兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
社会福祉法人あかね
株式会社 アクティブ
旭硝子株式会社 関西工場 尼崎事業所
アシックスジャパン株式会社
あしや喜楽苑
特定非営利活動法人芦屋市障がい児・者福祉会
公益社団法人芦屋市シルバー人材センター
アスモ株式会社尼崎ドライブスクール
株式会社アソシエ
尼崎医療生協 介護老人保健施設 ひだまりの里
尼崎医療生協病院
公益財団法人尼崎健康医療財団
尼崎交通事業振興株式会社
尼崎市職員厚生会
尼崎市モーターボート競走場
尼崎商工会議所
公益財団法人尼崎地域産業活性化機構
尼崎武庫川工業団地協同組合
尼崎北郵便局
尼崎理容美容専門学校
尼高運輸株式会社
尼神運輸株式会社
株式会社あらたか
株式会社アルスタック
株式会社いいなダイニング おにぎり家一粒西宮店

業種
医療、福祉
製造業
製造業
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉
他のサービス業
教育、学習支援業
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
運輸・郵便業
他のサービス業

【阪神南地域】
ホームページURL
http://www.e-akane.com/
http://www.activejapan.com/
http://www.agc.com/index2.html
http://www.asics.co.jp/
http://www.kirakuen.or.jp/
http://www.ashiya.midori.center/
http://www.sjc.ne.jp/ashiya
http://www.amagasaki-ds.co.jp/
http://associe.sub.jp
http://www.amagasaki.coop/jigyousyo/hidamari/

http://www.amagasaki.coop/byouin/
http://hccweb1.bai.ne.jp/hearty21/
http://atskk.jp
0

生活関連サービス・娯楽業

他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業

その他
運輸・郵便業
教育、学習支援業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
医療、福祉
医療、福祉
卸売・小売業
株式会社いいなダイニング クックデリ御膳武庫之荘店 卸売・小売業
株式会社いかりスーパーマーケット
卸売・小売業
社会福祉法人一羊会 すずかけ作業所
医療、福祉
一般社団法人ママズケア
医療、福祉
稲坂莫大小製造株式会社
製造業
井上ヒーター株式会社
製造業
株式会社岩田
医療、福祉
ウイングエンジニア株式会社
建設業
株式会社ウエルネス
他のサービス業
株式会社内村工務店
建設業
栄興電機工業株式会社
建設業
生活関連サービス・娯楽業
株式会社栄水化学
株式会社エーアンドキュー 就労移行支援事業所カイルア 医療、福祉
ＳＥＣカーボン株式会社
製造業
SKサポート株式会社
情報通信業
株式会社SCB
卸売・小売業
エヌエス・ジャパン株式会社
他のサービス業
株式会社エバメール化粧品
製造業
株式会社 縁
医療、福祉
社会福祉法人円勝会 第２シルバーコースト甲子園 医療、福祉
社会福祉法人円勝会 シルバーコースト甲子園
医療、福祉
社会福祉法人 円勝会 ドリーム甲子園
医療、福祉
医療法人桜美会さくらいデンタルクリニック
医療、福祉
大河内金属株式会社
製造業
株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ
製造業
大阪富士工業株式会社
製造業
株式会社小川電設
建設業

http://www.amacci.or.jp
http://www.ama-in.or.jp/
http://mukogawa-ip.jp/
0
https://www.amaribi.ac.jp/
http://www.amako.co.jp/
https://amashin-transport.co.jp/
http://www.arataka.co.jp/
http://arustak.com/
https://www.iina-dining.co.jp
https://www.iina-dining.co.jp
http://www.ikarisuper.com
0
http://www.mamascare.com
http://www.inasaka.co.jp/
www.ihc-japan.co.jp
http://kaigo-iwata.co.jp
https://www.wingengineer.co.jp/
http://wellness-kids.jp/
http://www.eikottg.co.jp/
https://www.eisui.co.jp
http://www.kailua.work/
http://www.sec-carbon.com/index.php
http://www.shinko-jp.com/business/sk-support/

https://herbindoll-scb.jp/
http://www.ns-japan.co.jp/
http://www.evermere.co.jp
houmonkaigoen.business.site
http://enshoukai.com/
http://www.ensyokai.com/sisetsu7.html
https://enshoukai.com/r/facility/dream_koushien/

