
「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ」企業認定
　

（２月２０日現在９６企業）

企業名 認定内容 ★数 所在地 事業内容 認定年月

1
アルプススチール株式
会社

えるぼし認定　障害者雇用率
の大幅達成

4 名古屋市 その他金属製品製造業 2018年6月

2
社会福祉法人愛知県厚
生事業団

えるぼし認定 3 名古屋市 障害者福祉事業 2018年7月

3 株式会社伊藤建設工業 ユースエール認定 3 名古屋市
とび・土工・コン
クリート工事業

2018年7月

4 太田油脂株式会社 えるぼし認定 3 岡崎市 植物性油脂製造業 2018年7月

5 大橋運輸株式会社
くるみん認定　障害者雇用率
の大幅達成

4 瀬戸市 一般貨物自動車運送業 2018年8月

6 イー・バレイ株式会社 えるぼし認定 3 名古屋市
他に分類されない
事業サービス業

2018年8月

7
東洋紡株式会社犬山工
場

くるみん認定 3 犬山市
プラスチックフィ

ルム製造業
2018年8月

8 富士特殊紙業株式会社
託児所の設置または契約　あ
いち女性輝きカンパニー

3 瀬戸市 印刷業 2018年8月

9 日研工業株式会社
あいち女性輝きカンパニー
託児所の設置または契約
障害者雇用率の大幅達成

4 名古屋市 金属素形材製品製造業 2018年8月

10 瀬戸信用金庫 くるみん認定 3 瀬戸市 中小企業等金融業 2018年8月

11 尾張陸運有限会社
託児所の設置または契約　女
性の活躍推進企業認定

3 尾張旭市 一般貨物自動車運送業 2018年8月

12 豊橋信用金庫
愛知県ファミリー・フレンド
リー企業　託児所の設置また
は契約

3 豊橋市 中小企業等金融業 2018年8月

13
リゾートトラスト株式
会社

くるみん認定 3 名古屋市 旅館、ホテル 2018年8月

14
日通・パナソニックロ
ジスティクス株式会社

えるぼし認定 3
丹羽郡
大口町

貨物運送取扱業 2018年8月

15 株式会社東郷製作所 くるみん認定 3
愛知郡
東郷町

その他の金属製品
製造業

2018年8月

16 日東工業株式会社 くるみん認定 3 長久手市
発電用・送電用・
配電用電気機械器

具製造業
2018年8月

17
社会福祉法人ゆたか福
祉会

くるみん認定　障害者雇用率
の大幅達成

4 名古屋市 障害者福祉事業 2018年8月

18 株式会社アイセロ

36協定において限度時間・延長時間の
短縮・縮減　所定労働時間の短縮また
は所定休日の増加　あいち女性輝きカ
ンパニー

3 豊橋市
プラスチックフィルム・

シート・
床材・合成皮革製造業

2018年9月

19 株式会社アイワ

愛知県ファミリー・フレンドリー企業
所定労働時間の短縮または所定休日の
増加　36協定において限度時間・延長
時間の短縮・縮減

3 岩倉市
工業用プラスチッ

ク製品製造
2018年9月

20 医療法人深見十全会 くるみん認定 3 西尾市 病院 2018年9月



「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ」企業認定
　

（２月２０日現在９６企業）

企業名 認定内容 ★数 所在地 事業内容 認定年月

21
株式会社ドラッグスギ
ヤマ

くるみん認定 3 名古屋市 医薬品・化商品小売 2018年9月

22 社会福祉法人愛恵協会
くるみん認定　障害者雇用率
の大幅達成

4 岡崎市 障害者福祉事業 2018年9月

23
株式会社アドヴィック
ス

くるみん認定 3 刈谷市 機械設計業 2018年9月

24 いちい信用金庫 くるみん認定 3 一宮市 中小企業等金融業 2018年9月

25 医療法人尾張健友会 くるみん認定 3 一宮市 病院 2018年9月

26 株式会社中村土木建設
愛知県ファミリー・フレンド
リー企業　託児所の設置また
は契約

3 東海市 土木工事業 2018年9月

27 株式会社東海製作所
所定労働時間の短縮または所定休日の増加
36協定において限度時間・延長時間の短
縮・縮減

3 名古屋市
金属素形材製品製

造業
2018年9月

28 稲沢建設株式会社

あいち女性輝きカンパニー　治療と仕
事の両立支援のための病気休暇・休職
制度の創設　心のケアに関わる事業場
外資源の活用

3 稲沢市 土木工事業 2018年9月

29 西尾信用金庫 くるみん認定 3 西尾市 中小企業等金融業 2018年9月

30
社会福祉法人慈雲福祉
会

託児所の設置または契約　働
き方改革に関する設備投資

3 一宮市 老人・介護事業 2018年9月

31
リハライフアシスト合
同会社リハビリデイ
サービスそうれ

あいち女性輝きカンパニー　5年未満の有期
雇用労働者への無期転換制度の導入　介護
休暇及び子の看護休暇について法定を超え
る付与を行っているもの

3 西尾市 老人福祉・介護事業 2018年9月

32 株式会社三四四
働き方改革に関する設備投資
心のケアに関わる事業場外資
源の活用

3 常滑市 一般廃棄物処理業 2018年10月

33 株式会社山田商会 くるみん認定 3 名古屋市 管工事業 2018年10月

34 社会福祉法人愛生館 ユースエール認定 3 碧南市 老人福祉・介護事業 2018年10月

35 医療法人杏園会
愛知県ファミリー・フレンド
リー企業　働き方改革に関す
る設備投資

3 名古屋市 病院 2018年10月

36
株式会社セディナ名古
屋オフィス

えるぼし認定 3 名古屋市 クレジットカード業 2018年10月

37
医療法人豊田会刈谷豊
田総合病院

あいち女性輝きカンパニー
働き方改革に関する設備投資

3 刈谷市 病院 2018年10月

38
株式会社ヘルスケアシ
ステムズ

えるぼし認定 3 名古屋市 自然科学研究所 2018年10月

39 医療法人嚶鳴会
愛知県ファミリー・フレンド
リー企業　託児所の設置また
は契約

3 東海市 一般診療所 2018年10月

40
トヨタ部品愛知共販株
式会社

くるみん認定 3 名古屋市 自動車卸売業 2018年10月
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企業名 認定内容 ★数 所在地 事業内容 認定年月

