
☆：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 社会福祉法人 陶技学園 多治見市
2 マキノ建設 有限会社 多治見市
3 株式会社 コパン 多治見市
4 精華医院 多治見市
5 有限会社 ブラウンズ・インターナショナル 多治見市
6 株式会社 アルフハウジング 多治見市
7 医療法人 貴豊会 松下歯科医院 多治見市
8 宝石のカトウ 多治見市
9 合同会社 幸の風 多治見市

10 介護サービス事業所 有限会社 ひまわり 多治見市
11 株式会社 トライテック 多治見市
12 株式会社 セラムフクイ 多治見市
13 株式会社 テラホート 多治見市
14 CAW 株式会社 多治見市
15 地方独立行政法人 岐阜県立多治見病院 多治見市
16 介護老人福祉施設 ジョイフル多治見 多治見市
17 株式会社 ゆずこざん庵 多治見市
18 株式会社 パークレーンズ 多治見市
19 長谷川硝子 株式会社 多治見市
20 社会福祉法人 桔梗会 ベルツリー 多治見市
21 社会福祉法人 多治見市社会福祉協議会 多治見市
22 有限会社 垣貫建設 多治見市
23 株式会社 イーグル 多治見市
24 株式会社 髪屋 多治見市
25 株式会社 ＴＹＫ 多治見市
26 有限会社 富興 多治見市
27 有限会社 東和メンテナンス 多治見市
28 宏洋 有限会社 多治見市
29 社会福祉法人 薫風会 多治見市
30 セブン・イレブン 多治見栄町店 多治見市
31 有限会社 庭光造園 多治見市
32 新興建設 株式会社 多治見市
33 有限会社 ホームショップつげ 多治見市
34 夢を叶える 株式会社 多治見市
35 協同組合 ケーエスジー 多治見市
36 社会福祉法人 多治見清凉会 多治見市
37 岐濃建設 株式会社 多治見市

☆ 38 医療法人 仁寿会 多治見市
39 アーキテクト ハイム 多治見市
40 イナガキ工業 株式会社 多治見市
41 ダイキャスト東和産業 株式会社 多治見市
42 Warack 株式会社 多治見市
43 葵テック 株式会社 多治見市
44 山洋建設興業 株式会社 多治見市
45 松本建設 株式会社 多治見市
46 丸栄工業 株式会社 多治見市
47 株式会社 丸治コンクリート工業所 多治見市
48 株式会社 松本電気設備 多治見市
49 井戸建設 株式会社 多治見市
50 櫻井建設 株式会社 多治見市
51 株式会社 TChic 多治見市
52 岐阜舗道 株式会社 多治見市
53 ダイナム岐阜多治見店 多治見市
54 小川造園 株式会社 多治見市
55 株式会社 イー・ビー・シィ デイサービスセンター多治見南 多治見市
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56 NPO法人 Mama’ｓ Café 多治見市
57 株式会社 スワンクラフト 多治見市
58 株式会社 平成観光 多治見市
59 社会福祉法人 サンライフ 多治見市
60 株式会社 エムズメディカル 多治見市
61 多治見合同労組 多治見市
62 株式会社 アフィニティ 多治見市
63 望月社会保険労務士事務所 多治見市
64 住友生命保険相互会社 多治見支部 多治見市
65 社会保険労務士法人 山内事務所 多治見市
66 東海労働金庫 多治見出張所 多治見市
67 株式会社 池田産業 多治見市
68 株式会社 加藤組 多治見市
69 株式会社 金正陶器 多治見市
70 エヌジーケイ・セラミックデバイス 株式会社 多治見市