http://www.sakurai-dent.com
http://www.okouchi.co.jp/
https://www.osaka-ti.co.jp/
https://www.ofic.co.jp/
http://www.ogawa-densetsu.com/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
音羽電機工業株式会社本社
医療法人伯鳳会 介護老人保健施設はくほう
学校法人 ＬＡＢＯ－Ｋ学園
社会福祉法人甲山福祉センター にしのみや苑
株式会社香山組
株式会社関西工事
関西メディア株式会社
株式会社神崎高級工機製作所
社会福祉法人かんでん福祉事業団
きしだ英語教室
極東開発工業株式会社
株式会社極東ブレイン
社会福祉法人きらくえん 特別養護老人ホーム喜楽苑

業種

製造業
医療、福祉
教育、学習支援業
医療、福祉
建設業
建設業
情報通信業
製造業
医療、福祉
教育、学習支援業
製造業
他のサービス業
医療、福祉
社会福祉法人きらくえん 特別養護老人ホームけま喜楽苑 医療、福祉
一般財団法人 近畿高エネルギー加工技術研究所 学術研究、専門・技術サービス業
株式会社クボタ 阪神工場武庫川事業所
製造業
株式会社クボタ 阪神工場尼崎事業所
製造業
株式会社クボタ 本社阪神事務所
製造業
株式会社クラウド
医療、福祉
学術研究、専門・技術サービス業
株式会社グリーンテック 尼崎営業所
グンゼスポーツ株式会社
生活関連サービス・娯楽業
社会福祉法人惠愛園
医療、福祉
株式会社慶和
建設業
株式会社ケー・シー・エス
卸売・小売業
上月合同会社
医療、福祉
株式会社コーナン・メディカル
医療、福祉
株式会社寿香寿庵
卸売・小売業
株式会社コニシステム
他のサービス業
不動産業、物品賃貸業
株式会社小林エステイト
株式会社サージ・コア
建設業
魚と燻製の店さんばんや
宿泊・飲食サービス業
坂本軌道工業株式会社
建設業
株式会社サップス
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業
株式会社三弘建築事務所
社会福祉法人三田谷治療教育院
医療、福祉
株式会社三和バネ
製造業
株式会社シールド
金融・保険業
株式会社JR西日本あいウィル
製造業
株式会社JR西日本テクシア
製造業
JCRファーマ株式会社 開発本部
製造業
JCRファーマ株式会社
製造業
シオノギ総合サービス株式会社 杭瀬事業所
製造業
株式会社指月電機製作所
製造業
株式会社ジブ
製造業
治部電機株式会社
製造業
社会医療法人中央会 介護老人保健施設 ローランド 医療、福祉
株式会社ジャパン・デリカ
卸売・小売業
株式会社ジャパン・トレーディング
卸売・小売業
株式会社ジャパン・フード・サービス
卸売・小売業
株式会社シュゼット・ホールディングス
卸売・小売業
医療法人財団樹徳会 上ヶ原病院
医療、福祉
株式会社小学館集英社プロダクション（芦屋市立美術博物館） 教育、学習支援業

【阪神南地域】
ホームページURL
http://www.otowadenki.co.jp
http://www.hakuho.or.jp
http://www.marmalade21.ed.jp
http://www.nishinomiyaen.jp
https://www.kayamagumi.co.jp
http://www.kansaikouji.jp
https://www.kansaimedia.co.jp
http://www.kanzaki.co.jp/
http://care-net.biz/28/ellehome/
https://school.mitsuhirokishida.com/
https://www.kyokuto.com/
http://www.fe-brain.com/
http://www.kirakuen.or.jp
http://www.kirakuen.or.jp/
https://www.ampi.or.jp

