美濃加茂市
285 美濃加茂市立 太田第二保育園 美濃加茂市
286 有限会社 ケアサービス 美濃加茂市
287 美濃加茂市児童発達支援センター 美濃加茂市
288 美濃加茂福祉事業協同組合 美濃加茂市
289 北川工務 株式会社 美濃加茂市
290 株式会社 安田電工社 美濃加茂市
291 株式会社 大貴 美濃加茂市



292 新井建設 株式会社 美濃加茂市
293 株式会社 日進建設 美濃加茂市
294 株式会社 末武造園土木 美濃加茂市
295 株式会社 今井水道工務店 美濃加茂市
296 有限会社 日比野電機工業所 美濃加茂市
297 有限会社 大野電気工事 美濃加茂市
298 美濃加茂ガス 株式会社 美濃加茂市
299 株式会社 丸和建設 美濃加茂市
300 行政書士法人 伊藤事務所 美濃加茂市
301 ダイナム美濃加茂店 美濃加茂市
302 マルワ 株式会社 美濃加茂市
303 清水電設 株式会社 美濃加茂市
304 株式会社 中嶋設備 美濃加茂市
305 桜井食品 株式会社 美濃加茂市
306 若尾製菓 株式会社 美濃加茂市
307 株式会社 フジイ 美濃加茂市
308 株式会社 和泉 美濃加茂市
309 株式会社 フクシマ化学 美濃加茂市
310 株式会社 テクノミスギ 美濃加茂市
311 タンドール製菓 株式会社 美濃加茂市
312 有限会社 東虎商事 美濃加茂市
313 めぐみの農業協同組合 不動産センターみのかも営業所 美濃加茂市
314 めぐみの農業協同組合 相続相談センター 美濃加茂市
315 めぐみの農業協同組合 共済プラザみのかも 美濃加茂市
316 めぐみの農業協同組合 みのかもグリーン１号館 美濃加茂市
317 めぐみの農業協同組合 みのかもグリーン２号館 美濃加茂市
318 めぐみの農業協同組合 里山公園青空市場 美濃加茂市
319 めぐみの農業協同組合 みのかも農機ガスセンター 美濃加茂市
320 めぐみの農業協同組合 介護みのかも営業所 美濃加茂市
321 めぐみの農業協同組合 介護みのかも営業所 あんしんみのかも 美濃加茂市
322 めぐみの農業協同組合 葬祭みのかも営業所 美濃加茂市
323 めぐみの農業協同組合 葬祭みのかも営業所 恵昇苑みのかも 美濃加茂市
324 めぐみの農業協同組合 古井支店 美濃加茂市
325 めぐみの農業協同組合 下古井営業所 美濃加茂市
326 めぐみの農業協同組合 山之上支店 美濃加茂市
327 めぐみの農業協同組合 蜂屋支店 美濃加茂市
328 めぐみの農業協同組合 加茂野支店 美濃加茂市
329 めぐみの農業協同組合 伊深支店 美濃加茂市
330 めぐみの農業協同組合 伊深支店 コミュニティー三和 美濃加茂市
331 めぐみの農業協同組合 下米田支店 美濃加茂市
332 めぐみの農業協同組合 太田支店 美濃加茂市
333 めぐみの農業協同組合 みのかも営農経済センター 美濃加茂市
334 株式会社 友進道路 美濃加茂市
335 ニューハーベスト 有限会社 美濃加茂市
336 有限会社 安田管工 美濃加茂市
337 株式会社 ワタケン・ホーム 美濃加茂市
338 株式会社 佐合木材 美濃加茂市