41 株式会社連瓦

所定労働時間の短縮または所定休日の増加
36協定において限度時間・延長時間の短
縮・縮減　治療と仕事の両立支援のための
病気休暇・休職制度の創設

3 豊橋市 木造建築工事業 2018年10月

42
名古屋トヨペット株式
会社

所定労働時間の短縮または所定休日の
増加　働き方改革に関する設備投資 3 名古屋市 自動車小売業 2018年10月

43 株式会社デビカ
所定労働時間の短縮または所定休日の
増加　働き方改革に関する設備投資 3 名古屋市 紙製品製造業 2018年10月

44 株式会社橋本製作所

愛知県ファミリー・フレンドリー企業　働
き方改革に関する設備投資　5年未満の有期
雇用労働者への無期転換制度の導入　　障
害者雇用率の大幅達成

4 あま市
発電用・送電用・
配電用電気機械器

具製造業
2018年10月

45 医療法人名南会
愛知県ファミリー・フレンドリー企業
託児所の設置または契約 3 名古屋市 病院 2018年11月

46 豊田信用金庫 くるみん認定 3 豊田市 中小企業等金融業 2018年11月

47
NPO法人　たすけあい名
古屋

所定労働時間の短縮または所
定休日の増加　託児所の設置
または契約

3 名古屋市 老人福祉・介護事業 2018年11月

48 株式会社森鉄工所
所定労働時間の短縮または所
定休日の増加　働き方改革に
関する設備投資

3 名古屋市 金属加工機械製造業 2018年11月

49 医療法人豊成会 くるみん認定 3 豊田市 病院 2018年11月

50 株式会社tendre
法定外健康診断等の助成制度
働き方改革に関する設備投資
定年制廃止

4 名古屋市 美容業 2018年11月

51 小島食品製造株式会社
ユースエール認定　障害者雇
用率の大幅達成

4 東海市 食料・飲料卸売業 2018年11月

52 社会福祉法人ウィズ
ワーク・ライフ・バランス推
進企業　託児所の設置または
契約

3 名古屋市 児童福祉事業 2018年11月

53
株式会社パナソニック
豊田支店

えるぼし認定 3 豊田市 労働者派遣業 2018年12月

54 名工建設株式会社 くるみん認定 3 名古屋市 一般土木建築工事業 2018年12月

55 医療法人社団福祉会 くるみん認定 3 西尾市 病院 2018年12月

56 河村電器産業株式会社 くるみん認定 3 瀬戸市
発電用・送電用・配電用

電気機械器具製造業 2018年12月

57 マスプロ電工株式会社 くるみん認定 3 日進市 電子デバイス製造業 2018年12月

58 株式会社アイエーシー
所定労働時間の短縮または所定休
日の増加　定年年齢の引き上げ
法定外健康診断等の助成制度

3 安城市
その他の飲食料品

小売業
2018年12月

59
ワタキューセイモア株
式会社名古屋支店名古
屋工場

働き方改革に関する設備投資
瀬戸市ライフワークバランス
障害者雇用率の大幅達成

4 瀬戸市 各種物品賃貸業 2018年12月

60 田中労務管理事務所

勤務時間インターバル制度の導入　定年再
雇用の労働者について、労働時間制度を選
択できる制度導入　介護休暇及び子の看護
休暇について法定を超える付与を行ってい
るもの

3 名古屋市 社会保険労務士事務所 2018年12月



「ＡＩＣＨＩ ＷＩＳＨ」企業認定
　