http://www.kubota.co.jp/
0
https://www.green-t.co.jp
http://www.gunzesports.com
https://orangegroup-swc.com
http://www.keiwa-rinyu-aru.com/
http://c-kcs.co.jp
http://www.konan.com/
http://www.kotobukikoujyuan.co.jp
http://konisystem.com/
http://www.kobayashi-estate.com/
http://sagecorps.co.jp/
https://3banya.com/
https://sakamoto-kidou.co.jp/
http://sa-ps.jp/
http://sanko-ae.co.jp
http://sandaya.or.jp/
http://sanwabane.com
0
http://www.jrw-iwill.co.jp/
http://www.techsia.co.jp/
http://www.jcrpharm.co.jp/
http://www.jcrpharm.co.jp/
http://www.shionogi.co.jp/
http://www.shizuki.co.jp
http://www.jib.ne.jp
http://www.jibu.co.jp
http://www.chuoukai.or.jp/roland/
http://www.japanfoodservice.co.jp
http://www.japanfoodservice.co.jp
http://www.japanfoodservice.co.jp
http://www.suzette.co.jp/
http://www.uegahara.net
http:/www.shopro.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
社会福祉法人聖徳園 いまづ聖徳園
社会福祉法人聖徳園 養護老人ホーム和風園
株式会社 翔陽
株式会社シンエイ
新教育総合研究会株式会社
心幸ウェルネス株式会社
心幸株式会社
心幸クリエイト株式会社
神鋼建材工業株式会社
心幸サービス株式会社
心幸ホールディングス株式会社
神東塗料株式会社尼崎事業所
特定非営利活動法人シンフォニー
新明和商事株式会社
新リンパ小倉整体院
株式会社スイカン本店
株式会社すかいらーく 西宮MDセンター
杉原紙器産業株式会社
住田建設株式会社
株式会社成友
有限会社清菱
2nd Table合同会社
株式会社摂津
株式会社摂津清運
株式会社千寿堂
第一建設機工株式会社
大栄環境株式会社 西宮事業所
大昌精機株式会社
株式会社ダイドーコーポレーション
大日通信工業株式会社
大日電子株式会社
髙丸工業株式会社
株式会社たけでん 尼崎営業所
社会医療法人中央会尼崎中央病院

業種

医療、福祉
医療、福祉
製造業
建設業
教育、学習支援業
他のサービス業
卸売・小売業
卸売・小売業
製造業
卸売・小売業
他のサービス業
製造業
教育、学習支援業
不動産業、物品賃貸業
医療、福祉
建設業
宿泊・飲食サービス業
製造業
建設業
建設業
他のサービス業
宿泊・飲食サービス業
他のサービス業
他のサービス業
製造業
建設業
他のサービス業
製造業
建設業
建設業
製造業
製造業
卸売・小売業
医療、福祉
社会医療法人中央会介護老人保健施設なにわローランド 医療、福祉
株式会社月城商運
運輸・郵便業
株式会社つばさ商会
製造業
株式会社TNSカンパニー
医療、福祉
TMG株式会社
製造業
デイサービス笑楽 西宮名塩
医療、福祉
株式会社デジプレート
情報通信業
学校法人鉄鋼学園
教育、学習支援業
寺本運輸倉庫株式会社
運輸・郵便業
株式会社テラモトエンタープライズ
不動産業、物品賃貸業
株式会社TERIC
製造業
東亜バルブエンジニアリング株式会社
製造業
有限会社トーメー
他のサービス業
特定非営利活動法人 輪っ子
医療、福祉
株式会社特発三協製作所
製造業
社会福祉法人甲山福祉センター 特別養護老人ホーム甲寿園 医療、福祉
生活関連サービス・娯楽業
株式会社ドリーム観光サービス
内藤建設興業株式会社
建設業

【阪神南地域】
ホームページURL
http://www.shotokuen.or.jp/project/korei/imazu.html

www.syoyo.info
http://scene-a.com
http://www.canpass-kobetsu.com/
http://www.shinko-jp.com/business/shinko-wellness/

http://www.shinko-jp.com/business/shinko/
http://www.shinko-jp.com/business/shinko-create/

http://www.shinkokenzai.co.jp/
http://www.shinko-jp.com/business/shinko-service/

http://www.shinko-jp.com
http://www.shintopaint.co.jp/
http://npos.cc/
http://www.shinmaywa-shoji.co.jp/
http://www.suikan.co.jp