☆ 339 社会福祉法人 慈恵会 美濃加茂市
340 三栄精工 株式会社 美濃加茂市
341 水川建設 株式会社 美濃加茂市
342 セブン工業 株式会社 美濃加茂市
343 有限会社 ハイロード 美濃加茂市
344 有限会社 福田塗装 美濃加茂市
345 有限会社 ＹＳＥ 美濃加茂市
346 株式会社 ホンダ自販岐阜 美濃加茂市
347 加茂自動車 株式会社 美濃加茂市
348 弘明電気工業 株式会社 美濃加茂市
349 医療法人 清風会 林クリニック 美濃加茂市
350 美濃加茂市立 下米田保育園 美濃加茂市



351 酒向歯科医院 美濃加茂市
352 株式会社 福電事業 美濃加茂市
353 株式会社 メトーカケフ 可児市
354 やまむら歯科 可児市
355 日比野木材 株式会社 可児市
356 有限会社 梵 可児市
357 DEWS CREATE 可児市
358 株式会社 ひまわり 可児市
359 桜ヶ丘クリニック 可児市
360 株式会社 陣屋工業 可児市
361 株式会社 フィットハウス 可児市
362 スズキアートホーム 株式会社 可児市
363 株式会社 大装 可児市
364 有限会社 東濃電着 可児市
365 可児市立めぐみ保育園 可児市
366 KYB 株式会社 岐阜北工場 可児市
367 社会福祉法人 村の木清福会 広見保育園 可児市
368 可児市立久々利保育園 可児市
369 可児市立土田保育園 可児市
370 株式会社 トイ・ファーム 可児市
371 福永建設 株式会社 可児市
372 ゴールド警備保障 株式会社 可児市
373 株式会社 甲山製作所 可児市
374 ヨコヤ産業 有限会社 可児市
375 セブン・イレブン 可児川合店 可児市
376 セブン・イレブン 可児土田中町店 可児市
377 東岐運輸 株式会社 可児市
378 御嵩運輸 有限会社 可児市
379 株式会社 富士ノ井 可児市
380 株式会社 文晶堂 可児市
381 岐阜県可児工業団地協同組合 可児市
382 株式会社 豊盛 可児市
383 有限会社 美のり総本店 可児市
384 吉田建設 株式会社 可児市
385 株式会社 タツケンホーム 可児市
386 株式会社 片山製作所 可児市
387 株式会社 テクマ 可児市
388 株式会社 カケフホールディングス 可児市
389 株式会社 丹葉電機岐阜 可児市
390 株式会社 スマイルサポート 可児市
391 日孝建設 有限会社 可児市
392 株式会社 可茂道路 可児市
393 株式会社 カネサン 可児市
394 株式会社 山岡興業 可児市
395 株式会社 丸光イトウ 可児市
396 小池土木 株式会社 可児市
397 株式会社 匠築 可児市
398 有限会社 マツダ 可児市
399 株式会社 溝口営繕 可児市
400 株式会社 中濃 可児市
401 ハセテック工業 株式会社 可児市
402 中部クリーン 株式会社 可児市
403 横山工業 株式会社 可児市
404 社会福祉法人 可児市社会福祉協議会 可児市
405 有限会社 富士住建 可児市
406 西川産業 株式会社 可児市
407 株式会社 巴建設 可児市
408 株式会社 新興設備 可児市
409 株式会社 エーワンパッケージ 可児市



