
☆：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 株式会社 野田クレーン 大垣市
2 ビバ・スマイル歯科 大垣市
3 有限会社 桑原板金建築工業 大垣市
4 有限会社 日比建設 大垣市
5 富田こどもクリニック 大垣市
6 医療法人 平泉こどもクリニック 大垣市
7 医療法人社団 早野歯科医院 大垣市
8 トアル 合同会社 大垣市
9 株式会社 大晃住建 大垣市

10 大橋建設 株式会社 大垣市
11 川瀬産業 株式会社 大垣市
12 出張助産所 さんばさん 大垣市
13 社会福祉法人 浄華福祉会 宝林保育園 大垣市
14 株式会社 西濃パイロット 大垣市
15 有限会社 聖心堂 大垣市
16 宗宮整形外科 大垣市
17 わかば歯科 大垣市
18 山本歯科医院 大垣市
19 小嶋内科クリニック 大垣市
20 ほほえみ歯科医院 大垣市
21 株式会社 中井産機 大垣市
22 有限会社 白工組 大垣市
23 社会福祉法人 大垣和敬会 みそぎ・わかたけ保育園 大垣市
24 大垣病院 大垣市
25 山田硝子商事 株式会社 大垣市
26 株式会社 セイノー商事 大垣市
27 株式会社 ユタカファーマシー 大垣市
28 株式会社 アピス ファーマシーアピス薬局 大垣店 大垣市
29 アート塗装 有限会社 大垣市
30 早野建設 大垣市
31 アサムラケアプランサービス 合同会社 大垣市
32 岐阜近鉄タクシー 株式会社 大垣市
33 西濃通運 株式会社 大垣市
34 有限会社 ラブ 大垣市
35 株式会社 しかの 大垣市
36 株式会社 天木鉄工 大垣市
37 株式会社 槌谷 大垣市
38 株式会社 デリカスイト 大垣市
39 栗田鉄工 株式会社 大垣市
40 株式会社 S・L・C 大垣市
41 株式会社 メモリアホールディングス 大垣市
42 イビデングリーンテック 株式会社 大垣市
43 セシル．ファミリーコーポレーション株式会社 大垣市
44 バイザー 株式会社 大垣市
45 公益財団法人 岐阜県建設研究センター 大垣市
46 メディカル・ケア・サービス東海 株式会社 大垣市
47 セブン・イレブン 墨俣町上宿店 大垣市
48 株式会社 ダスキン大垣 大垣市
49 株式会社 セントラルパートナーズ 大垣市
50 株式会社 油研 大垣市
51 社会福祉法人西美濃福祉会 はだしっこ保育園 大垣市

☆ 52 株式会社 ソフィア総合研究所 大垣市
53 株式会社 旭エージェンシー 大垣市
54 加納水道設備 株式会社 大垣市
55 株式会社 宇佐美組 大垣市
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☆ 56 有限会社 賃貸ルーム グループホームてんじゅ 大垣市
57 竹の子歯科 小児歯科室 大垣市
58 ハセガワ建設 大垣市
59 株式会社 セキュリティハウス 大垣市
60 株式会社 一鉄 肉匠一鉄 大垣市
61 株式会社 タックジャパン 大垣市
62 株式会社 フォーラムホテル 大垣市

☆ 63 サンメッセ 株式会社 大垣市
☆ 64 株式会社 大垣村田製作所 大垣市

65 株式会社 イビソク 大垣市
66 社会福祉法人 安養福祉会 むつみ保育園 大垣市
67 社会福祉法人 安養福祉会 なかぞね保育園 大垣市
68 野原電研 株式会社 ケアサポート事業部 大垣市

