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№ 企業名 業種 市町村

550 （株）アール＆スマート 金融業・保険業 大垣市 

427 社会保険労務士法人アコール
学術研究・専門・技
術サービス業

大垣市 

931 (株)旭クリエイト
学術研究・専門・技
術サービス業

大垣市 

788 (株)あんしん保険事務所 金融業・保険業 大垣市 

572 揖斐川工業（株） 製造業 大垣市 

141 イビデン(株) 製造業 大垣市 

978 FTC（株） 卸売業・小売業 大垣市 

12 (株)大垣共立銀行 金融業・保険業 大垣市 

161 (社福)大垣市社会福祉事業団 医療・福祉 大垣市 

408 大垣精工（株） 製造業 大垣市 

2 大垣西濃信用金庫 金融業・保険業 大垣市 

520 （一社）大垣労働基準協会
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

3 岐建（株） 建設業 大垣市 

405 共立紡機（株） 製造業 大垣市 

629 (株)錦之堂インターナショナル 卸売業・小売業 大垣市 

303 グレートインフォメーションネットワーク(株) 情報通信業 大垣市 

853 小寺板金工業（株） 建設業 大垣市 

870 （株）三進
学術研究・専門・技
術サービス業

大垣市 

721 三野工業（株） 製造業 大垣市 

6 サンメッセ(株) 製造業 大垣市 

765 (株)JSG 建設業 大垣市 

611 社会保険労務士法人杉原事務所
学術研究・専門・技
術サービス業

大垣市 

925 社会保険労務士法人総合労務事務所
学術研究・専門・技
術サービス業

大垣市 

914 神鋼造機（株） 製造業 大垣市 

597 スイトトラベル（株） 運輸業・郵便業 大垣市 

642 （株）スタジオ・エフ 製造業 大垣市 

909 (株)セイコーハイテック 製造業 大垣市 

777 西濃運輸(株) 運輸業・郵便業 大垣市 

新はつらつ職場づくり宣言登録事業場（大垣署管内一覧）
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842 西濃産業（株） 卸売業・小売業 大垣市 

862 西濃通運（株） 運輸業・郵便業 大垣市 

968 西濃バナナ加工（株） 卸売業・小売業 大垣市 

913 セイノーエンジニアリング（株） 建設業 大垣市 

861 （株）セイノー商事 卸売業・小売業 大垣市 

860 （株）セイノー情報サービス 情報通信業 大垣市 

858 （株）セイノースタッフサービス
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

855 セイノーファミリー（株） 金融業・保険業 大垣市 

153 (株)セントラルパートナーズ 金融業・保険業 大垣市 

704 （株）ソフィア総合研究所 情報通信業 大垣市 

991 （公財）ソフトピアジャパン
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

488 (社福)大東福祉会 医療・福祉 大垣市 

8 太平洋工業（株） 製造業 大垣市 

42 太平洋産業(株) 製造業 大垣市 

780 （株）竹中組 建設業 大垣市 

21 タック(株) 情報通信業 大垣市 

587 中部電力（株）電力ネットワークカンパニー　大垣営業所
電気・ガス・熱供給・
水道業

大垣市 

715 ＴＳＵＣＨＩＹＡ(株) 建設業 大垣市 

738 坪井自動車鈑金（有）
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

736 (株)Ｔ３タバタサッシ 建設業 大垣市 

880 東和商事（株） 製造業 大垣市 

696 中日本カプセル（株） 製造業 大垣市 

249 日伸工業（株）大垣工場 製造業 大垣市 

865 日本耐酸壜工業（株） 製造業 大垣市 

396 日本リファイン(株)大垣工場
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

50 (株)ネクステージ
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

804 (株)野田クレーン 建設業 大垣市 

717 (株)斫木村 建設業 大垣市 

63 ピーアイシステム(株) 情報通信業 大垣市 
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160 (株)フィード 製造業 大垣市 

154 フジ精密(株) 製造業 大垣市 

22 フタムラ化学(株)大垣工場 製造業 大垣市 

1002 ブレインシール(株) 製造業 大垣市 

800 (株)ベストライフ中部ベストライフ岐阜 医療・福祉 大垣市 

647 MARK・SHOP（株） 製造業 大垣市 

13 (株)丸順浅西工場 製造業 大垣市 

15 (株)丸順上石津工場 製造業 大垣市 

14 (株)丸順養老工場 製造業 大垣市 

976 三菱ケミカル(株)大垣工場 製造業 大垣市 

60 三菱ケミカル(株)　大垣工場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【旧社名：日本合成化学工業(株)生産技術本部大垣工場、2019年4月1日付で会社名変更】製造業 大垣市 

760 メディカル・ケア・サービス東海(株) 医療・福祉 大垣市 

66 (株)ユニテツク
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

57 (株)ユニテツクキャリアサポート
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

大垣市 

716 (株)ライフ・サポート 医療・福祉 大垣市 

586 （株）リリフル 医療・福祉 大垣市 

201 ﾚｼﾋﾟｼｽﾃﾑ㈱ 情報通信業 大垣市 

751 （株）渡辺組 建設業 大垣市 

262 ㈱伊藤工務店 建設業 海津市 

940 (株)大橋工務店 建設業 海津市 

335 (株)ＫＢ 医療・福祉 海津市 

505 （株）嶋工務店 建設業 海津市 

526 信和（株） 製造業 海津市 

856 （株）西濃自動車学校 教育・学習支援業 海津市 

449 （株）林スプリング製作所　平田工場 製造業 海津市 

274 伊藤開発㈱ 運輸業・郵便業 養老郡養老町 

275 伊藤建工㈱ 建設業 養老郡養老町 

276 伊藤商事(株) 卸売業・小売業 養老郡養老町 

830 (株)大橋組 建設業 養老郡養老町 
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740 (株)黒田精機製作所養老工場 製造業 養老郡養老町 

