兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
Earthink株式会社
株式会社飯尾運輸
株式会社いいなダイニング クックデリ御膳川西店
社会福祉法人いたみ杉の子
株式会社今里食品
株式会社Wave Technology
上野製薬株式会社伊丹工場
株式会社NSK
ＯＫＫ株式会社
大阪電具株式会社
オージェイケイ株式会社
株式会社大智鍛造所
音羽電機工業株式会社神戸工場
オリエント工機株式会社
介護老人保健施設ケアヴィラ伊丹
金井重要工業株式会社 不織布製造所
川西郵便局
株式会社関西スーパーマーケット
キシダ化学株式会社 三田事業所
株式会社共和電子製作所
桐灰小林製薬株式会社
久米電気株式会社
株式会社倉本 由夢訪問看護ステーション
有限会社ケア・サポート・モリ
株式会社コーアツ
株式会社コスモス食品
株式会社コラボネット
サカタインクス株式会社 大阪工場
社会福祉法人正心会さぎそう園
沢井製薬株式会社 三田西工場
沢井製薬株式会社 三田工場
社会福祉法人三翠会
三田運送株式会社
社会福祉法人三田市社会福祉協議会
三田ダイハツトヨタ販売株式会社
株式会社サンライズエクスプレス
有限会社シーズ三田南店
社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会
ジャパントラック大阪株式会社
就労支援センターライズワーク
新有馬開発株式会社
社会福祉法人晋栄福祉会 中山ちどり
神姫商工株式会社 三田工場
神姫バス株式会社 三田営業所
医療法人晋真会 ベリタス病院
医療法人社団慎正会 みやそう病院
住化テクノサービス株式会社
住友電気工業株式会社 伊丹製作所
セッツカートン株式会社
仙代テック株式会社
大永工業株式会社
大王電機株式会社

業種
卸売・小売業
運輸・郵便業
卸売・小売業
医療、福祉
製造業
学術研究、専門・技術サービス業

製造業
学術研究、専門・技術サービス業

製造業
製造業
製造業
製造業
製造業
製造業
医療、福祉
製造業
運輸・郵便業
卸売・小売業
製造業
製造業
製造業
製造業
医療、福祉
医療、福祉
製造業
製造業
医療、福祉
製造業
医療、福祉
製造業
製造業
医療、福祉
運輸・郵便業
医療、福祉
卸売・小売業
運輸・郵便業

【阪神北地域】
ホームページURL
http://www.earthink.tv/
http://iiounyu.co.jp
https://www.iina-dining.co.jp
http://www.itamisuginoko.or.jp
http://www.imazato-foods.co.jp/
http://www.wti.jp/
http://www.ueno-fc.co.jp
http://nsk-job.jp/
https://www.okk.co.jp
http://www.osaka-dengu.co.jp/
http://www.ojk-mfg.co.jp
http://www.ohchi-forging.jp/
http://www.otowadenki.co.jp
0
http://carevilla.com/itami/
http://www.kanaijuyo.co.jp
0
http://www.kansaisuper.co.jp/
http://www.kishida.co.jp
http://www.kyowadenshi.com/
http://www.kiribaikobayashi.co.jp
http://kme.co.jp

https://www.koatsu.co.jp
http://www.cosmosfoods.co.jp/
http://hinatabokko.care/
http://www.inx.co.jp/
http://www.seisin.or.jp/
https://www.sawai.co.jp/
http://www.sawai.co.jp/
http://sansui-en.org
なし
http://www.sanda-shakyo.or.jp/
https://sandadaihatsutoyota.jp

生活関連サービス・娯楽業

医療、福祉
運輸・郵便業
医療、福祉
他のサービス業
医療、福祉
他のサービス業
運輸・郵便業
医療、福祉
医療、福祉
学術研究、専門・技術サービス業

製造業
製造業
製造業
製造業
製造業

http://ja-oasis.com/
http://www.risework.org/
http://www.arimacc.jp
https://www.chidori.or.jp/facility/nakayama/