☆ 69 株式会社 セイノー情報サービス 大垣市
70 イビデンエンジニアリング 株式会社 大垣市
71 三立建設 株式会社 大垣市
72 株式会社 ヤナゲン 大垣市
73 古川第一建設 株式会社 大垣市
74 木の花保育園 大垣市
75 揖斐川工業 株式会社 大垣市
76 株式会社 斫木村 大垣市
77 株式会社 桐山組 大垣市
78 株式会社 久野工務店 大垣市
79 株式会社 吉田工務店 大垣市
80 株式会社 三進 大垣市
81 株式会社 鮒忠 大垣市
82 株式会社 共亮興業 大垣市
83 株式会社 丹羽住設 大垣市
84 三建産業 株式会社 大垣市
85 株式会社 弘光舎 大垣市
86 東和電気 株式会社 大垣市
87 株式会社 植倉造園 大垣市
88 有限会社 安藤産業 大垣市
89 木村建設 株式会社 大垣市
90 株式会社 川口工務店 大垣市
91 松井建設 株式会社 大垣市
92 三柏 株式会社 大垣市
93 岐建 株式会社 大垣市
94 グレートインフォメーションネットワーク 株式会社 大垣市
95 久富電設 株式会社 大垣市
96 美濃工研 株式会社 大垣市
97 株式会社 ユニテツク 大垣市
98 学校法人 平野学園 大垣市
99 社会福祉法人 竜谷福祉会 みつづかこども園 ながさわこども園 大垣市

100 大垣ガス 株式会社 大垣市
101 株式会社 ライフ・サポート 大垣市

☆ 102 タック 株式会社 大垣市
103 共立コンピューターサービス 株式会社 大垣市

☆ 104 イビデン 株式会社 大垣市
☆ 105 株式会社 大垣共立銀行 大垣市

106 社会福祉法人 大垣市社会福祉協議会 大垣市
107 TSUCHIYA 株式会社 大垣市
108 株式会社 ＯＫＢビジネス 大垣市
109 一般財団法人 大垣勤労者福祉サービスセンター 大垣市
110 社会保険労務士 杉原事務所 大垣市
111 株式会社 倉望工業 大垣市
112 公益財団法人 ソフトピアジャパン 大垣市
113 艶金化学繊維 株式会社 大垣市
114 株式会社 大翔 大垣市



115 株式会社 ネクステージ 大垣市
116 大垣商工会議所 大垣市
117 フジ・エステート 有限会社 大垣市
118 カレーハウスCoCo壱番屋 大垣築捨町店 大垣市
119 カレーハウスCoCo壱番屋 大垣禾ノ森店 大垣市
120 昭和技研 株式会社 大垣市

☆ 121 フジ精密 株式会社 大垣市
122 セイノーエンジニアリング 株式会社 大垣市
123 ピーアイシステム 株式会社 大垣市
124 ケアサービスセンターいずみ デイサービス 大垣市
125 ケアサービスセンターいずみ ショートスティ 大垣市
126 わくわくホーム 大垣市
127 グループホームわくわく 大垣市
128 うきうきホーム 大垣市
129 居宅介護支援事業所いずみ 大垣市
130 住友生命保険相互会社 大垣伊吹支部 大垣市
131 住友生命保険相互会社 神戸西支部 大垣市
132 住友生命保険相互会社 セイノー支部 大垣市
133 住友生命保険相互会社 大垣水都支部 大垣市
134 株式会社 フィード 大垣市
135 株式会社 ハートサービス 大垣市
136 社会福祉法人 麋城会 大垣市
137 福和家 大垣市
138 西濃機電 株式会社 大垣市
139 株式会社 ミライコミュニケーションネットワーク 大垣市
140 有限会社 大橋量器 大垣市
141 東海労働金庫 大垣支店 大垣市
142 株式会社 美濃建設 大垣市
143 社会福祉法人 清心会 大垣市
144 株式会社 サイエンスネット 大垣市
145 小野電産業 株式会社 大垣市
146 株式会社 ハート 大垣市
147 株式会社 渡辺組 大垣市
148 株式会社 カガミ住宅機器 大垣市
149 有限会社 川瀬組 大垣市
150 マルアイ石灰工業 株式会社 大垣市
151 株式会社 竹中組 大垣市
152 日本イベント企画 株式会社 大垣市
153 株式会社 キィポーション 大垣第二工場 大垣市
154 株式会社 オイダ製作所 大垣市
155 株式会社 三晃建設 大垣市
156 西美濃農業協同組合 本店 大垣市
157 西美濃農業協同組合 中川支店 大垣市
158 西美濃農業協同組合 中部支店 大垣市
159 西美濃農業協同組合 和合支店 大垣市
160 西美濃農業協同組合 三城支店 大垣市
161 西美濃農業協同組合 洲本支店 大垣市
162 西美濃農業協同組合 安井支店 大垣市
163 西美濃農業協同組合 川並支店 大垣市
164 西美濃農業協同組合 浅草支店 大垣市
165 西美濃農業協同組合 宇留生支店 大垣市
166 西美濃農業協同組合 荒崎支店 大垣市
167 西美濃農業協同組合 赤坂支店 大垣市
168 西美濃農業協同組合 青墓支店 大垣市
169 西美濃農業協同組合 南杭瀬支店 大垣市
170 西美濃農業協同組合 静里支店 大垣市
171 西美濃農業協同組合 綾里支店 大垣市
172 西美濃農業協同組合 多芸島支店 大垣市
173 西美濃農業協同組合 墨俣支店 大垣市