410 ネクスト・イノベーション 株式会社 可児市
411 株式会社 ファミリーカーショップ 可児市
412 株式会社 保険パートナー 可児市
413 株式会社 丸亀工務 可児市
414 株式会社 新星工業 可児市
415 住友生命保険相互会社 可児中央支部 可児市
416 住友生命保険相互会社 東可児支部 可児市
417 住友生命保険相互会社 東濃可児支部 可児市
418 住友生命保険相互会社 新可児支部 可児市
419 住友生命保険相互会社 可児皐月支部 可児市
420 住友生命保険相互会社 美濃加茂支部 可児市
421 ＤＳ ＴＯＫＡＩ 株式会社 可児市
422 株式会社 三和木 可児市
423 有限会社 可児電設 可児市
424 株式会社 Five Boxes 可児市
425 丸重産業 株式会社 可児市
426 めぐみの農業協同組合 ローンプラザ可児 可児市
427 めぐみの農業協同組合 共済プラザ可児 可児市
428 めぐみの農業協同組合 損害調査課 可児市
429 めぐみの農業協同組合 とれったひろば可児店 可児市
430 めぐみの農業協同組合 味菜館 可児市
431 めぐみの農業協同組合 可児ガスセンター 可児市
432 めぐみの農業協同組合 可児農機センター 可児市
433 めぐみの農業協同組合 瀬田給油所 可児市
434 めぐみの農業協同組合 今渡自動車センター 可児市
435 めぐみの農業協同組合 可児自動車センター 可児市
436 めぐみの農業協同組合 介護可児営業所 可児市
437 めぐみの農業協同組合 今渡支店 可児市
438 めぐみの農業協同組合 下恵土支店 可児市
439 めぐみの農業協同組合 土田支店 可児市
440 めぐみの農業協同組合 帷子支店 可児市
441 めぐみの農業協同組合 春里支店 可児市
442 めぐみの農業協同組合 広見支店 可児市
443 めぐみの農業協同組合 広見支店 姫治営業所 可児市
444 めぐみの農業協同組合 瀬田支店 可児市
445 めぐみの農業協同組合 東明支店 可児市
446 めぐみの農業協同組合 桜ヶ丘支店 可児市
447 めぐみの農業協同組合 可児配送センター 可児市
448 めぐみの農業協同組合 可児営農経済センター 可児市
449 東海労働金庫 可児支店 可児市
450 有限会社 勝栄工業 可児市
451 小林工業 株式会社 可児市
452 有限会社 イソック 可児市
453 株式会社 エス・ケイ・ワイ 可児市
454 株式会社 トイファクトリー 可児市
455 株式会社 三井ハイテック 可児市
456 亀井建設 株式会社 可児市
457 セキスイ管工 株式会社 可児市
458 有限会社 ライン工業 可児市
459 独立行政法人 地域医療機能推進機構 可児とうのう病院 可児市
460 扶桑精工 株式会社 可児市
461 合同会社 ＩＮＩＴ 可児市
462 東濃建物管理 株式会社 可児市
463 医療法人 明章会 とまつレディースクリニック 可児市
464 株式会社 スタールカケフ 可児市
465 医療法人 梶の木会 可児市
466 NPO法人 みぃーんなげんき 可児市
467 岐阜・大成化工 株式会社 可児市
468 三共歯科医院 可児市



469 株式会社 庭萬 可児市
470 市原産業 株式会社 可児市
471 株式会社 アイギ 可児市
472 株式会社 協和建設 可児市
473 株式会社 横井モールド 可児市
474 株式会社 橋本 可児市
475 株式会社 エリアサポートジャパン 可児市
476 マルイ誠土木 有限会社 可児市
477 有限会社 亀谷電気商会 可児市
478 株式会社 丸統建 可児市
479 有限会社 太田ペイント塗装 可児市
480 有限会社 中濃電工社 可児市
481 株式会社 サンライズ 可児市
482 医療法人 育樹会 はーとふるクリニック 可児市
483 有限会社 ひるがのラファノス 郡上市
484 俊歯科医院 郡上市
485 杉下医院 郡上市
486 有限会社 カネ尾建築 郡上市
487 河合塗装 郡上市
488 医療法人社団  いちはし赤ちゃんこどもクリニック 郡上市
489 宝暦電設興業 郡上市
490 有限会社 高田屋 郡上市
491 株式会社 ミサト工業 郡上市
492 社会医療法人 白鳳会 郡上市
493 大林 株式会社 郡上市
494 株式会社 千虎観光 郡上市
495 有限会社 髙垣工務店 郡上市
496 医療法人 新生会 郡上市
497 郡上八幡福祉事業協同組合 郡上市
498 株式会社 八重垣 郡上市
499 有限会社 ヤマト 郡上市
500 明宝特産物加工 株式会社 郡上市
501 株式会社 寅嬉屋 郡上市
502 有限会社 アグリネットワークあすなろ 郡上市
503 有限会社 奥美濃プロデュース 郡上市
504 株式会社 アイベックス 郡上市
505 カネサダ番匠 郡上市
506 中部スノーアライアンス ダイナランド 郡上市
507 明建 株式会社 郡上市

