兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
株式会社アークニクス
株式会社 アーサ
株式会社Archer
アーバンライフ株式会社
株式会社アールイーコンセプト
株式会社アイオー精密 神戸工場
アイクラフト株式会社
Ｉ・ＮＥＳＴ有限会社
株式会社 アイネットファクトリー
医療法人愛和会
株式会社 青粒
一般社団法人赤とんぼ
医療法人 アキラ矯正歯科クリニック
アクサ生命保険株式会社 神戸支社
アサヒ飲料株式会社 六甲工場
朝日ゴルフ株式会社
医療法人社団旭診療所
株式会社アシックス 本社
株式会社アストリーツーコーポレーション
株式会社 アストレ
アズリック株式会社
株式会社atlife
株式会社アップワーズ
株式会社ａｎｉｍｏ
アフラック神戸総合支社
あるく社会保険労務士法人
株式会社淡路屋
株式会社安信
あんしん病院
株式会社いいなダイニング クックデリ御膳板宿店

業種
医療、福祉
建設業
他のサービス業
不動産業、物品賃貸業
医療、福祉
製造業
情報通信業
金融・保険業
建設業
医療、福祉
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉
金融・保険業
製造業
卸売・小売業
医療、福祉
製造業

【神戸地域】
ホームページURL

http://www.arcnics.co.jp/
http://www.a-sa.co.jp/
https://www.brenzahotel.jp
https://www.urbanlife.co.jp/
http://www.reconcept.jp
http://www.aio-precision.co.jp
http://www.icraft.jp/
http://www.inest.co.jp/
http://www.inet-factory.co.jp
http://www.kanazawa-hospital.jp
http://www.831831.co.jp
http://akatonbo-tarumi.or.jp/
https://www.akirakyousei.com/
https://www.axa.co.jp/company/hpm/
http://www.asahiinryo.co.jp/
https://www.asahigolf.co.jp/
http://asunaro-asahi.com
http://www.asics.co.jp/
生活関連サービス・娯楽業 http://astory-two.com/test2/
医療、福祉
yoshida-shinkyuseikotuin.com
医療、福祉
https://azlic.co.jp/
医療、福祉
www.kato-ss.jp
建設業
https://www.upwards.co.jp
他のサービス業
http://bni-hs.com/
金融・保険業
http://www.aflac.co.jp/
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.arc-sr.jp/
製造業
https://www.awajiya.co.jp/
卸売・小売業
http://ansin-bousai.com/
医療、福祉
http://www.anshin-hospital.jp
卸売・小売業
https://www.iina-dining.co.jp
株式会社いいなダイニング クックデリ御膳須磨パティオ店 卸売・小売業
https://www.iina-dining.co.jp
株式会社いいなダイニング クックデリ御膳垂水店 卸売・小売業
https://www.iina-dining.co.jp
株式会社いいなダイニング クックデリ御膳デュオ神戸店 卸売・小売業
https://www.iina-dining.co.jp
医療法人社団医新会 レイ眼科クリニック
医療、福祉
http://www.rayclinic.net
不動産業、物品賃貸業 http://www.ichinen.co.jp/
株式会社イチネン 神戸支店
株式会社イナハラ
卸売・小売業
http://www.inahara.co.jp
伊福精密株式会社
製造業
http://www.ifukuseimitsu.com/
株式会社 今井商店
卸売・小売業
http://www.imaikwc.co.jp/
生活関連サービス・娯楽業 http://www.imamurakagaku.co.jp/
株式会社今村化学工業白蟻研究所
税理士法人 入江会計事務所
学術研究、専門・技術サービス業 http://irie-office.com
株式会社ウェイズ
建設業
http://www.ways-wp.co.jp/
株式会社WebClimb
情報通信業
https://www.webclimb.co.jp/
社会医療法人榮昌会 吉田病院
医療、福祉
http://www.yoshida-hp.or.jp
有限会社エグゼ
教育、学習支援業
http://www.kyoiku-kukan-exe.jp/
特定非営利活動法人エコグループ
他のサービス業
エコックス株式会社
製造業
https://www.ecox.jp/
株式会社SRC
他のサービス業
株式会社SRCパートナーズ
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業
株式会社SRCマネジメント
エスパティオスポーツクラブ
他のサービス業
http://www.s-patio.jp
株式会社エヌエスケーケー
卸売・小売業
https://nskk.ne.jp/
株式会社NTTフィールドテクノ関西支店兵庫営業所 情報通信業
http://www.ntt-ft.jp/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
株式会社エマーテック
株式会社MLS
大窪精機工業株式会社
株式会社大阪アサヒメタル工場
大阪ガス株式会社 兵庫導管部
大塚製薬株式会社 神戸支店
株式会社 大野社
株式会社大森廻漕店
株式会社おがわ
株式会社奥谷金網製作所
株式会社 オゾネ
尾原病院
税理士法人オフィス・サポート
オリバーソース株式会社
介護老人福祉施設ぽー愛
介護老人保健施設アネシス御影
介護老人保健施設シルバーステイあじさい
医療法人康雄会 介護老人保健施設すばる魚崎の郷
角一ゴム工業株式会社
春日病院
加藤海運株式会社
株式会社カナエ 神戸工場
株式会社アソビゴエ
株式会社LASS
株式会社かんぽ生命保険神戸支店
株式会社加美乃素本舗
合資会社亀井鉄工所
株式会社カラーズ
カルデリス株式会社 神戸事務所
カルナバイオサイエンス株式会社
カルモ鋳工株式会社
川崎重工業株式会社 西神戸工場
株式会社河田鉄工所
株式会社河野鉄工所
株式会社カワムラサイクル
ニッタテクノソリューションズ株式会社
関西建設工業株式会社
関西造園土木株式会社
関西タクト株式会社
関西電力送配電株式会社 兵庫支社
関西図書印刷株式会社 神戸工場
株式会社春夏秋冬
北野坂 か和うそCafe
社会福祉法人吉祥会
株式会社Kids Developer
義勇梱包株式会社
共栄株式会社
共栄印刷株式会社
株式会社共栄社マナベ
有限会社共栄ビルテクノ
株式会社協同病理
協同薬品工業株式会社