174 西美濃農業協同組合 牧田支店 大垣市
175 西美濃農業協同組合 多良支店 大垣市
176 西美濃農業協同組合 時支店 大垣市
177 西美濃農業協同組合 ローンセンター中部店 大垣市
178 西美濃農業協同組合 ローンセンター洲本店 大垣市
179 西美濃農業協同組合 ローンセンター長沢店 大垣市
180 西美濃農業協同組合 事故処理センター 大垣市
181 西美濃農業協同組合 大垣営農センター 大垣市
182 西美濃農業協同組合 大垣農機センター 大垣市
183 西美濃農業協同組合 ふれあいプラザ 大垣市
184 西美濃農業協同組合 オート大垣 大垣市
185 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット 大垣市
186 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット中川店 大垣市
187 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット中部店 大垣市
188 西美濃農業協同組合 精米センター 大垣市
189 西美濃農業協同組合 セレモニーセンター 大垣市
190 西美濃農業協同組合 大垣西カントリー 大垣市
191 西美濃農業協同組合 大垣南カントリー 大垣市
192 トップオート 株式会社 大垣市
193 アワーズ 株式会社 大垣市
194 株式会社 ＯＫＢ総研 大垣市
195 松井工業 株式会社 大垣市
196 株式会社 ＯＫＢパートナーズ 大垣市

☆ 197 公益財団法人 大垣市文化事業団 大垣市
198 長良電業 株式会社 大垣市
199 株式会社 後藤組 大垣市
200 有限会社 日比野工業 大垣市
201 株式会社　ＯＫＢ信用保証 大垣市
202 正和商事 株式会社 大垣市

☆ 203 大垣西濃信用金庫 大垣市
204 株式会社 ＯＫＢペイメントプラット 大垣市
205 北倉会計事務所 大垣市
206 株式会社 高岩組 大垣市

☆ 207 太平洋工業 株式会社 大垣市
208 社会福祉法人 大東福祉会 大垣市
209 サイトー電子 株式会社 大垣市
210 株式会社 OKBキャピタル 大垣市
211 株式会社 明星 大垣市
212 株式会社 SUN-STEP 大垣市
213 医療法人社団 大誠会 大垣市
214 株式会社 河合寿司 大垣市
215 株式会社 アクシス 大垣市
216 ミドリサービス 株式会社 大垣市
217 有限会社 トータル・ハーモニー 大垣市
218 株式会社 東伸 大垣市
219 中日本カプセル 株式会社 大垣市
220 東海テック 株式会社 大垣市
221 ひよこ助産所 大垣市
222 有限会社 洗管興業 大垣市
223 株式会社 牧野工務店 大垣市
224 焙煎幸房 “そら” 大垣市
225 睦産業 株式会社 大垣市
226 スイトトラベル 株式会社 大垣市
227 プライベートスクールシナプス 株式会社 大垣市
228 有限会社 川崎商店 大垣市
229 平塚香貴園 大垣市
230 株式会社 トラエント 大垣市
231 大垣水産青果 株式会社 大垣市
232 株式会社 助六 大垣市