（２月２０日現在９６企業）

企業名 認定内容 ★数 所在地 事業内容 認定年月

61 株式会社トヨコン ユースエール認定 3 豊川市
その他の運輸に附
帯するサービス

2018年12月

62
社会保険労務士法人
名南経営

36協定において限度時間・延長時間の
短縮・縮減　女性の活躍推進企業認定
働き方改革に関する設備投資

3 名古屋市 社会保険労務士事務所 2018年12月

63
社会福祉法人西春日井
福祉会

36協定において限度時間・延
長時間の短縮・縮減　働き方
改革に関する設備投資

3 清須市 老人福祉・介護事業 2018年12月

64
社会福祉法人名古屋ラ
イトハウス　戸田川グ
リーンヴィレッジ

ファミリー・フレンドリー企業
働き方改革に関する設備投資　障
害者雇用率の大幅達成

4 名古屋市 障害者福祉事業 2019年1月

65
社会福祉法人豊生会
彩幸

法定外健康診断等の助成制度
働き方改革に関する設備投資

3 豊橋市 老人福祉・介護事業 2019年1月

66 株式会社ソトー
愛知県ファミリー・フレンドリー企業　所
定労働時間の短縮または所定休日の増加
心のケアに関わる事業場外資源の活用

3 一宮市 染色整理業 2019年1月

67 株式会社杉本組
所定労働時間の短縮または所
定休日の増加　働き方改革に
関する設備投資

3 名古屋市 一般土木建築工事業 2019年1月

68
一般社団法人キッズバ
ルカ

36協定において限度時間・延長時間の短
縮・縮減　定年再雇用の労働者について、
労働時間制度を選択できる制度導入　介護
休暇及び子の看護休暇について法定を超え
る付与を行っているもの

3 みよし市 障害者福祉事業 2019年1月

69
株式会社ニチイ学館名
古屋支店

くるみん認定 3 名古屋市
医療に付帯する

サービス
2019年1月

70 株式会社光設備

治療と仕事の両立支援のための病気休暇・休職
制度の創設　介護休暇及び子の看護休暇につい
て法定を超える付与を行っているもの　定年再
雇用の労働者について、労働時間制度を選択で
きる制度導入

3 津島市 建築設備機器の工事 2019年1月

71 有限会社クズハラゴム
あいち女性輝きカンパニー　愛知県
ファミリー・フレンドリー企業　託児
所の設置または契約

3 安城市
自動車ゴム部品製

造販売
2019年1月

72 株式会社ジークラフト
治療と仕事の両立支援のための病気休暇・休職
制度の創設　定年再雇用の労働者について、労
働時間制度を選択できる制度導入　5年未満の
有期雇用労働者への無期転換制度の導入

3 名古屋市 デザイン業 2019年1月

73
株式会社タスクール
Plus

ユースエール認定 3 名古屋市 不動産賃貸業 2019年1月

74
株式会社サンクレー
ル

あいち女性輝きカンパニー　5年未満の
有期雇用労働者への無期雇用転換制度の
導入　勤務間インターバル制度の導入

3 岡崎市 菓子・パン小売業 2019年1月

75
名古屋エアゾール株
式会社

ユースエール認定 3 愛西市
有機化学工業製品

製造業
2019年1月

76 株式会社加藤設計

治療と仕事の両立支援のための病気休暇・休職
制度の創設　5年未満の有期雇用労働者への無
期雇用転換制度の導入　介護休暇及び子の看護
休暇について法定を超える付与を行っているも
の