http://www.e-sumita.co.jp/
https://www.seiyu-amagasaki.com/
http://seiryo-1.jp/
https://2ndtable.com
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www.senjudo.co.jp
https://www.dai1-sep.com
http://www.dinsgr.co.jp/
https://www.daishoseiki.co.jp/
https://dt.daido.gr.jp/
https://www.dainichitsuushinkougyo.com/
https://www.dainichidenshi.co.jp/
https://www.takamaru.com/
http://www.takeden.co.jp/
http://www.chuoukai.or.jp/
http://www.chuoukai.or.jp
https://www.tsukishiro.biz/
https://www.tsubasa-shokai.com/
http://www.tnscompany.co.jp/
http://www.tmg2109.com/
http://waraku.me
https://www.digiplate.co.jp/
https://www.sangitan.ac.jp/
http://www.besteck-teramoto.co.jp/
http://www.besteck-teramoto.co.jp/
http://www.jte-ih.com/
http://www.toavalve.co.jp
https://www.beito1ban.com
http//wakko.moo.jp/2945/

http//wakko.moo.jp/3905/

http://www.tokuhatsu-sankyo.co.jp/
http://kojyuen.jp
http://dreamtravel.co.jp/
HPなし

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称

業種

医療法人社団裕和会 長尾クリニック
永澤介護福祉株式会社
株式会社ナカノテック
ナチュラルスマイル西宮北口歯科
学校法人 仁川学院
西川産業株式会社尼崎営業所
社会福祉法人西宮市社会福祉協議会
西宮東郵便局
西宮郵便局
日油株式会社 尼崎工場
日興油脂株式会社
ニッシンコーポレーション株式会社
日本製鉄株式会社 瀬戸内製鉄所 阪神地区（神崎）
日成化学鍍金工業株式会社
日鉄ステンレスアート株式会社
ＮＩＰエンジニアリング株式会社
日本盛株式会社
日本電子材料株式会社
日本郵便株式会社 尼崎郵便局
株式会社ニューテック
株式会社のぞみ
NPO法人ハートフル
株式会社ハウジングスタッフ
社会福祉法人博愛福祉会 サンホームあまがさき
株式会社羽衣組
長谷川電機工業株式会社
株式会社林兼合金鋳工所
株式会社原田工業所
株式会社阪神技術研究所
阪神ケーブルエンジニアリング株式会社
阪神佐藤興産株式会社
株式会社阪神調剤薬局
阪神保険サービス有限会社
阪神友愛食品株式会社
株式会社ビィー・プランニング
BASFジャパン株式会社 尼崎研究開発センター
株式会社日賀鉄工所
株式会社ビッグバレーインターナショナル
学校法人 兵庫医科大学
兵庫県競馬組合
兵庫県生涯学習インストラクターの会阪神ブロック
兵庫トランスポート株式会社
平井工業株式会社
平尾電工株式会社
医療法人 広川歯科医院
ファイブ工業株式会社
株式会社フィッシングマックス
フェイス株式会社
株式会社フジ・データ・システム
株式会社フジナガ
ふたば社会保険労務士法人
株式会社プランツ・キューブ

医療、福祉
医療、福祉
製造業
医療、福祉
他のサービス業
卸売・小売業
医療、福祉
運輸・郵便業
運輸・郵便業
製造業
製造業
建設業
製造業
製造業
製造業
建設業
製造業
製造業
運輸・郵便業
建設業
他のサービス業
医療、福祉
不動産業、物品賃貸業
医療、福祉
建設業
製造業
製造業
建設業
製造業
建設業
建設業
卸売・小売業
金融・保険業
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業
学術研究、専門・技術サービス業

製造業
情報通信業
他のサービス業
公務
他のサービス業
運輸・郵便業
製造業
建設業
医療、福祉
卸売・小売業
卸売・小売業
金融・保険業
情報通信業
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業