☆ 508 株式会社 髙垣組 郡上市
509 原建販 株式会社 郡上市
510 八幡信用金庫 郡上市
511 株式会社 山越建設 郡上市
512 野田建設 株式会社 郡上市
513 株式会社 野田コンサルタント 郡上市
514 株式会社 木越組 郡上市
515 株式会社 ケイエスケイ 郡上市
516 二村建設 株式会社 郡上市
517 株式会社 畑佐土木 郡上市
518 株式会社 東建設 郡上市
519 株式会社 鷲見建設 郡上市
520 株式会社 名畑組 郡上市
521 株式会社 三島組 郡上市
522 株式会社 奥田建設 郡上市
523 株式会社 丸高組 郡上市
524 奥美濃建設 株式会社 郡上市
525 株式会社 丸芳組 郡上市
526 株式会社 永田工務店 郡上市
527 株式会社 愛濃技建 郡上市



528 有限会社 森信建設 郡上市
529 株式会社 清水建設 郡上市
530 株式会社 和田梅 郡上市
531 株式会社 揚山土木 郡上市
532 株式会社 中尾建設 郡上市
533 有限会社 ノーヒデンキ 郡上市
534 白鳥建設協業組合 郡上市
535 株式会社 郡上電気 郡上市
536 古川土木 株式会社 郡上市
537 カツラ工業 株式会社 郡上市
538 有限会社 大日造園土木 郡上市
539 小駄良電工 有限会社 郡上市
540 株式会社 水口建設 郡上市
541 穂積建設 株式会社 郡上市
542 株式会社 北栄建設 郡上市
543 河合建設 株式会社 郡上市
544 社会福祉法人 心誠会 せせらぎ緑風苑 郡上市
545 ミシマ建設 株式会社 郡上市
546 有限会社 松田土木 郡上市
547 株式会社 丸登建設 郡上市
548 株式会社 三島建築 郡上市
549 株式会社 高橋建設 郡上市
550 穂積 株式会社 郡上市
551 郡上鋪道 株式会社 郡上市
552 有限会社　ビーシー 郡上市
553 澤崎建設 株式会社 郡上市
554 社会福祉法人 慈教会 慈教保育園 郡上市

☆ 555 特定非営利活動法人 りあらいず和 郡上市
☆ 556 有限会社 名岐サービスセンター 郡上市

557 城南金属 株式会社 郡上市
558 株式会社 オーシャン 郡上市
559 株式会社 北濃工務店 郡上市
560 株式会社 北栄工事 郡上市
561 株式会社 ＴＥＫＮＩＡ 郡上工場 郡上市
562 郡上市商工会 郡上市
563 西脇建設 株式会社 郡上市
564 株式会社 プラムナチュール 郡上市
565 株式会社 大西組 郡上市
566 尾村美建 有限会社 郡上市
567 サンテック 株式会社 郡上市
568 オクド 株式会社 郡上市
569 丸八建設 株式会社 郡上市
570 株式会社 藤村建設 郡上市
571 有限会社 サトウ塗装 郡上市
572 白鳥林工協業組合 郡上市
573 株式会社 丸三 郡上市
574 めぐみの農業協同組合 郡上加工事業所 郡上市
575 めぐみの農業協同組合 郡上農機ガスセンター 郡上市
576 めぐみの農業協同組合 口明方給油所 郡上市
577 めぐみの農業協同組合 白鳥給油所 郡上市
578 めぐみの農業協同組合 介護郡上営業所 郡上市
579 めぐみの農業協同組合 介護郡上営業所 あんしん郡上 郡上市
580 めぐみの農業協同組合 葬祭郡上営業所 郡上市
581 めぐみの農業協同組合 葬祭郡上営業所 恵昇苑郡上 郡上市
582 めぐみの農業協同組合 葬祭郡上営業所 恵昇苑おくみの 郡上市
583 めぐみの農業協同組合 郡上支店 郡上市
584 めぐみの農業協同組合 八幡支店 郡上市
585 めぐみの農業協同組合 相生支店 郡上市
586 めぐみの農業協同組合 美並支店 郡上市