3 名古屋市 建物サービス業 2019年1月

77
株式会社セントラル
パーツ

治療と仕事の両立支援のための病気休暇・
休職制度の創設　5年未満の有期雇用労働者
への無期雇用転換制度の導入　勤務間イン
ターバル制度の導入

3 長久手市 電気機械器具卸売業 2019年1月

78
株式会社パソナテッ
ク名古屋支店

えるぼし認定 3 名古屋市
他に分類されない事

業サービス業
2019年1月

79 株式会社藤工業所
働き方改革に関する設備投資　介護休暇
及び子の看護休暇について法定を超える
付与を行っているもの

3 半田市
一般産業用機械製

造業
2019年1月

80
社会福祉法人豊生会
豊川彩幸

法定外健康診断等の助成制度
働き方改革に関する設備投資

3 豊川市 老人福祉・介護事業 2019年1月
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（２月２０日現在９６企業）

企業名 認定内容 ★数 所在地 事業内容 認定年月

81
株式会社日本政策金
融公庫名古屋支店

くるみん認定 3 名古屋市
その他の非預金信

用機関
2019年1月

82
株式会社フェアウイ
ンド

ユースエール認定 3 名古屋市 ソフトウェア業 2019年1月

83
社会福祉法人　むつ
み福祉会

託児所の設置または契約　定年
再雇用の労働者について、労働
時間制度を選択できる制度導入

3 名古屋市 障害者福祉事業 2019年1月

84 西三建設株式会社
ユースエール認定　愛知県ファ
ミリー・フレンドリー企業

3 安城市
舗装工事業、一般

土木
2019年1月

85
日清医療食品株式会
社　名古屋支店

あいち女性輝きカンパニー　働
き方改革に関する設備投資

3 名古屋市
食堂、レストラン
（専門料理店を除

く）
2019年2月

86 株式会社煌生
えるぼし認定　定年制廃止　障
害者雇用率大幅達成

5 名古屋市 障害者福祉事業 2019年2月

87
向島流通サービス株
式会社　豊橋営業所

子育て応援企業　託児所の設置
または契約

3 豊橋市
油脂加工製品・石けん・
合成洗剤・界面活性剤・

塗料製造業
2019年2月

88
東海樹脂工業株式会
社

介護休暇及び子の看護休暇について法定を
超える付与を行っているもの　法定外健康
診断等の助成制度　治療と仕事の両立支援
のための病気休暇・休職制度の創設　　障
害者雇用率の大幅達成

4
知多郡武

豊町
生活関連産業用機

械製造業
2019年2月

89
エイベックス株式会
社

くるみん認定 3 名古屋市
自動車・同付属品

製造業
2019年2月

90
河村物流サービス株
式会社

働き方改革に関する設備投資
瀬戸市ライフ・ワーク・バラン
ス推進宣言

3 瀬戸市
倉庫業（冷蔵倉庫

業を除）
2019年2月

91 近藤工業株式会社

愛知県ファミリー・フレンドリー企業
5年未満の有期雇用労働者への無期雇用
転換制度の導入　心のケアに関わる事業
場外資源の活用

3 豊田市
自動車・同附属品

製造業
2019年2月

92
エンジェルこどもの
いえ株式会社

託児所の設置または契約　定年
制を撤廃

3 半田市 児童福祉事業 2019年2月

93 昭和機械株式会社
所定労働時間の短縮または所定
休日の増加　働き方改革に関す
る設備投資

3 津島市
その他のはん用機
械・同部品製造業

2019年2月

94 関興業株式会社
愛知県ファミリー・フレンド
リー企業　託児所の設置または
契約　障害者雇用率大幅達成

4 刈谷市
総合工事業、建設
資材の生産販売

2019年2月

95 (行)エベレスト
働き方改革に関する設備投資
ワーク・ライフ・バランス推進
企業

3 名古屋市 行政書士事務所 2019年2月

96 株式会社チュキヨー
愛知県ファミリー・フレンド
リー企業　働き方改革に関する
設備投資

3 江南市
その他の汎用機

械・同部品製造業
2019年2月