635 医療法人光秀会 医療・福祉 養老郡養老町 

973 新拓興産(株) 建設業 養老郡養老町 

705 （株）大顕設備 建設業 養老郡養老町 

813 （株）ピー・ケー・シー 製造業 養老郡養老町 

555 藤井ハウス産業（株） 製造業 養老郡養老町 

363 (社福)養寿会 医療・福祉 養老郡養老町 

962 ヨーロー西濃集配（株） 運輸業・郵便業 養老郡養老町 

29 (株)伊吹LIXIL製作所 製造業 不破郡垂井町 

771 (株)エイワ 製造業 不破郡垂井町 

957 クラレプラスチックス（株）伊吹工場 製造業 不破郡垂井町 

768 (株)工和製作所 製造業 不破郡垂井町 

874 （有）児玉工業所 製造業 不破郡垂井町 

876 三和シヤッター工業（株）岐阜工場 製造業 不破郡垂井町 

235 (社福)　白寿会 医療・福祉 不破郡垂井町 

916 （株）HOWA岐阜 製造業 不破郡垂井町 

70 関ヶ原石材(株) 製造業 不破郡関ヶ原町 

4 岐阜殖産（株） 製造業 安八郡神戸町 

764 コダマ樹脂工業(株) 製造業 安八郡神戸町 

495 地域密着型複合施設りんどう 医療・福祉 安八郡神戸町 

51 東レ(株)岐阜工場 製造業 安八郡神戸町 

494 特別養護老人ホーム　ラック 医療・福祉 安八郡神戸町 

53 三菱マテリアル（株）岐阜製作所 製造業 安八郡神戸町 

773 (株)岐阜リサイクルセンター 製造業 安八郡輪之内町 

877 西濃エキスプレス(株) 運輸業・郵便業 安八郡輪之内町 

202 東洋産業(株) 製造業 安八郡輪之内町 

397 日本リファイン(株)輪之内工場
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

安八郡輪之内町 

921 旭エンタープライズ（株） 卸売業・小売業 安八郡安八町 

155 岐阜グリコ乳業(株) 製造業 安八郡安八町 

4/6



№ 企業名 業種 市町村

918 岐阜日野自動車（株） 卸売業・小売業 安八郡安八町 

941 髙田建設(株) 建設業 安八郡安八町 

551 （株）テクノス 建設業 安八郡安八町 

947 (株)日生化学工業所　岐阜工場 製造業 安八郡安八町 

923 富士パール食品（株） 製造業 安八郡安八町 

961 （株）ワタミ 製造業 安八郡安八町 

366 アピ(株)揖斐川工場 製造業 揖斐郡揖斐川町

653 （株）イノアック住環境　揖斐川事業所 製造業 揖斐郡揖斐川町 

1 揖斐郡森林組合 農業・林業 揖斐郡揖斐川町 

963 揖斐昭和建設（株） 建設業 揖斐郡揖斐川町 

334 加藤建設(株) 建設業 揖斐郡揖斐川町 

785 (株)感恩報謝 医療・福祉 揖斐郡揖斐川町 

950 (株)久保田工務店 建設業 揖斐郡揖斐川町 

969 けやきパートナーズ税理士法人
サービス業(他の分
類にぞくさないもの)

揖斐郡揖斐川町 

946 (株)シミズ工業 建設業 揖斐郡揖斐川町 

960 (有)清水工務店 建設業 揖斐郡揖斐川町 

280 西建産業(株) 建設業 揖斐郡揖斐川町 

100 西濃建設(株) 建設業 揖斐郡揖斐川町 

967 所産業（株） 建設業 揖斐郡揖斐川町 

770 (株)野原組 建設業 揖斐郡揖斐川町 

500 （株）春山工業 製造業 揖斐郡揖斐川町 

453 （株）松岡電気商会 建設業 揖斐郡揖斐川町 

945 (株)ヤマモト 建設業 揖斐郡揖斐川町 

143 (社福)如水会　特別養護老人ホーム　ぎふ愛の里 医療・福祉 揖斐郡大野町 

934 白山建設(株) 建設業 揖斐郡大野町 

706 （株）ひでぴょん 製造業 揖斐郡大野町 

364 (株)山辰組 建設業 揖斐郡大野町 

350 アピ(株)池田工場 製造業 揖斐郡池田町 

68 アピ(株)池田医薬品工場 製造業 揖斐郡池田町 
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654 安藤鉄工（株） 製造業 揖斐郡池田町 

784 泉建設工業(株) 建設業 揖斐郡池田町 

479 共栄化成（株） 製造業 揖斐郡池田町 

986 (株)クリエストン 製造業 揖斐郡池田町 

344 第一建設(株) 建設業 揖斐郡池田町 

514 （株）ハラテックス 製造業 揖斐郡池田町 

951 (株)矢野建材建設 建設業 揖斐郡池田町市 
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