587 めぐみの農業協同組合 美並支店 小那比営業所 郡上市
588 めぐみの農業協同組合 明宝支店 郡上市
589 めぐみの農業協同組合 明宝支店 小川営業所 郡上市
590 めぐみの農業協同組合 和良支店 郡上市
591 めぐみの農業協同組合 和良支店 西和良営業所・給油所 郡上市
592 めぐみの農業協同組合 白鳥支店 郡上市
593 めぐみの農業協同組合 白鳥支店 牛道営業所 郡上市
594 めぐみの農業協同組合 白鳥支店 石徹白営業所・給油所 郡上市
595 めぐみの農業協同組合 大和支店 郡上市
596 めぐみの農業協同組合 大和南支店 郡上市
597 めぐみの農業協同組合 高鷲支店 郡上市
598 めぐみの農業協同組合 郡上配送センター 郡上市
599 めぐみの農業協同組合 郡上営農経済センター 郡上市
600 めぐみの農業協同組合 郡上営農経済センター 八幡営業所 郡上市
601 めぐみの農業協同組合 グリーンパル 郡上市
602 めぐみの農業協同組合 おくみの経済センター 郡上市
603 めぐみの農業協同組合 Ａコープ郡上 郡上市
604 めぐみの農業協同組合 Ａコープおくみの 郡上市
605 株式会社 八幡建設 郡上市
606 木島建設 合資会社 郡上市
607 株式会社 ウスダ 郡上市
608 有限会社 高建コーポレーション 郡上市
609 アトリエキク 有限責任事業組合 郡上市
610 株式会社 明宝マスターズ 郡上市
611 パブリックシステム 株式会社 郡上市
612 株式会社 笠野建設 郡上市
613 株式会社 丸高商事 郡上市
614 株式会社 ヤマシタ工務店 郡上市
615 岩崎模型製造 株式会社 郡上市
616 株式会社 アイゲン 郡上市

☆ 617 有限会社 ノバネットワークス 郡上市
☆ 618 オオサキメディカル 株式会社 郡上工場 郡上市

619 大中保育園 郡上市
620 株式会社 前田土木 郡上市
621 有限会社 拓友産業 郡上市
622 有限会社 東海電工社 郡上市
623 有限会社 岡崎設備工業 郡上市
624 株式会社 マルフジ建鉄 郡上市
625 株式会社 ミノグループ 郡上市
626 株式会社 畑中水道 郡上市
627 社会福祉法人 白東会 浄心こどもの城 郡上市
628 奥美濃カレー 協同組合 郡上市
629 株式会社 スクラム 郡上市
630 株式会社 セリアエンジニアリング 郡上市
631 株式会社 尾関商店 郡上市
632 社会福祉法人 郡上市社会福祉協議会 郡上市
633 有限会社 石徹白土建 郡上市
634 瀬上建設 株式会社 郡上市
635 日置アルミ 株式会社 郡上市
636 中村歯科医院 郡上市
637 丸一建設 株式会社 郡上市
638 有限会社 日之出電気 郡上市
639 株式会社 YYメディカル デイサービス あずさ坂祝 坂祝町
640 株式会社 YYメディカル あずさ居宅介護支援事業所 坂祝町
641 貴船薬局 坂祝店 坂祝町
642 社会福祉法人 浄光会 遊々保育園 坂祝町
643 坂祝保育園 坂祝町
644 株式会社 テクノ・ライン 坂祝町
645 株式会社 栗山組 坂祝町