業種
情報通信業

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.emertech.co.jp/

生活関連サービス・娯楽業 http://2468.co.jp/

製造業
製造業

http://www.asahimetal.co.jp/
http://www.osakagas.co.jp
製造業
http://www.otsuka.co.jp
製造業
http://www.ohnosha.co.jp
他のサービス業
http://www.omori-kaisoten.jp
建設業
http://www.reform-ogawa.co.jp/
製造業
http://www.okutanikanaami.co.jp
不動産業、物品賃貸業 https://hon-ozone.jp/
医療、福祉
http://www.tsukasakai.jp/
学術研究、専門・技術サービス業 https://www.office-support.info/
製造業
http://oliversauce.com
医療、福祉
http://www.meirinfukushi.or.jp/po-ai/
医療、福祉
http://www.yasosima.com/
医療、福祉
http://www.hokuto-hp.or.jp
医療、福祉
http://www.uozakinosato.jp
製造業
http://www.kakuichi-gomu.co.jp
医療、福祉
http://www.kasuga.gr.jp/
運輸・郵便業
http://kato-kaiun.co.jp
他のサービス業
https://www.kk-kanae.jp/
医療、福祉
https://asobigoe.jp/
建設業
http://www.k-lass.com
金融・保険業
https://www.jp-life.japanpost.jp/
製造業
https://www.kaminomoto.co.jp
製造業
http://k-kamei.co.jp
卸売・小売業
https://www.colorzoo.com/
製造業
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.carnabio.com/
製造業
http://karumo.com/
製造業
http://www.khi.co.jp/kpm/index.html
製造業
http://kawata-tec.co.jp
製造業
https://k-iw.com
製造業
http://www.kawamura-cycle.co.jp
卸売・小売業
http://www.kansai-kako.co.jp
建設業
http://www.kanken-cop.co.jp
建設業
https://www.kanzo.com
建設業
http://www.k-takt.co.jp/
電気・ガス・熱供給・水道業 https://www.kansai-td.co.jp
製造業
0
宿泊・飲食サービス業 https://www.at-ml.jp/71824/
宿泊・飲食サービス業 https://www.kawausocafe.com
医療、福祉
http://hatanosato.or.jp
教育、学習支援業
https://kid-academy.jp/
他のサービス業
http://www.giyupacking.com
製造業
http://www.kyoyei.com/
製造業
https://www.kyoeiprinting.jp/
建設業
なし
他のサービス業
http://www.k-b-t.jp/
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.kbkb.jp
医療、福祉
電気・ガス・熱供給・水道業

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
社会福祉法人きらくえん KOBE須磨きらくえん
キリンビールマーケティング株式会社
近畿開発株式会社
株式会社きんでん神戸支店
株式会社グッドプランニング
株式会社グランデ
クリーンテックス・ジャパン株式会社
株式会社クリエイト兵庫
一般社団法人クリエイト兵庫
株式会社グレース
株式会社Crevice Factory
黒住電気工事株式会社
ケアハウス シェ・モア
株式会社ケイアールティー
株式会社ケイエスエス
社会福祉法人恵泉寮
医療法人社団恵友会
株式会社ケーエスケー 兵庫営業部
医療法人社団 顕鐘会 神戸百年記念病院
医療法人社団健心会
株式会社 合食
株式会社合食
一般財団法人甲南会 甲南介護老人保健施設
学校法人甲南学園
甲南ユーテイリテイ株式会社
神戸医療生活協同組合
神戸医療生活協同組合 いたやどクリニック
神戸医療生活協同組合 神戸協同病院
特定非営利活動法人神戸オレンジの会
社会福祉法人神戸海星会
神戸海星女子学院大学
医療法人財団 神戸海星病院
神戸学院大学
神戸カムテクノ株式会社
神戸健康共和会
神戸弘陵学園高等学校
株式会社神戸国際会館
株式会社神戸サンソ
神戸システムエンジニアリング株式会社
株式会社神戸酒心館
神戸商工会議所
神戸新聞興産株式会社
株式会社神戸新聞社
神戸スタンダード石油株式会社
株式会社 神戸製鋼所 神戸総合技術研究所
株式会社神戸製鋼所 神戸本社
社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団
株式会社神戸設計ルーム
社会福祉法人神戸中央福祉会 特別養護老人ホーム塩屋さくら苑

株式会社神戸デジタル・ラボ
神戸電鉄株式会社
社会福祉法人神戸の風

業種
医療、福祉
卸売・小売業
建設業
建設業
卸売・小売業
卸売・小売業
製造業
医療、福祉
卸売・小売業
医療、福祉
情報通信業
建設業
医療、福祉
運輸・郵便業
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉
卸売・小売業
卸売・小売業
医療、福祉
教育、学習支援業
他のサービス業
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
教育、学習支援業
医療、福祉
教育、学習支援業
製造業
医療、福祉
教育、学習支援業
不動産業、物品賃貸業
卸売・小売業
製造業
製造業
他のサービス業
他のサービス業
情報通信業
卸売・小売業
製造業
製造業
医療、福祉
学術研究、専門・技術サービス業