☆ 71 東濃信用金庫 多治見市
72 株式会社 ジーネックス 多治見市
73 株式会社 セラメッセ 多治見市
74 株式会社 吉川組 多治見市
75 株式会社 飯田建設 多治見市
76 株式会社 ハツカワ 多治見市
77 株式会社 八木 多治見市
78 株式会社 藤本組 多治見市
79 有限会社 加藤建設 多治見市
80 有限会社 メディポ 多治見市
81 社会福祉法人 美徳会 多治見市
82 株式会社 クニトモ 多治見市
83 有限会社 道路保安企画 多治見市
84 株式会社 日東製陶所 多治見市
85 株式会社 エネファント 多治見市
86 社会福祉法人 浩養会 多治見市
87 株式会社 林電機商会 多治見市
88 株式会社 協和義肢製作所 多治見市
89 株式会社　イワビシ 中津川市

☆ 90 美濃工業 株式会社 中津川市
91 インテリア　住吉 中津川市
92 株式会社 辻村薬局 中津川市
93 共栄建設 有限会社 中津川市
94 特定非営利活動法人 ぎふ村 中津川市
95 有限会社 サンゲン 中津川市
96 医療法人 林鈴会 林メディカルクリニック 中津川市
97 近鉄東美タクシー 株式会社 中津川市
98 中津王子紙業 株式会社 中津川市
99 株式会社 堀川 中津川市

100 有限会社 岡庭設備燃料 中津川市
101 梅本建設 有限会社 中津川市
102 有限会社 遠山電器 中津川市
103 医療法人社団 日新会 中津川市
104 株式会社 ヨシコウ 中津川市
105 メルコファンプロダクツ 株式会社 中津川市
106 社会福祉法人 五常会 中津川市
107 有限会社 山久 中津川市
108 株式会社 ソラスト名古屋支社（中津川市民病院内） 中津川市
109 株式会社 メガ・トレンド 中津川市
110 有限会社 花やぎ 中津川市
111 株式会社 ヘリックスケアファーマ 中津川市
112 安保建設 株式会社 中津川市
113 ファンファーミング 有限会社 中津川市
114 協同組合 東濃ひのきの家 中津川市



115 株式会社 中島工務店 中津川市
116 カシモ機械 株式会社 中津川市

☆ 117 丸山木材工業 株式会社 中津川市
118 セブン・イレブン 中津川苗木店 中津川市
119 セブン・イレブン 中津川中村店 中津川市
120 セブン・イレブン 中津川工業団地店 中津川市
121 セブン・イレブン 中津川駅前店 中津川市
122 株式会社 恵那金属製作所 中津川市
123 株式会社 東海技研工業 中津川市
124 株式会社 恵美製作所 中津川市

☆ 125 東清 株式会社 中津川市
126 株式会社 Ｎｙｍｐｈａ 中津川市
127 株式会社 前野工業所 中津川市
128 ユニオン電装 株式会社 中津川市
129 株式会社 高峰楽器製作所 中津川市
130 東美濃農業協同組合 中津川市
131 有限会社 宮井建築事務所 中津川市
132 有限会社 土川設備工業 中津川市

☆ 133 株式会社 トキワ 中津川市
134 ウエダ歯科医院 中津川市
135 株式会社 伊藤木材店 中津川市

☆ 136 株式会社 ソーワテクニカ 中津川市
137 社会福祉法人 萱垣会 特別養護老人ホーム延暦寺広済寮 中津川市
138 共和木材工業 株式会社 中津川市
139 株式会社 成栄建設 中津川市
140 株式会社 松栄産業 中津川市
141 株式会社 加藤工務店 中津川市
142 株式会社 ハラモク 中津川市
143 乙姫建設 株式会社 中津川市
144 三野道路 株式会社 中津川市
145 株式会社 苗木建設 中津川市
146 美濃建設 株式会社 中津川市
147 株式会社 UTI 中津川市
148 有限会社 片田組 中津川市
149 坂下建設 株式会社 中津川市
150 株式会社 吉川工務店 中津川市
151 株式会社 大坪通信設備 中津川市
152 株式会社 アルティー 中津川市
153 東海道路 株式会社 中津川市
154 ランドプロス 株式会社 中津川市
155 有限会社 アームズ 中津川市
156 有限会社 ヤマカ商事 中津川市
157 有限会社 内理土木 中津川市
158 石原電機工業 株式会社 中津川市
159 社会福祉法人 恵北福祉会 中津川市
160 株式会社 鳴海組 中津川市
161 株式会社 梅田組 中津川市
162 株式会社 メルコエアテック 中津川市
163 株式会社 市岡工業 中津川市
164 有限会社 宮崎工作所 中津川市
165 株式会社 加藤製作所 中津川市
166 株式会社 ミュージーコーポレーション 中津川市
167 有限会社 岩寿荘 中津川市
168 CS中津川 株式会社 中津川市
169 加子母森林組合 中津川市
170 中津川商工会議所 中津川市
171 特定非営利活動法人 ひなたぼっこ 中津川市
172 住友生命保険相互会社 中津川支部 中津川市
173 株式会社 ユニオン電器 中津川市