646 パジェロ製造 株式会社 坂祝町
647 株式会社 小西砕石工業所 坂祝町
648 めぐみの農業協同組合 坂祝支店 坂祝町
649 めぐみの農業協同組合 坂祝北支店 坂祝町
650 めぐみの農業協同組合 みのかも配送センター 坂祝町
651 伊藤建設 株式会社 坂祝町
652 社会福祉法人 坂祝町社会福祉協議会 坂祝町
653 渡邊産業 富加町
654 まこと工業 株式会社 富加町
655 UDトラックス 株式会社 中濃カスタマーセンター 富加町
656 野田産業 株式会社 富加町
657 日興精機 株式会社 富加町
658 株式会社 梅田 富加町
659 株式会社 半布里産業 富加町
660 藤本食品 株式会社 岐阜工場 富加町
661 めぐみの農業協同組合 富加支店 富加町
662 株式会社 ドリームバンク 富加町
663 医療法人社団 明星会 富加町
664 株式会社 ORIBE 富加町
665 佐伯綜合建設 株式会社 川辺町
666 株式会社 紙太材木店 川辺町
667 川辺町第二保育所 川辺町
668 東プレ岐阜 株式会社 川辺町
669 セブン・イレブン 川辺町石神店 川辺町
670 セブン・イレブン 川辺町北店 川辺町
671 株式会社 太昴産業 川辺町
672 株式会社 丸高興業 川辺町
673 川辺町第１こども園 川辺町
674 社会福祉法人 上米田福祉会 川辺町
675 社会福祉法人 川辺町社会福祉協議会 川辺町
676 めぐみの農業協同組合 川辺支店 川辺町
677 株式会社 小栗建設 川辺町
678 有限会社 藤井浴槽設備 川辺町
679 株式会社 丸久 七宗町
680 有限会社 丸豊 七宗町
681 株式会社 丸信住宅産業 七宗町
682 七宗第2保育園 七宗町
683 七宗第1保育園 七宗町
684 長尾建設 株式会社 七宗町
685 有限会社 マルセ 七宗町
686 株式会社 長尾土建 七宗町

☆ 687 中部興業 株式会社 七宗町
688 社会福祉法人 七宗町社会福祉協議会 七宗町
689 めぐみの農業協同組合 上麻生支店 七宗町
690 めぐみの農業協同組合 神渕支店 七宗町
691 長島建設 株式会社 七宗町
692 株式会社 フクモク 七宗町
693 佐々木建築 八百津町
694 医療法人社団 大治会 八百津町
695 有限会社 神谷技研 八百津町
696 東光土建 株式会社 八百津町

☆ 697 ワカムラ電機 株式会社 八百津町
698 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会 八百津町
699 めぐみの農業協同組合 八百津支店 八百津町
700 めぐみの農業協同組合 和知支店 八百津町
701 めぐみの農業協同組合 和知支店 コミュニティー錦津 八百津町
702 めぐみの農業協同組合 久田見支店 八百津町
703 めぐみの農業協同組合 久田見支店 コミュニティー福地 八百津町
704 めぐみの農業協同組合 久田見支店 コミュニティー潮南 八百津町



705 ミライズ 株式会社 八百津町
706 福地建設 有限会社 八百津町
707 有限会社 丸北土木 八百津町
708 有限会社 木原グリーンサービス 八百津町
709 たのしい 株式会社 八百津町