医療、福祉
情報通信業
運輸・郵便業
医療、福祉

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.kirakuen.or.jp/
http://www.kirin.co.jp/company/kbm/
http://www.kinkikaihatsu.co.jp/
http://www.kinden.co.jp/
http://www.goodplanning.co.jp
http://www.et-grande.com
http://www.kleen-tex-japan.co.jp/
http://create-hyogo.com/pc/
0
http://www.kobe-busicolle.net/grace/index

https://cre-f.co.jp
http://www.kurozumi-ew.co.jp/
http://www.chez-moi.jp
http://kss-co.jp
http://keisenryo.com/
http://www.kubomizuki.or.jp
https://www.web-ksk.co.jp/
www.kobe-century-mh.or.jp
http://www.hokuto-hp.or.jp
https://www.goshoku.co.jp/
https://corp.goshoku.co.jp/
http://www.kohnan.or.jp/kohnan_hoken/
https://www.konan-u.ac.jp/
http://www.kucl.com/
http://www.kobe-iseikyo.or.jp/about.html

http://www.kobe111.jp
http://www.kobe-kaiseikai.com
https://www.kaisei.ac.jp/
http://www.kobe-kaisei.org/
http://www.kobegakuin.ac.jp
http://www.k-ct.co.jp/
http://www.k-kyowakai.or.jp/eastkobehp/index.html

http://www.kobe-koryo.ed.jp
http://www.kih.co.jp/
http://www.kobe-sanso.co.jp/
http://www.kse.co.jp/index.html
https://enjoyfukuju.com/
http://www.kobe-cci.or.jp
http://www.kobeshimbunkousan.com/
http://www.kobe-np.co.jp/
http://www.kobe-standard-sekiyu.co.jp/
http://www.kobelco.co.jp/
https://www.kobelco.co.jp/
http://www.kobeseirei.or.jp
http://www.kobe-sekkei.co.jp
0
https://www.kdl.co.jp/
http://www.shintetsu.co.jp/
http://www.ch-minamikaze.com

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
神戸ビズサポート株式会社
神戸日野自動車株式会社
株式会社神戸風月堂
神戸フーズ株式会社

業種

他のサービス業
卸売・小売業
製造業
製造業
社会福祉法人神戸福生会 特別養護老人ホーム永栄園 医療、福祉
株式会社コウベ・プレシアス・パール
製造業
医療法人社団 南淡千遙会 神戸平成病院
医療、福祉
神戸ポートタワーホテル
宿泊・飲食サービス業
株式会社神戸ポートピアホテル
宿泊・飲食サービス業
株式会社神戸ポートリサイクル
他のサービス業
株式会社神戸マツダ
卸売・小売業
神戸ヤクルト販売株式会社
卸売・小売業
社会福祉法人神戸老人ホーム
医療、福祉
株式会社神防社
建設業
医療法人康雄会 介護老人保健施設ケアホームすばる 医療、福祉
光洋電機株式会社
卸売・小売業
電気・ガス・熱供給・水道業
株式会社洸陽電機
公立学校共済組合神戸宿泊所
宿泊・飲食サービス業
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 兵庫支部 港湾職業能力開発短期大学校神戸校 教育、学習支援業
光和管財株式会社
他のサービス業
株式会社コープ環境サービス
他のサービス業
コガセ工業株式会社
建設業
株式会社伍魚福
製造業
社会福祉法人こころの家族 故郷の家・神戸
医療、福祉
株式会社 御所坊
宿泊・飲食サービス業
医療法人社団伍仁会
医療、福祉
一般社団法人ことばの道
医療、福祉
コベルコビジネスパートナーズ株式会社
他のサービス業
コムネット株式会社
卸売・小売業
こやまクリニック
医療、福祉
ゴンチャロフ製菓株式会社
製造業
ゴンチャロフ製菓株式会社 御影工場
製造業
株式会社Compass
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業
サイエンスマイクロ株式会社
株式会社さくらケーシーエス
情報通信業
株式会社サツマ薬局
卸売・小売業
株式会社サニー
他のサービス業
一般財団法人サニーピア医療保健協会
医療、福祉
株式会社サンヴィレッジ
医療、福祉
株式会社サンエース
卸売・小売業
株式会社三協パーツ商会
卸売・小売業
サン神戸ウォーターサプライ株式会社
製造業
三伸工業株式会社
卸売・小売業
サンナッツ食品株式会社
製造業
三祐木材株式会社
卸売・小売業
株式会社サンワ商会
他のサービス業
生活関連サービス・娯楽業
株式会社sea
ジィ・アンド・ジィ株式会社
情報通信業
有限会社 シーズ
生活関連サービス・娯楽業
株式会社シーズ不動産販売
不動産業、物品賃貸業
生活関連サービス・娯楽業
株式会社G・YOUプランニング
株式会社シーレフト
建設業