233 Jo's world 大垣市
234 駅前さらしな 大垣市
235 えぼしハーブ農園 大垣市
236 ヒルムタ興業 株式会社 大垣市
237 社会福祉法人 墨友会 特別養護老人ホーム サンヴェール大垣 大垣市
238 株式会社 ロワ・エ・レーヌ 大垣市
239 株式会社 スター工業所 大垣市
240 医療法人 森耳鼻咽喉科医院 大垣市
241 長沢鉄工 大垣市
242 有限会社 林組 大垣市
243 株式会社 大橋ハウジング 大垣市
244 大垣精工 株式会社 大垣市
245 太平洋精工 株式会社 大垣市
246 株式会社 タナベ・コーポレーション 明光義塾大垣熊野町教室 大垣市
247 株式会社 マミーハウス 大垣市

☆ 248 株式会社 平塚家具 大垣市
249 株式会社 烏骨鶏本舗 大垣市
250 ＪＵＡＮ 大垣市
251 東新建商工業 株式会社 大垣市
252 朝日電気 株式会社 大垣市
253 大垣機工 株式会社 大垣市
254 株式会社 ホクエー電工 大垣市
255 有限会社 ケアサービスアスカ 大垣市
256 山中ハウジング 株式会社 大垣市
257 株式会社 大垣ケーブルテレビ 大垣市
258 株式会社 せいぶ介護センター 大垣市

☆ 259 サン工機 株式会社 大垣市
260 株式会社 T３ 大垣市
261 グリーンワークス 株式会社 大垣市
262 みんなのいぶきクリニック 大垣市
263 有限会社 丸智 大垣市
264 株式会社 トヨダ 大垣市
265 有限会社 山口建設 大垣市
266 株式会社 空間建築工房 大垣市
267 イビケン 株式会社 大垣市
268 そばじま歯科医院 大垣市
269 株式会社 ユニテツクキャリアサポート 大垣市

☆ 270 社会福祉法人 大垣市社会福祉事業団 大垣市
271 大垣タクシー 株式会社 大垣市
272 株式会社 大日組 大垣市
273 林工業 株式会社 大垣市
274 サンケミカル 株式会社 海津市
275 下多度保育園 海津市
276 ホワイト・オタリ歯科医院 海津市
277 株式会社 古川組 海津市
278 かじ忠 合同会社 海津市
279 河村歯科クリニック 海津市
280 有限会社 オレンジ・トータルケア オレンジ・ガーデン 海津市
281 有限会社 オレンジ・トータルケア オレンジ・ハート 海津市
282 有限会社 D-CLIP野村ショートステイ 海津市
283 海津市医師会病院 海津市
284 セブン・イレブン 海津南濃町松山店 海津市
285 セブン・イレブン 海津町馬目店 海津市
286 平田開発 株式会社 海津市
287 社会福祉法人 愛燦会 特別養護老人ホーム 長寿の里・南濃 海津市
288 ねむりファクトリー ふじめん 海津市
289 社会福祉法人 愛燦会　障がい者センター あいさんハウスぎふ 海津市
290 社会福祉法人 愛燦会 地域密着型特別養護老人ホーム 長寿の里・海津 海津市
291 株式会社 渡辺組 海津市



292 勢濃建設 株式会社 海津市
293 株式会社 田中工務店 海津市
294 株式会社 大橋工務店 海津市
295 株式会社 堀田建設 海津市
296 神野産業 株式会社 海津市
297 株式会社 嶋工務店 海津市
298 近藤建設 株式会社 海津市
299 株式会社 材半建設 海津市
300 株式会社 児玉工業 海津市
301 有限会社 三宅製畳 海津市
302 株式会社 木村建材 海津市
303 わかば海津北こども園 海津市
304 株式会社 南濃建設 海津市