174 認定特定非営利活動法人 中津川福祉医療ネットワーク 中津川市
175 東海労働金庫 中津川支店 中津川市

☆ 176 合同会社 おひさま 中津川市
177 新和工業 株式会社 中津川市
178 株式会社 古井工務店 中津川市
179 ミリオン電工 株式会社 中津川市
180 株式会社 加地工務店 中津川市
181 高木建設 株式会社 中津川市
182 宮島建設 株式会社 中津川市
183 社会福祉法人 ひがし福祉会 中津川市
184 ワイ・ケー・ピー工業 株式会社 中津川市
185 名古屋技研工業 株式会社 中津川市
186 株式会社 カナエジオマチックス 岐阜支店 中津川市
187 共栄液化瓦斯 株式会社 中津川市
188 株式会社 佐々木工務店 中津川市
189 三友精機 株式会社 中津川市
190 リップルネット 株式会社 中津川市
191 有限会社 早川産業 中津川市
192 大山土木 有限会社 中津川市
193 恵曽水工 株式会社 中津川市
194 有限会社 濃州土建 中津川市
195 社会福祉法人 和敬会倶楽部 中津川市
196 志津建設 株式会社 中津川市
197 五十嵐工業 株式会社 中津川市
198 株式会社 ミツトヨ 中津川工場 中津川市
199 医療法人 みらい 中津川市
200 太陽プロパン 株式会社 中津川市
201 株式会社 山口環境システム 中津川市
202 有限会社 イチオカ 中津川市
203 社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会 中津川市
204 株式会社 田口建設 中津川市
205 有限会社 なごみの里 中津川市
206 極東電信工事 株式会社 中津川市
207 付知土建 株式会社 中津川市
208 株式会社 光測量コンサルタント 中津川市
209 日本郵便 株式会社 中津川郵便局 中津川市
210 株式会社 井口設備 中津川市
211 有限会社 天晴 中津川市
212 株式会社 エイコー 中津川市
213 三和建設 株式会社 中津川市
214 有限会社 マルス製材所 中津川市
215 医療法人社団 哲楓会 やまうち小児歯科 中津川市
216 蘇水建設 株式会社 中津川市
217 株式会社 岡山工務店 中津川市
218 株式会社 上野産業 中津川市
219 株式会社 阿佐木建設 中津川市
220 はしば屋 瑞浪市
221 医療法人 瑞岐会 瑞浪市
222 社会福祉法人 千寿会 千寿の里 愛保育園 瑞浪市
223 有限会社 ナガヤ 瑞浪市
224 株式会社 中央ビジネス 瑞浪市
225 木村建材 株式会社 瑞浪市
226 株式会社 深山 瑞浪市
227 株式会社 ミヤマプランニング 瑞浪市
228 岐阜電設 株式会社 瑞浪市
229 株式会社 ビズイデア 瑞浪市
230 株式会社 アイランド ジー・アイ 瑞浪市
231 有限会社 T&D メール調剤薬局 稲津店 瑞浪市
232 アスゲン製薬 株式会社 瑞浪市