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.kobe-hino.co.jp/
http://www.kobe-fugetsudo.co.jp/
0
http://www.kobe-fukuseikai.com/
http://kobepp.com/index.html
https://kobehp.jp/
http://www.kobe-porttower-hotel.com/
https://www.portopia.co.jp/
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www.mazda-hgr.co.jp/
http://www.kobe-yakult.co.jp
http://www.krh-sumiyoshi.com/
http://kobosha.com/
http://carehome-subaru.jp/
http://www.koyodenki.co.jp/
http://www.koyoelec.com/
http://www.rokkoso.com/
http://www3.jeed.or.jp/hyogo/college/
http://kowa-kanzai.co.jp/
https://www.coop-kankyo.co.jp/
http://kogase.com
http://www.gogyofuku.co.jp/
http://www.kokorono.or.jp/
http://goshoboh.com/
http://www.kobe-okamoto-cl.jp/
https://www.kobelco-kbp.jp
https://www.comnet-network.co.jp
http://www.hmk-clinic.com
https://www.goncharoff.co.jp/
https://www.goncharoff.co.jp
https://corp.choice-career.com/
http://s-micro.com
http://www.kcs.co.jp/
http://www.320320.net/index.html
http://www.sani.jp/
http://www.sunny-pier.or.jp/
http://sun-village.net
http://www.sunace-net.com
htttps://sankyoparts.com
http://www.kobemaro.com
http://www.sansin-ind.jp
sunnuts.co.jp
http://sanyumokuzai.com/
http://www/tmsanwa.co.jp
www.pearlplus.jp
http://www.GandG.co.jp
http://www.seeds-f.com
http://kobe-ecodonya.com/
https://www.kobe-busicolle.net/sealeft/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
JA西日本くみあい飼料株式会社
JCRファーマ株式会社 室谷工場
ジェミックス株式会社
シグノード株式会社
医療法人社団慈恵会新須磨病院
シスメックス株式会社
株式会社清水設計事務所
社会保険労務士ニシモト事務所
社会保険労務士法人 パール社労士オフィス
株式会社ジャム・デザイン
就労移行支援事業所サンヴィレッジ三ノ宮センター
株式会社シュテルン神戸中央
特定非営利活動法人じゅら
学校法人上智学院六甲学院中学校・高等学校
情報セキュリティ株式会社
シン・エナジー株式会社
社会福祉法人晋栄福祉会 神戸垂水ちどり
シンエーフーヅ株式会社
株式会社シンキ 神戸本社
神姫商工株式会社 明石工場
神姫商工株式会社 神戸工場
神姫商工株式会社 西神工場
神姫ゾーンバス株式会社
神姫バス株式会社 明石営業所
神姫バス株式会社 神戸営業所
神姫バス株式会社 神戸市バス落合営業所
神姫バス株式会社 神戸市バス西神営業所
神姫バス株式会社 西神営業所
株式会社CiNK
神鋼安全衛生協力会連合会

業種
製造業
製造業
製造業
卸売・小売業
医療、福祉
製造業

【神戸地域】
ホームページURL

https://www.ja-nishikumi.co.jp
http://www.jcrpharm.co.jp/
http://www.jemix.co.jp/index.html
http://www.signode.co.jp/
http://www.jikeikai-group.or.jp
http://www.sysmex.co.jp/
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.smdo.co.jp
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.sr-nishimoto.com/
学術研究、専門・技術サービス業 http://pearl-office.com/
情報通信業
http://www.jam-design.jp/
医療、福祉
http://sun-village.net
卸売・小売業
https://stern-kobechuo.com/
医療、福祉
http://www.jura-youyou.com/
教育、学習支援業
http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html
情報通信業
https:/isec.ne.jp
卸売・小売業
https://www.symenergy.co.jp/
医療、福祉
https://www.chidori.or.jp/
生活関連サービス・娯楽業 http://shin-ei-foods.co.jp/
建設業
http://www.e-shinki.co.jp/
他のサービス業
http://www.shinkishoko.jp/
他のサービス業
http://www.shinkishoko.jp/
他のサービス業
http://www.shinkishoko.jp/
運輸・郵便業
運輸・郵便業
http://www.shinkibus.co.jp
運輸・郵便業
http://www.shinkibus.co.jp
運輸・郵便業
http://www.shinkibus.co.jp
運輸・郵便業
http://www.shinkibus.co.jp
運輸・郵便業
http://www.shinkibus.co.jp
情報通信業
https://cink-j.com/
製造業
株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス 神戸事業所 建設業
http://www.shinkoen-m.jp
株式会社神鋼エンジニアリング＆メンテナンス
建設業
http://www.shinkoen-m.jp
神鋼環境メンテナンス株式会社
製造業
http://www.kobelco-eco.co.jp/skm/
神港通運株式会社
運輸・郵便業
http://www.shinkoexp.co.jp/
新光電子株式会社 関西事業所
製造業
http://www.vibra.co.jp/
不動産業、物品賃貸業 http://www.kobelco2103.jp
神鋼不動産株式会社
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.shindoboku.co.jp/
株式会社 新土木開発コンサルタント
医療法人仁風会 小原病院
医療、福祉
http://www.ohara-hospital.jp/
株式会社神明ホールディングス 本社
卸売・小売業
http://www.akafuji.co.jp/
新明和工業株式会社 航空機事業部
製造業
http://www.shinmaywa.co.jp
新明和ハートフル株式会社
他のサービス業
https://www.shinmaywa.co.jp/heartful/
社会福祉法人すいせい
医療、福祉
https://www.sfsuisei.org/
株式会社ズーム
卸売・小売業
http://zoom-kobe.co.jp/
学術研究、専門・技術サービス業 http://xooms.co.jp/
株式会社ズームス
生活関連サービス・娯楽業 https://sca-le.co.jp
株式会社scale
株式会社鈴与カーゴネット滋賀 神戸営業所
運輸・郵便業
https://www.suzuyo-scn.co.jp/
スターハイヤー株式会社
他のサービス業
http://senk.jp
角南商事株式会社
卸売・小売業
http://www.sunami.co.jp/
株式会社ＳＮＯＷ ＰＬＵＭ
医療、福祉
http://www.unikaigo.jp
株式会社SMILE PLACE
医療、福祉
http://www.smile-place.com
住友ゴム工業株式会社 本社
製造業
http://www.srigroup.co.jp/
住友生命保険相互会社 神戸支社 扇花支部
金融・保険業
http://www.sumitomolife.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
住友生命保険相互会社 神戸支社
有限会社すみれ建築工房
生活協同組合コープこうべ
西神中央法律事務所
株式会社 セラピット
株式会社扇弘興産
センコー株式会社西神戸ＰＤセンター