http://www.shinkishoko.jp/
http://www.shinkibus.co.jp
http://www.shinshinkai.jp/
http://www.sc-sts.co.jp/
http://www.sei.co.jp/index.ja.html
http://www.settsucarton.co.jp
http://www.sendaitech.co.jp
https://www.daiei-tray.co.jp
http://www.daioh-denki.co.jp/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
泰成建設株式会社
株式会社ダイハツメタル
有限会社髙島産業
宝塚医療生活協同組合
一般社団法人宝塚ゴルフ倶楽部
株式会社たけでん 川西営業所
株式会社タムラ容器
株式会社丹商
株式会社チュウオー
T3合同会社
デイサービス笑楽 北伊丹
デイサービス笑楽 三田
デイサービス笑楽 宝塚
TOYOTIRE株式会社 タイヤ技術センター
TOYOTIRE株式会社 本社
株式会社トッパンパッケージプロダクツ 伊丹工場
株式会社長澤建築
株式会社ナルトシザー
仁川運輸株式会社
西川産業株式会社三田営業所
株式会社ニチメイ不動産販売
株式会社日輝製作所
日興建設株式会社
株式会社ニッシン
日本メジフィジックス株式会社 兵庫工場
日本郵便株式会社 伊丹郵便局
日本郵便株式会社 川西北郵便局
日本郵便株式会社 宝塚郵便局
能勢電鉄株式会社
畠運送株式会社
株式会社はっけん カーブスイズミヤ多田
社会福祉法人正心会ハピネス川西作業所
株式会社HAREO STEP BY STEP
日立オートモティブシステムズ阪神株式会社

業種

【阪神北地域】
ホームページURL

建設業
製造業
製造業
医療、福祉

http://www.taiseikensetsu.co.jp
http://www.d-metal.co.jp
https://takashimasangyou.com/
http://www.takarazuka-mcoop.net/
生活関連サービス・娯楽業 http://www.takarazuka-gc.or.jp
卸売・小売業
http://www.takeden.co.jp/
卸売・小売業
http://www.tamurayouki.co.jp
卸売・小売業
https://tansho.com
製造業
http://www.chuoms.co.jp
生活関連サービス・娯楽業

医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
製造業
製造業
製造業
建設業
製造業
運輸・郵便業
卸売・小売業
不動産業、物品賃貸業
製造業
建設業
製造業
製造業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
他のサービス業
医療、福祉
医療、福祉
製造業
日立オートモティブシステムズ阪神株式会社 三田第二事業所 製造業
特定非営利活動法人兵庫大阪ヒューマンホープ伊丹東有岡事業所 医療、福祉
株式会社ヒロコーヒー伊丹いながわ本部
卸売・小売業
生活関連サービス・娯楽業
福助グループ有限会社福助
株式会社フクユ
他のサービス業
株式会社富士熔工所
製造業
社会福祉法人宝成会 特別養護老人ホーム宝塚シニアコミュニティ 医療、福祉
株式会社北摂福祉研究所
医療、福祉
株式会社ホンダカーズ兵庫
卸売・小売業
株式会社マエナカスポーツ
卸売・小売業
丸永株式会社
卸売・小売業
生活関連サービス・娯楽業
ミズノスポーツサービス株式会社
ヤマトオートワークス株式会社 西大阪工場
他のサービス業
ヤンマー産業株式会社
卸売・小売業
株式会社 ゆずりは
医療、福祉
株式会社ユニライフ
建設業
株式会社 ヨシケイ ライブリー ヨシケイこうべ事業部 卸売・小売業
伊丹営業所
よねだ歯科医院
医療、福祉

https://www.fitsme.jp/shop_list/detail/shop/kansai/hyogo/sandafurora88

http://waraku.me
http://waraku.me
http://waraku.me
http://www.toyo-rubber.co.jp
http://www.toppan.co.jp
http://gk-corporation.com/
https://www.narutoscissors.co.jp/
https://nigawa-unyu.com/
http://www.nishikawa-nbc.co.jp
http://www.nichimei.com
http://www.nikkimfc.com/
http://nikkou-sanda.co.jp/
http://nissin-inc.co.jp/
https://www.nmp.co.jp/

https://noseden.hankyu.co.jp
http://hakken.co.jp/

http://www.hitachi-automotive-hs.co.jp/
http://www.hitachi-automotive-hs.co.jp/
兵庫県庁と内閣府に掲載
http://www.hirocoffee.co.jp/
http://www.fukusuke-group.com
http://www.fukuyu.jp/
https://www.fujiyoukousyo.com/
http://www.yoneda-hospital.com/takaraduka/

http://www.hokusetu-fukusi.co.jp
http://www.hondacars-hyogo.co.jp/
https://maenakasports.jimdo.com/
http://marunaga-feeds.co.jp/
http://www.mizuno-sports-service.co.jp
http://www.yaw.co.jp/
http://www.yanmar-s.co.jp/
http://www.yuzuriha.co.jp
https://www.uni-life.jp/
http://www.yoshikei.com
http://yoneda-dental.net/index.html