☆ 305 社会福祉法人 恵母の会 海津市
306 住友生命保険相互会社 海津支部 海津市
307 株式会社 リバークレス 海津市
308 株式会社 KB 海津市
309 西美濃農業協同組合 高須支店 海津市
310 西美濃農業協同組合 吉里支店 海津市
311 西美濃農業協同組合 東江支店 海津市
312 西美濃農業協同組合 大江支店 海津市
313 西美濃農業協同組合 西江支店 海津市
314 西美濃農業協同組合 南濃支店 海津市
315 西美濃農業協同組合 下多度支店 海津市
316 西美濃農業協同組合 石津支店 海津市
317 西美濃農業協同組合 平田支店 海津市
318 西美濃農業協同組合 野寺支店 海津市
319 西美濃農業協同組合 海津営農センター 海津市
320 西美濃農業協同組合 平田農機センター 海津市
321 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット南濃店 海津市
322 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット海津店 海津市
323 西美濃農業協同組合 海津カントリー 海津市
324 西美濃農業協同組合 平田カントリー 海津市
325 西美濃農業協同組合 海津集出荷センター 海津市
326 西美濃農業協同組合 南濃選果場 海津市
327 株式会社 桑原造園土木 海津市
328 株式会社 伊藤精密製作所 海津市
329 山﨑工業 株式会社 海津市
330 田中組 株式会社 海津市
331 信和 株式会社 海津市
332 株式会社 伊藤工務店 海津市
333 社会福祉法人 海津市社会福祉協議会 海津市
334 愛岐サッシ工業 株式会社 養老町
335 社会福祉法人 池辺育心会 養老町
336 藤井ハウス産業 株式会社 養老町
337 株式会社　佐竹組 養老町
338 中建 養老町
339 伊藤建工 株式会社 養老町
340 近澤電気 株式会社 養老町
341 株式会社 養老 養老町
342 株式会社 大橋組 養老町
343 ダイナム岐阜養老店 養老町
344 若園精機 株式会社 養老町
345 医療法人 木村医院 養老町
346 株式会社 みつばちの郷 養老町
347 森川美容室 養老町
348 新拓興産 株式会社 養老町
349 藤井塗装 株式会社 養老町
350 西美濃農業協同組合 養老中支店 養老町



351 西美濃農業協同組合 養老北支店 養老町
352 西美濃農業協同組合 笠郷支店 養老町
353 西美濃農業協同組合 広幡支店 養老町
354 西美濃農業協同組合 上多度支店 養老町
355 西美濃農業協同組合 池辺支店 養老町
356 西美濃農業協同組合 養老営農経済センター 養老町
357 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット養老店 養老町
358 西美濃農業協同組合 養老南カントリー 養老町
359 西美濃農業協同組合 養老北カントリー 養老町
360 株式会社 辺省 養老町
361 堀建設工業 株式会社 養老町
362 株式会社 安田組 養老町
363 株式会社 大顕設備 養老町
364 株式会社 丸竹建設 養老町
365 株式会社 ミヤビ石材 養老町
366 やまざきキッズクリニック 垂井町
367 うえだ歯科医院 垂井町
368 ひばり薬局 垂井町
369 株式会社 ヤナギ園芸 垂井町
370 横山塗装 株式会社 垂井町
371 藤井建設 株式会社 垂井町
372 株式会社 岩田工務店 垂井町
373 ダイゼン工業 株式会社 垂井町
374 株式会社 松栄工務店 垂井町
375 カレーハウスCoCo壱番屋 岐阜垂井町店 垂井町

☆ 376 社会福祉法人 白寿会 垂井町
377 株式会社 タワダ 垂井町
378 東海労働金庫 垂井出張所 垂井町
379 ナブテスコ 株式会社 岐阜工場 垂井町
380 垂井町商工会 垂井町
381 平成興産 株式会社 垂井町
382 有限会社 桐建 垂井町
383 株式会社 新栄 垂井町
384 株式会社 エイワ 垂井町
385 西美濃農業協同組合 垂井支店 垂井町
386 西美濃農業協同組合 宮代支店 垂井町
387 西美濃農業協同組合 表佐支店 垂井町
388 西美濃農業協同組合 合原支店 垂井町
389 西美濃農業協同組合 府中支店 垂井町
390 西美濃農業協同組合 岩手支店 垂井町
391 西美濃農業協同組合 垂井東支店 垂井町
392 西美濃農業協同組合 不破営農経済センター 垂井町
393 西美濃農業協同組合 オート垂井 垂井町
394 西美濃農業協同組合 ファーマーズマーケット垂井店 垂井町
395 株式会社 工和製作所 垂井町
396 とみたハウジング 株式会社 垂井町
397 有限会社 峰電工 垂井町
398 株式会社 YUTEC 垂井町
399 中日建設 株式会社 垂井町
400 医療法人 清澄会 垂井町
401 株式会社 伊吹LIXIL製作所 垂井町
402 HAGIホーム・プロデュース 株式会社 垂井町
403 株式会社 クリエイティブマルス 垂井町
404 クラレプラスチックス 株式会社 伊吹工場 垂井町
405 株式会社 杉山製作所 垂井町
406 山根木材 関ケ原町
407 医療法人社団 翠風会 関ケ原クリニック 関ケ原町
408 関ヶ原アトリエ 株式会社 関ケ原町
409 株式会社 匠建 関ケ原町