医療、福祉

【阪神南地域】
ホームページURL
http://www.nagaoclinic.or.jp/
https://www.nakanotec.co.jp/
http://naturalsmile.jp
http://www.nigawa.ac.jp
http://www.nishikawa-nbc.co.jp
http://www.n-shakyo.jp/

http://www.nof.co.jp
hrrp:www.nikko-yushi.co.jo
http://www.nisshin-corp.co.jp/
https://www.nipponsteel.com/works/setouchi/hanshin-kanzaki/about/access.html

http://www.nissei-mp.co.jp
https://www.ms-art.co.jp/
https://www.nip-eng.co.jp
http://www.nihonsakari.co.jp/index.shtml
http://www.jem-net.co.jp
http://www.new-tech.jp
http://jidouday-nozomi.com/
http://npo-heartful.org/
http://www.housingstaff.com/
https://hinode.or.jp/amagasaki/
http://www.hagoromoweb.co.jp/
http://www.hasegawa-elec.co.jp
http://www.enak.co.jp

https://hce.hanshin.co.jp
http://hskk.co.jp
http://www.hanshin.holdings
http://www.tmn-agent.com/fukui/
http://www.hanshin-yuai.co.jp
https://www.beplanning.co.jp/
https://www.basf.com/jp/ja.html
https://bvi.jp/
https://www.corp.hyo-med.ac.jp
http://www.sonoda-himeji.jp
https://r.goope.jp/hansinblok/info/3593558

http://www.hyogo-transport.com/
http://www.hiraken.com
http://www.hiraodenko.co.jp/
http://hirokawa-dc.com/
https://fishingmax.co.jp/
http://www.faith1.co.jp
http://www.fdsnet.co.jp/
https://www.fujinaga810.co.jp
https://www.futaba-sr.com
http://plants-cube.o.oo7.jp/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
株式会社ブルーテック
一般社団法人ふるさと
古野電気株式会社
株式会社平和堂 アル・プラザつかしん
ヘルスプロダクト株式会社
学校法人報徳学園
株式會社豊和
北斗電子工業株式会社
堀部運送株式会社
本庄運送株式会社
株式会社マスト
松本産業株式会社
丸善石鹸株式会社
株式会社丸山工業所
株式会社 丸与商店
株式会社みつば電気
三菱電機ライフサービス株式会社 伊丹支店
株式会社ミュウシード
学校法人武庫川学院
明治安田生命保険相互会社 阪神支社
医療法人明和病院
株式会社めばえ
株式会社ヤジマ 竜宮ケアサービス
株式会社ヤマサ環境エンジニアリング
株式会山澤工房
山手夢保育園
株式会社山村製壜所
合同会社ゆいの浜
有料老人ホーム 武庫之荘さくら
株式会社 ヨシケイ ライブリー ヨシケイこうべ事業部
株式会社ヨシダ商事運輸
株式会社利生 就労継続支援施設てんとうか
株式会社六甲工芸社
ワイエスフィルタージャパン株式会社
株式会社ワイズテック

業種
運輸・郵便業
医療、福祉
製造業
卸売・小売業
医療、福祉
教育、学習支援業
製造業
製造業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
医療、福祉
他のサービス業
他のサービス業
製造業

【阪神南地域】
ホームページURL
http://www.besteck-teramoto.co.jp/
http://furusato-amagasaki.com/
https://www.furuno.co.jp
hw144000＠heiwado.co.jp
https://healthproduct.jp/
http//www.hotoku.ac.jp
http://kk-howa.co.jp/
http://www.hokuto-ele.co.jp/
http://www.horibe-unso.co.jp/
https://mastocare.net/
http://www.matsumoto-co.jp/
http://www.maruyama-frosting.co.jp

生活関連サービス・娯楽業

卸売・小売業
他のサービス業
医療、福祉
教育、学習支援業
金融・保険業
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
他のサービス業
他のサービス業
医療、福祉
製造業
医療、福祉
医療、福祉
北兵庫営業所
卸売・小売業
運輸・郵便業
医療、福祉
製造業
製造業
建設業

http://www.mitsubadenki.co.jp
http://www.mdlife.co.jp
https://mew-seed.com/facility/higasinanamatsu/

http://www.mukogawa-u.ac.jp/
http://www.meiwa-hospital.com/
http://www.mebae-mebae.com
http://www.yamasaeco.co.jp
https://yamazawa-kobo.com/
http://www.yumekoubou.or.jp/hoiku/yamayume/page1/main.html

http://www.yamamura.co.jp/yamabin/
http://www.kaigo-iwata.co.jp/index.php
http://www.yoshikei.com
http://www.yoshidashoji.co.jp/

https://ysfilter.co.jp
http://www.wise-house.jp/