業種
金融・保険業
建設業
卸売・小売業
学術研究、専門・技術サービス業

医療、福祉
他のサービス業
運輸・郵便業
一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 兵庫事務所 他のサービス業
千寿製薬株式会社 神戸イノベイティブセンター
医療、福祉
全農兵庫 施設生活部生活課
複合サービス事業
株式会社 ぜんまい
他のサービス業
ソイル株式会社
建設業
株式会社総合印刷高永
製造業
双和化学産業株式会社
製造業
学術研究、専門・技術サービス業
ソーシャルアドバンス株式会社
株式会社ソーラー
製造業
ソックコウベ株式会社
卸売・小売業
ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 神戸支社
金融・保険業
第一電子株式会社
卸売・小売業
大栄環境運輸株式会社
他のサービス業
大栄環境エンジニアリング株式会社
他のサービス業
大栄環境株式会社トライアール事業所
製造業
大栄環境株式会社 本部
他のサービス業
大栄環境株式会社 六甲リサイクルセンター
他のサービス業
大協企業株式会社
他のサービス業
社会福祉法人大慈厚生事業会 特別養護老人ホーム大慈智音園 医療、福祉
株式会社大水 神戸支社
卸売・小売業
学術研究、専門・技術サービス業
太星技建株式会社
ダイドードリンコ株式会社西日本第一営業部 神戸オフィス 卸売・小売業
大日本住友製薬株式会社 神戸支店
製造業
株式会社タイホーコーザイ 神戸支店
製造業
株式会社大丸松坂屋百貨店大丸神戸店
卸売・小売業
太陽刷子株式会社
製造業
生活関連サービス・娯楽業
株式会社大和研装社
大和リース株式会社神戸支店
建設業
たかぎ歯科医院
医療、福祉
株式会社タカシマ
建設業
タカヤマ株式会社
製造業
株式会社高山商店（神戸営業所）
卸売・小売業
株式会社高山商店（小束山サービスステーション） 卸売・小売業
株式会社高山商店（プロタッチ事業部）
卸売・小売業
株式会社たけでん 神戸支店
卸売・小売業
生活関連サービス・娯楽業
株式会社ダスキンサーヴ近畿
有限会社タスク
他のサービス業
株式会社多田ケアプロジェクト
医療、福祉
有限会社 田中総合商事
運輸・郵便業
株式会社谷商会
卸売・小売業
特定非営利活動法人 中央むつみ会
医療、福祉
株式会社千代田精機
製造業
医療法人社団つかさ会
医療、福祉
医療法人社団 つかさ会 コスモス苑
医療、福祉
有限会社辻野商店
宿泊・飲食サービス業

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.sumitomolife.co.jp/
https://www.kobe.coop.or.jp/
http://seishinchuo-lawoffice.com
https://www.reha-reha.jp
http://senk.jp
https://hyokei.jp
http://www.senju.co.jp/
http://kobedays.com
http://www.soil-co.com
http://www.takanaga.co.jp
https://www.sowa-chem.co.jp/
http://www.social-advance.jp
http://www.kobe-solar.co.jp
https://www.himawari-life.co.jp/
http://www.ddk.ne.jp
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www.dinsgr.co.jp/
https://www.dinsgr.co.jp
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www.dinsgr.co.jp/
http://www.daikyo-k.com
https://www.daijien.com
http://www.daisui.co.jp/
http://www.dydo.co.jp
http://www.ds-pharma.co.jp/
http://www.taihokohzai.co.jp/
https://www.daimaru.co.jp
http://www.taiyo-brush.co.jp/
http://www.daiwakensosya.co.jp/
www.daiwalease.co.jp/base/o_1043.html
https://www.takagidental-kobe.com
http://kktakashima.com/
http://www.tkym-co.jp/
http://www.takayamashoten.co.jp/
http://www.takayamashoten.co.jp/
http://www.takayamashoten.co.jp/
http://www.takeden.co.jp/
http://www.duskin-cs.jp/kinki/index.html
http://task-kobe.com/
http://www.kiwc.jp/
http://hirano-kanocou.com
https://www.kobe-tani.com/
http://chuomutumikai.com/
http://www.chiyoda-seiki.co.jp/
http://www.tsukasakai.jp/
https://kobe-nonchan.com/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
株式会社津田商会
株式会社ディ・オー
株式会社DS交通
TOA株式会社
ディーキャリア神戸オフィス
株式会社 Ｔ’ｐｌｕｓ
デイサービス笑楽 岡場
有限会社ディマンド
株式会社テクノフローワン
株式会社デンソーテン
株式会社デンソーテンスタッフ
株式会社デンソーテンテクノセプタ
電鉄商事株式会社 DTSコミュニケーションズ
天豊エンジニアリング株式会社
株式会社 DOORS（Basic academy）
東亜外業株式会社
東亜ストリング株式会社
東洋ナッツ食品株式会社
東洋理研株式会社
同和運輸株式会社
株式会社トータルブレインケア
株式会社トーホービジネスサービス
トーラク株式会社
トールウェイサービス株式会社
株式会社ドーン
株式会社ドクタープラネッツ
株式会社 ドクターミール
特別養護老人ホーム ふたば
特別養護老人ホーム 神出シニアコミュニティ
特別養護老人ホームハピータウンＫＯＢＥ
特別養護老人ホーム友愛苑
富永貿易株式会社
株式会社トモエシステム
株式会社巴山通信
トヨタカローラ兵庫株式会社
トヨタモビリティパーツ株式会社 兵庫支社
株式会社トヨタレンタリース兵庫
株式会社豊福電気
株式会社トライス
株式会社トランスオーシャンプランニング
中田エンヂニアリング株式会社
株式会社長村商会
株式会社ナリスコスメティックフロンティア
西鈴蘭台頌栄保育園
西日本明星株式会社
虹保育園
株式会社ニチイ学館神戸支店
株式会社日能研関西
株式会社ニチワ
ニッシン株式会社
日東物流株式会社
日東物流株式会社 神戸六甲C-4ターミナル事務所