☆ 410 社会福祉法人 杉和会 関ケ原町
411 関ヶ原石材 株式会社 関ケ原町
412 株式会社 藤塚工務店 関ケ原町
413 株式会社 澤頭建設 関ケ原町
414 社会福祉法人 関ケ原町社会福祉協議会 関ケ原町
415 西美濃農業協同組合 関ケ原支店 関ケ原町
416 西美濃農業協同組合 今須支店 関ケ原町
417 有限会社 幸山 関ケ原町
418 株式会社 関ケ原製作所 関ケ原町
419 室建設 株式会社 関ケ原町
420 医療法人社団 神樹会 はやし歯科医院 神戸町
421 飯沼歯科医院 神戸町
422 有限会社 光塗装 神戸町
423 マルタカ石材 神戸町

☆ 424 MMCリョウテック 株式会社 神戸町
425 有限会社 神戸稲川電気商会 神戸町
426 株式会社 椙岡組 神戸町
427 矢野建設 株式会社 神戸町
428 株式会社 ダイコー 神戸町

☆ 429 社会福祉法人 善心会 神戸町
430 ギフハイテック 株式会社 神戸町
431 株式会社 ＡＱプランニング 神戸町
432 西美濃農業協同組合 神戸支店 神戸町
433 西美濃農業協同組合 南平野支店 神戸町
434 西美濃農業協同組合 下宮支店 神戸町
435 西美濃農業協同組合 神戸北支店 神戸町
436 西美濃農業協同組合 神戸営農経済センター 神戸町

☆ 437 岐阜殖産 株式会社 神戸町
438 コダマ樹脂工業 株式会社 神戸町
439 株式会社 タナベ・コーポレーション 明光義塾神戸町教室 神戸町
440 ＫＲＨ 株式会社 輪之内町
441 株式会社 サンテック 輪之内町
442 株式会社 藤幸組 輪之内町
443 株式会社 三共建設 輪之内町
444 未来技研 株式会社 輪之内町
445 日八工業 株式会社 輪之内町
446 西美濃農業協同組合 輪之内支店 輪之内町
447 西美濃農業協同組合 輪之内農機センター 輪之内町
448 西美濃農業協同組合 輪之内カントリー 輪之内町
449 日本リファイン 株式会社 輪之内町
450 未来工業 株式会社 輪之内町
451 株式会社 大晃 輪之内町
452 有限会社 タカギ 輪之内町
453 株式会社 小寺電気商会 輪之内町
454 梅村鋼業 株式会社 安八町
455 岐阜日野自動車 株式会社 安八町
456 セブン・イレブン 安八町東結店 安八町
457 高田建設 株式会社 安八町
458 株式会社 桑原組 安八町
459 竹内建設 株式会社 安八町
460 坂建設 株式会社 安八町
461 社会福祉法人 安八町社会福祉協議会 安八町
462 株式会社 テクノス 安八町
463 株式会社 堀組 安八町
464 西美濃農業協同組合 名森支店 安八町
465 西美濃農業協同組合 結支店 安八町
466 西美濃農業協同組合 安八営農経済センター 安八町
467 西美濃農業協同組合 安八カントリー 安八町
468 株式会社 ワタミ 安八町



469 西濃ボーリング工業 株式会社 揖斐川町
470 株式会社 好文堂本店 揖斐川町
471 株式会社 イソカワ 揖斐川町
472 藤井商店 揖斐川町
473 株式会社 髙橋建設 揖斐川町
474 株式会社 アペックス 揖斐川町
475 オークニ 株式会社 揖斐川町
476 株式会社 シミズ工業 揖斐川町
477 税理士法人 いび会計センター 揖斐川町
478 有限会社 林グリーンワークス 揖斐川町
479 リオカ 有限会社 揖斐川町
480 山本商事 株式会社 揖斐川町
481 株式会社 ヤマモト 揖斐川町
482 株式会社 松岡電気商会 揖斐川町
483 株式会社 山晃 揖斐川町
484 株式会社 髙田組 揖斐川町
485 川上建設 株式会社 揖斐川町
486 揖斐土木建築工業 株式会社 揖斐川町
487 有限会社 モリモト 揖斐川町
488 有限会社 若山組 揖斐川町
489 有限会社 清水工務店 揖斐川町