233 NPO法人 陶宅老所いちにのさん 瑞浪市
234 マキノ建設 瑞浪市
235 株式会社 柴田土木 瑞浪市
236 瑞明建設 有限会社 瑞浪市
237 株式会社 西尾建設 瑞浪市
238 ミツハラ防水 有限会社 瑞浪市
239 KEI社会保険労務士事務所 瑞浪市
240 株式会社 今井土木 瑞浪市
241 株式会社 高田商会 瑞浪市
242 ダイナム岐阜瑞浪店 瑞浪市
243 合同会社 iLIFE 瑞浪市
244 伸永建設 株式会社 瑞浪市
245 有限会社　加納設備 瑞浪市
246 中工精機 株式会社 瑞浪市
247 社会福祉法人 瑞浪市社会福祉協議会 瑞浪市
248 住友生命保険相互会社 瑞浪支部 瑞浪市
249 有限会社 イタガキ商事 瑞浪市
250 ダイキャスト東和産業 株式会社 瑞浪工場 瑞浪市
251 肥田建設 株式会社 瑞浪市
252 株式会社 小倉左官店 瑞浪市
253 株式会社 LIFE 瑞浪市
254 Ｉ設備 瑞浪市
255 やさしい時間木かげデイサービスセンター 瑞浪市
256 株式会社 イトウ建材店 瑞浪市
257 いきいき健康薬局 瑞浪市
258 有限会社 汰我建設 瑞浪市
259 株式会社 大英 瑞浪市

☆ 260 トヨタ瑞浪開発 株式会社 瑞浪市
261 有限会社 西戸電気商会 瑞浪市
262 有限会社 田中陶器 瑞浪市
263 株式会社 土田屋呉服店 恵那市
264 Hayashi建総 恵那市
265 丸西建築 恵那市
266 株式会社 日伸建設 恵那市
267 株式会社 経友会 恵那市
268 かね大建設 株式会社 恵那市
269 有限会社 総合工木真建 恵那市
270 株式会社 ナルコ恵那 恵那市
271 大島電気商会 恵那市
272 株式会社 恵那川上屋 恵那市
273 株式会社 丸ス松井材木店 恵那市
274 株式会社 下脇 恵那市
275 丸河商事 株式会社 恵那市
276 株式会社 EGH 恵那市
277 株式会社 TNコーポレーション 恵那市
278 リコーエレメックス 株式会社 恵那市
279 株式会社 近藤工務店 恵那市
280 恵那東海理化 株式会社 恵那市
281 セブン・イレブン 恵那岩村町店 恵那市
282 セブン・イレブン 恵那バイパス店 恵那市
283 セブン・イレブン 恵那永田店 恵那市
284 セブン・イレブン 恵那峡店 恵那市
285 有限会社 東海バイオ 恵那市
286 有限会社 恵南住宅設備 恵那市
287 特定非営利活動法人 まちづくり山岡 恵那市
288 株式会社 加藤材木店 恵那市
289 株式会社 雅㐂組 恵那市
290 社会福祉法人 恵那市社会福祉協議会 恵那市
291 株式会社 エナ重機 恵那市



292 昭和包装工業 株式会社 恵那市
293 株式会社 西尾菅工業 恵那市
294 有限会社 躍進 恵那市
295 あんしんホームガス 株式会社 恵那市
296 有限会社 東野 恵那市
297 株式会社 矢野土木 恵那市
298 株式会社 シエント 恵那市
299 株式会社 田本建設 恵那市
300 株式会社 イソベ 恵那市
301 旅館　いち川 恵那市
302 株式会社 MARUKA 恵那市
303 社会福祉法人 恵那千草福祉会 千草保育園 恵那市
304 有限会社 成瀬電気工業 恵那市
305 有限会社 樋田建設 恵那市
306 恵那商工会議所 恵那市
307 住友生命保険相互会社 恵那中央支部 恵那市
308 住友生命保険相互会社 恵那支部 恵那市
309 松栄特殊印刷工業 株式会社 恵那市
310 株式会社 アスター 恵那市
311 株式会社 アイギハウジング 恵那市
312 恵南森林組合 恵那市
313 協和ダンボール 株式会社 恵那市
314 株式会社 こころ 恵那市
315 医療法人 恵雄会 恵那市
316 田口建設 株式会社 恵那市
317 株式会社 堀井工務店 恵那市
318 恵中建設 株式会社 恵那市
319 株式会社 柘植建設 恵那市
320 株式会社 大野工機 恵那市
321 山本石油 株式会社 恵那市
322 ヤマモトエナジー販売 株式会社 恵那市
323 株式会社 マルト建設 恵那市
324 株式会社 中神工務店 恵那市
325 株式会社 双立 恵那市
326 美容室 アティア 恵那市
327 恵那愛知電機 株式会社 恵那市
328 セントラル建設 株式会社 恵那市
329 恵那機器 株式会社 恵那市