業種
卸売・小売業
建設業
他のサービス業
製造業
医療、福祉
建設業
医療、福祉
他のサービス業
製造業
製造業
他のサービス業
製造業
情報通信業

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.tsudagroup.jp/
http://do-kobe.jp/
http://senk.jp
https://www.toa.co.jp/
https://dd-career.com/company/
http://t-plus-ec.co.jp
http://waraku.me
http://senk.jp
http://www.toyo-gr.co.jp/
https://www.denso-ten.com/jp/

http://www.dentetsu.com/

生活関連サービス・娯楽業 http://www.kenkokeiei-aisenkai.com

医療、福祉
建設業
製造業
製造業
卸売・小売業
他のサービス業
情報通信業
学術研究、専門・技術サービス業

製造業
他のサービス業
情報通信業
卸売・小売業
他のサービス業
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
卸売・小売業
卸売・小売業
建設業
卸売・小売業
卸売・小売業
不動産業、物品賃貸業
建設業
製造業
卸売・小売業
製造業
建設業
製造業
医療、福祉
製造業
医療、福祉
他のサービス業
教育、学習支援業
建設業
建設業
運輸・郵便業
運輸・郵便業

https：//basic-academy.jp
https://www.toagaigyo.co.jp/
http://www.toalson.co.jp/
http://www.toyonut.co.jp/
https://toyoriken.com
http://www.dowa-unyu.co.jp
https://tbcare.jp/
http://www.to-ho.co.jp/
www.toraku.co.jp
http://www.tollway-s.jp/
http://www.dawn-corp.co.jp/
http://www.yoiatama.jp
http://www.dr-meal.com/
http://komadory.com
http://www.yoneda-hospital.com/kande/
http://www.krh-sumiyoshi.com
http://www.tominaga.co.jp
https://www.tomoe-system.co.jp/
http://tomotsu.co.jp/
https://www.c-hyogo.co.jp/
http://www.toyota-hyogo-parts.com
https://www.r-hyogo.co.jp/
http://www.toyofuku-denki.co.jp
http://www.trais.co.jp
https://www.top-eco.co.jp
http://www.nakata-eng.co.jp/
http://www.nagamura-sk.co.jp/
https://www.naris-frontier.co.jp
https://www.shoei-hoikuen.ed.jp/nishisuzu/index.html

http://www.hinode-wf.com/
http://www.nichiigakkan.co.jp
http://www.nichinoken.co.jp/
http://www.nichiwa.co.jp/
https://www.nissin-kobe.com/
http://www.nitto-ntl.co.jp/
http://www.nitto-ntl.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
一般社団法人日本血液製剤機構 中央研究所
日本郵便株式会社 神戸中央郵便局
日本郵便株式会社 須磨北郵便局
日本郵便株式会社兵庫郵便局
社会福祉法人二人同心会
日本海工株式会社
日本管財株式会社兵庫本部
株式会社日本教育クリエイト 神戸支社
日本ジッパーチュービング株式会社
日本生命保険相互会社神戸支社
日本電設資材株式会社神戸支店
一般社団法人日本発達障がい支援基金
日本PCサービス株式会社 神戸支部
株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
日本郵便株式会社 有野郵便局
日本郵便株式会社 神戸西郵便局
日本郵便株式会社 神戸山田郵便局
日本郵便株式会社 垂水郵便局
日本郵便株式会社長田郵便局
日本郵便株式会社神戸北郵便局
ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社
ネッツトヨタゾナ神戸株式会社
ネットメディア株式会社
株式会社ネットワイ
学校法人野上学園神戸ブレーメン動物専門学校
有限会社ハーティ

業種
学術研究、専門・技術サービス業

運輸・郵便業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
医療、福祉
建設業
その他
教育、学習支援業
製造業
金融・保険業
卸売・小売業
医療、福祉

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.jbpo.or.jp/
https://www.post.japanpost.jp/
http://www.post.japanpost.jp/
http://ninindoshinkai.or.jp
http://www.nipponkaiko.co.jp/
https://www.nkanzai.co.jp/
http://www.sanko-fukushi.com/branch/kob/