☆ 710 内堀醸造 株式会社 八百津町
711 株式会社 土谷組 八百津町

☆ 712 株式会社 ニシノ 白川町
713 （有限会社 白川町農業開発）道の駅 美濃白川 ピアチェーレ 白川町
714 丸美建設工業 株式会社 白川町
715 株式会社 丸長ホーム 白川町
716 有限会社 一ツ橋建築 白川町
717 社会福祉法人 白泉会 白川町
718 社会福祉法人 白川町社会福祉協議会 白川町
719 セブン・イレブン 加茂白川店 白川町
720 安田建設 株式会社 白川町
721 白川産業 株式会社 白川町
722 東部建設 株式会社 白川町
723 丸ス産業 株式会社 白川町
724 丸ス建設 有限会社 白川町
725 谷端建設 株式会社 白川町
726 有限会社 土井土木 白川町
727 ミューズ建設 株式会社 白川町
728 株式会社 冨士屋商店 白川町
729 鈴村建築 株式会社 白川町
730 めぐみの農業協同組合 白川農機ガスセンター 白川町
731 めぐみの農業協同組合 三川給油所 白川町
732 めぐみの農業協同組合 美濃白川支店 白川町
733 めぐみの農業協同組合 赤河支店 白川町
734 めぐみの農業協同組合 赤河支店 コミュニティー切井 白川町
735 めぐみの農業協同組合 黒川支店 白川町
736 めぐみの農業協同組合 佐見支店 白川町
737 めぐみの農業協同組合 白川配送センター 白川町
738 めぐみの農業協同組合 みのかも営農経済センター 白川営業所 白川町
739 株式会社 ヤマグチ建設 白川町
740 株式会社 安江土建 白川町
741 東濃ひのき製品流通 協同組合 白川町
742 株式会社 林建設 白川町
743 大脇建設 株式会社 白川町
744 株式会社 吉村屋 東白川村
745 株式会社 シンク 東白川村
746 東白川村森林組合 東白川村
747 長瀞産業 株式会社 東白川村

☆ 748 株式会社 山共フォレスト 東白川村
☆ 749 株式会社 山共 東白川村

750 有限会社 新田建設 東白川村
751 丸登建設 株式会社 東白川村
752 山田土建 株式会社 東白川村
753 みつば保育園 東白川村
754 めぐみの農業協同組合 東白川給油所 東白川村
755 めぐみの農業協同組合 東白川支店 東白川村
756 めぐみの農業協同組合 東白川支店 コミュニティー越原 東白川村
757 東白川製材 協同組合 東白川村

☆ 758 株式会社 立保 東白川村
759 有限会社 ナカシマ 東白川村
760 株式会社 纐纈建設 御嵩町
761 株式会社 御嵩建築 御嵩町
762 有限会社 新井組 御嵩町
763 御嵩町立中保育園 御嵩町



764 御嵩町立伏見保育園 御嵩町
765 御嵩町立上之郷保育園 御嵩町
766 エヌ・エス・ケイ 株式会社 御嵩町
767 大豊岐阜 株式会社 御嵩町
768 有限会社 昭光建設 御嵩町
769 株式会社 國本起業 御嵩町
770 株式会社 天野建設 御嵩町
771 株式会社 御嵩重機建設 御嵩町
772 岐東管財 株式会社 御嵩町
773 学校法人 荻須学園 御嵩保育園 御嵩町
774 社会福祉法人 御嵩町社会福祉協議会 御嵩町
775 めぐみの農業協同組合 介護可児営業所 あんしんみたけ 御嵩町
776 めぐみの農業協同組合 みたけ支店 御嵩町
777 めぐみの農業協同組合 中支店 御嵩町
778 めぐみの農業協同組合 伏見支店 御嵩町
779 株式会社 鈴木商事 御嵩町
780 株式会社 本州緑化建設 御嵩町
781 村瀬興業 株式会社 御嵩町
782 ヘイセイテック 株式会社 御嵩町
783 東海化成工業 株式会社 御嵩町
784 株式会社 ツルタ製作所 御嵩工場 御嵩町
785 有限会社 御嵩電気 御嵩町
786 有限会社 中部塗装 御嵩町
787 東和開発 株式会社 御嵩町