☆ 330 有限会社 耕グループ 恵那市
331 株式会社 アパックス 恵那市
332 有限会社 オータエンジニアリング 恵那市
333 社会福祉法人 恵雄会 恵那市
334 株式会社 銀の森コーポレーション 恵那市
335 Goodホーム 株式会社 恵那市
336 株式会社 丸重 恵那市
337 イシデンエンジニアリング 株式会社 恵那市
338 有限会社 佐藤建設 恵那市
339 有限会社 トータルケア 恵那市
340 農事組合法人 おんさい工房 恵那市
341 山岡電気工事 株式会社 恵那市
342 有限会社 アド・ループ 恵那市
343 カイロ整体・美容矯正 りぺあ 恵那市
344 株式会社 東海技研 恵那市
345 有限会社 らっせぃみさと 恵那市
346 板垣建設 株式会社 恵那市
347 有限会社 トマト 恵那市
348 東海住宅設備 株式会社 土岐市
349 東匠建設 株式会社 土岐市
350 合同会社 マイホーム 土岐市



351 さかい治療院 土岐市
352 清野鍼灸院 土岐市
353 有限会社 近藤薬局 土岐市
354 東都通信設備 株式会社 土岐市
355 有限会社 つちもとガーデン 土岐市
356 社会福祉法人 美濃陶生苑 土岐市
357 三郷陶器 株式会社 土岐市
358 ナルセ歯科クリニック 土岐市
359 昭和製陶 株式会社 土岐市
360 株式会社 志野・織部 土岐市
361 株式会社 小栗電気工事 土岐市
362 有限会社 鳥川組 土岐市
363 鵜飼歯科医院 土岐市
364 有限会社 三晃企画 土岐市
365 邦文堂 土岐市
366 株式会社 永井設計工務 土岐市
367 大東亜窯業 株式会社 土岐市
368 株式会社 岡島建設 土岐市
369 株式会社 イトウ産業 土岐市
370 小島土木 株式会社 土岐市
371 土岐三菱自動車販売 株式会社 土岐市
372 山村商店 土岐市
373 藤本歯科医院 土岐市
374 東海西濃運輸 株式会社 土岐市
375 社会福祉法人 花園福祉会 花園保育園 土岐市
376 社会福祉法人 花園福祉会 花園あおぞら保育園 土岐市
377 日本原子力研究開発労働組合 東濃・幌延支部 土岐市
378 社会福祉法人 陶都会 土岐市
379 奥村電気工事 株式会社 土岐市
380 土岐商工会議所 土岐市
381 美濃焼おかみ塾 土岐市
382 株式会社 山加商店 土岐市
383 有限会社 カネ芳製陶所 土岐市
384 ヤマ忠木股製陶 合資会社 土岐市
385 有限会社 カネ忠 土岐市

☆ 386 株式会社 ザイタック 土岐市
387 中央可鍛工業 株式会社 土岐市
388 千古乃岩酒造 株式会社 土岐市
389 舘林建設 株式会社 土岐市
390 なごみ工房 株式会社 土岐市
391 丸新製陶 有限会社 土岐市
392 有限会社 ひなたぼっこさと 土岐市
393 有限会社 丸水土木 土岐市
394 株式会社 マルエス産業 土岐市

☆ 395 向陽信和 株式会社 土岐市
396 社会福祉法人 土岐市社会福祉協議会 土岐市