http://www.ztj.co.jp
https://www.nissay.co.jp/
http://www.n-ds.co.jp/
https://jot-support.com
生活関連サービス・娯楽業 http://www.j-pcs.jp/
情報通信業
http://www.nihon-data.jp
運輸・郵便業
http://www.post.japanpost.jp/
運輸・郵便業
https://www.post.japanpost.jp/
運輸・郵便業
https://www.post.japanpost.jp/
運輸・郵便業
http://www.post.japanpost.jp/
運輸・郵便業
https://www.post.japanpost.jp/
運輸・郵便業
卸売・小売業
https://www.netzwest.jp
卸売・小売業
https://zona-kobe.jp
他のサービス業
卸売・小売業
http://www.net-y.co.jp/
教育、学習支援業
https://www.kba
医療、福祉
http://hearty810.co.jp/
一般社団法人ハートコネクト就労継続支援B型事業所Yu・I(ゆい) 医療、福祉
http://yui-hatocone.com/
ハートスフードクリエーツ株式会社
他のサービス業
http://www.heartoss.com/
生活関連サービス・娯楽業
株式会社HAAAP
https://realstretch.net/
ハイクオリティミルク農業協同組合
農業、林業
http://www.hqmilk-dc.or.jp/
柏泉グリーン開発株式会社
生活関連サービス・娯楽業 http://www.dunlop-gc.co.jp/
白鶴酒造株式会社
製造業
http://www.hakutsuru.co.jp/
パスコ株式会社
他のサービス業
http://www.pusco.jp
学術研究、専門・技術サービス業 https://kensetsugyo-kobe.com/
畠田孝子行政書士事務所
株式会社ハッピーエイジ
医療、福祉
http://www.kasuga.gr.jp/happyage/
特定非営利活動法人花たば
医療、福祉
バルコエンヂニヤリング 株式会社
製造業
http://www.valco-eng.co.jp
阪神センコー運輸株式会社
運輸・郵便業
http://www.hanshinsenko.com
株式会社阪神メタリックス
卸売・小売業
http://dmet.co.jp
バンドー化学株式会社 本社事業所
製造業
http://www.bando.co.jp/
バンドー興産株式会社
建設業
株式会社ビオネスト
医療、福祉
http://waraku.me
株式会社東谷口製袋所
製造業
東灘郵便局
運輸・郵便業
www.post.japanpost.jp
生活関連サービス・娯楽業 https://www.kobe-kurogewagyu.com/
有限会社ピクト・ワークス
合同会社ひなたぼっこ
医療、福祉
https://hinatabokooo.jimdo.com/
兵庫医療大学
教育、学習支援業
https://www.huhs.ac.jp/
兵庫エフエム放送株式会社
情報通信業
公益財団法人ひょうご環境創造協会
他のサービス業
http://www.eco-hyogo.jp
兵庫県
公務
http://web.pref.hyogo.lg.jp/
一般社団法人兵庫県介護老人保健施設協会
医療、福祉
http://www.hyoroken.jp/
兵庫県教育委員会
公務
http://www.hyogo-c.ed.jp

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
兵庫県行政書士会
兵庫県経営者協会
兵庫県警察本部
兵庫県軽自動車協会
公益財団法人兵庫県芸術文化協会
公益財団法人兵庫県健康財団
兵庫県建築健康保険組合
兵庫県厚生農業協同組合連合会
兵庫県国民健康保険団体連合会
社会福祉法人兵庫県視覚障害者福祉協会
兵庫県司法書士会
社会福祉法人兵庫県社会福祉協議会
一般社団法人兵庫県柔道整復師会
兵庫県柔道整復師協同組合
兵庫県商工会連合会
公益社団法人兵庫県シルバー人材センター協会
兵庫県生活協同組合連合会
公益社団法人 兵庫県専修学校各種学校連合会
兵庫太和税理士法人
兵庫県中小企業家同友会
兵庫県中小企業団体中央会
兵庫県農業協同組合中央会
公益財団法人 兵庫県予防医学協会
一般社団法人兵庫県老人福祉事業協会
公益財団法人ひょうご産業活性化センター
公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構
兵庫スバル自動車株式会社
兵庫大学附属須磨ノ浦高等学校
兵庫ダイハツ販売株式会社
兵庫トヨタ自動車株式会社
兵庫三菱自動車販売株式会社
兵庫ヤクルト販売株式会社
兵庫六甲農業協同組合
学校法人ヒラタ学園航空事業本部
平野カーゴ株式会社 本社営業所
株式会社平野ロジスティクス本社
有限会社ビルペット
広瀬化学薬品株式会社
ファイン フォレスト株式会社
株式会社ファミリア
有限会社フーケットセブン
有限会社フェニックス
特定非営利活動法人フェミニストカウンセリング神戸
株式会社フェリシモ
株式会社フェリシモ エスパス
株式会社フォーユウ・サプライ
深水内科医院
フクダ電子兵庫販売株式会社
株式会社福原精機製作所
藤井電機株式会社 神戸支社
藤岡金属株式会社
フジッコ株式会社

業種
他のサービス業
他のサービス業
公務
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業

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

医療、福祉
他のサービス業
他のサービス業
学術研究、専門・技術サービス業

他のサービス業
複合サービス事業
他のサービス業
他のサービス業
他のサービス業
他のサービス業
複合サービス事業
医療、福祉
医療、福祉
不動産業、物品賃貸業
他のサービス業
卸売・小売業
教育、学習支援業
卸売・小売業
卸売・小売業
卸売・小売業
卸売・小売業
複合サービス事業
教育、学習支援業
運輸・郵便業
運輸・郵便業
他のサービス業
卸売・小売業
医療、福祉
卸売・小売業
卸売・小売業
医療、福祉
他のサービス業
卸売・小売業
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉
卸売・小売業
製造業
建設業
建設業
製造業