☆ 490 西濃建設 株式会社 揖斐川町
491 有限会社 安藤組 揖斐川町
492 社会福祉法人 揖斐川町社会福祉協議会 揖斐川町
493 社会福祉法人 擁童協会 西濃サンホーム 揖斐川町
494 株式会社 感恩報謝 揖斐川町
495 加藤建設 株式会社 揖斐川町
496 旦鳥鉱山 株式会社 揖斐川町

☆ 497 株式会社 野原組 揖斐川町
498 大和産業 株式会社 揖斐川町
499 所産業 株式会社 揖斐川町
500 株式会社 イノアック住環境 揖斐川営業所 揖斐川町
501 株式会社 古川工務店 揖斐川町
502 株式会社 山本工務店 揖斐川町
503 株式会社 総合SIカンパニー 揖斐川町
504 有限会社 瀬川工務店 揖斐川町
505 株式会社 山本呉服店 揖斐川町
506 株式会社 和田建材 揖斐川町
507 公益社団法人地域医療振興協会 揖斐郡北西部地域医療センター 山びこの郷 揖斐川町
508 井谷商店 揖斐川町
509 有限会社 橋本組 揖斐川町
510 粕川商事 株式会社 揖斐川町
511 西建産業 株式会社 揖斐川町
512 有限会社 安藤建設 揖斐川町
513 株式会社 久保田工務店 揖斐川町
514 有限会社 日比野建具 大野町
515 藤工芸 株式会社 大野町
516 厚生産業 株式会社 大野町
517 ライフデザイン 株式会社 大野町
518 社会福祉法人 樹心会 児童養護施設 樹心寮 大野町
519 株式会社 オーディーシー 大野町
520 社会福祉法人 樹心会 豊木保育園 大野町
521 社会福祉法人 擁童協会 大野保育園 大野町
522 株式会社 ティーエムシステム 大野町
523 株式会社 ワイズ 大野町

☆ 524 社会福祉法人 浩仁会 大野町
525 株式会社 山辰組 大野町
526 ジーエフ 株式会社 大野町
527 白山建設 株式会社 大野町



528 株式会社 東洋スタビ 大野町
529 社会福祉法人 如水会 大野町
530 岐阜梱包 株式会社 大野町
531 株式会社 藤正組 大野町
532 岐阜産研工業 株式会社 大野町
533 医療法人社団　康誠会 大野町
534 国枝建工 株式会社 大野町
535 山本産業 株式会社 大野町
536 株式会社 スマイリーサポート 大野町
537 株式会社 マルダイ 大野町
538 株式会社 原織機製作所 池田町
539 株式会社 キィポーション 池田町
540 株式会社 野原緑建 池田町
541 有限会社 河本石材 池田町
542 池田薬局 池田町
543 株式会社 クニカ工業 池田町
544 西濃化成 株式会社 池田町
545 社会福祉法人 瑞泉福祉会 八幡保育園 池田町
546 株式会社 一心 池田町
547 有限会社 大徳ライン 池田町
548 社会福祉法人 池田町社会福祉協議会 池田町
549 社会福祉法人 市橋保育園 池田町

☆ 550 医療法人社団 橘会 介護老人保健施設西美濃さくら苑 池田町
551 株式会社 野原電建 池田町
552 株式会社 河村綜建 池田町
553 安藤鉄工 株式会社 池田町
554 株式会社 森住建 池田町
555 株式会社 さくらケアサービス 池田町
556 有限会社 渡邊業務店 池田町
557 泉左官住設 株式会社 池田町
558 第一建設 株式会社 池田町
559 株式会社 矢野建材建設 池田町
560 社会福祉法人 新生会 池田町
561 竹中造園 池田町
562 株式会社 ヤスイチ 池田町
563 アクア 株式会社 池田町
564 てらい塗工 池田町
565 有限会社 ニフコ 池田町