【神戸地域】
ホームページURL
www.hyogokai.or.jp/
http://www.hyogo-keikyo.gr.jp
https://hyokei.jp
http://hyogo-arts.or.jp/
http://www.kenkozaidan.or.jp
http://www.hyogo-kenchiku-kenpo.or.jp
http://hyogo-kousei.or.jp/
https://www.kokuhoren-hyogo.or.jp/
http://kensikyo.sakura.ne.jp/
https://www.shihohyo.or.jp/
http://www.hyogo-wel.or.jp/
http://www.hyogojusei.or.jp
http//:www.hyogo-seifukushi.com
http://www.shokoren.or.jp/
http://www.hyogo-silver.jp/
http://www.coop-hyogo-union.or.jp
http://www.hyosk.or.jp/
https://www.hyogo-taiwa.com/
https://www.hyogo.doyu.jp/
https://www.chuokai.com/
http://hyogo-yobouigaku.or.jp
http://web.hyogo-iic.ne.jp/
http://www.hemri21.jp
https://hyogo.kinki-subaru.jp
https://www.sumanoura.ed.jp/
https://www.hyogo-daihatsu.com/
http://www.hyogotoyota.co.jp
https://www.hyogo-mitsubishi.com/
http://www.hyogo-yakult.co.jp/
http://www.jarokko.or.jp
http://www.aerohirata.co.jp
http://www.hirano-logistics.com
http://www.hirano-logistics.com
https://www.builpet.com/
http://www.hirosechem.co.jp
http://www.fineforest.co.jp
https://www.familiar.co.jp
http://fooket.jp/
https://www.rehab.co.jp/
http://www.femi-c-kobe.com/
http://www.felissimo.co.jp
https://www.felissimo.co.jp
http://www.libertybell-r.jp/
なし
http://www.fukuda.co.jp/
http://www.pfw.co.jp/
http://www.fudec.co.jp/
http://www.fujioka-kinzoku.co.jp
http://www.fujicco.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
公益財団法人復光会 垂水病院

業種

http://www.tarumi-hospital.jp/
http://ainosono.net/
株式会社PLAST
http://plast-project.jp
株式会社ブリッジ・エンジニアリング
http://www.hbeng.co.jp/
株式会社プレオン
http://www.pleon.co.jp
株式会社ブレスト
http://brest-foods.jp/
株式会社プレミアムサポート
作成中
一般社団法人プロマイル
https://promile.p-kit.com
兵神装備株式会社
http://www.heishin.jp
株式会社ベネスト
http://www.benest.co.jp/
株式会社ベル
http://www.kobebelle.co.jp
株式会社ヘルスプロモーション
生活関連サービス・娯楽業 https://www.health-pro.co.jp
社会福祉法人 報恩会 特別養護老人ホーム ラグナケア中道 医療、福祉
www.houonkai.jp
株式会社豊大
卸売・小売業
http://www.houdai.co.jp/
株式会社訪問美容ココロ
生活関連サービス・娯楽業 http://www.hb-cocoro.co.jp
ポートスタッフ株式会社
他のサービス業
http://www.portstaff.co.jp/
ポートスタッフサービス株式会社
他のサービス業
株式会社ポート・リハビリサービス
医療、福祉
http://www.port-rs.co.jp
株式会社ホームテイスト
卸売・小売業
https://www.hometaste.co.jp
ボールフィルタージャパン株式会社
卸売・小売業
http://www.bollfilter.jp/
株式会社ホクシンメディカル
卸売・小売業
http://www.hokushinmedical.co.jp/
株式会社 ホシノ
製造業
http://www.1951hoshino.com/
株式会社ホテルオークラ神戸
宿泊・飲食サービス業 http://www.kobe.hotelokura.co.jp/
株式会社ポトマック
宿泊・飲食サービス業 https://www.potomak.co.jp/
株式会社行眞社 ボン サンテ
医療、福祉
http://bonnesante.girly.jp/
株式会社 本庄商会
建設業
http://www.honjoh.com
株式会社ホンダオート神戸
卸売・小売業
https://www.hondacars-kobechuo.co.jp/
株式会社ホンダ兵庫
卸売・小売業
http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kitakobe
マーテック株式会社
卸売・小売業
https://www.martec.co.jp
有限会社舞子運送
運輸・郵便業
http://www.maiko-unso.co.jp
学校法人舞子学園舞子幼稚園
他のサービス業
舞多聞きらら保育園
医療、福祉
https://futatsuka.co.jp/kirara
マツダ株式会社
卸売・小売業
http://www.matsudasan.com/
医療法人社団まつだ内科
医療、福祉
http://www.matsuda-naika.net
株式会社マニックス
卸売・小売業
http://www.manix.co.jp
特定非営利活動法人マブイ六甲
医療、福祉
http://mabui-rokkou.or.jp
医療法人社団まほし会
医療、福祉
http://www.mahoshi.com
株式会社マルヤナギ小倉屋
製造業
http://www.maruyanagi.co.jp
医療法人社団 丸山病院
医療、福祉
http://maruyama-hospital.com/
株式会社まんぼう
卸売・小売業
http://www.kobe-sanso.co.jp/
三木経営労務事務所
学術研究、専門・技術サービス業
株式会社水島酸素商会
卸売・小売業
http://www.mizushimasanso.co.jp/
株式会社三鷹倉庫
運輸・郵便業
http://www.mitaka-soko.co.jp/
NPO法人みちしるべ神戸
医療、福祉
http://www.mitisirube-kobe.com
株式会社ミック
運輸・郵便業
http://www.mikcorp.com/
株式会社ミックウェア
情報通信業
http://www.micware.co.jp/
三菱電機株式会社神戸製作所 増進センター
製造業
http://www.mitsubishielectric.co.jp
三ツ星ベルト株式会社 神戸事業所
製造業
http://www.mitsuboshi.co.jp/japan/index.html
港建設株式会社
建設業
http://www.powerbiz.bz
株式会社みねのさと
医療、福祉
http://minenosato.com
株式会社都商事ホールディングス
他のサービス業
https://www.miyako-group.com
宮野医療器株式会社
卸売・小売業
http://www.miyano.co.jp/
社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 特別養護老人ホーム愛の園

医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
建設業
情報通信業
卸売・小売業
金融・保険業
医療、福祉
製造業
他のサービス業
製造業

【神戸地域】
ホームページURL

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

株式会社みらいず
株式会社ミレニアムダイニング
三輪運輸工業株式会社
株式会社ムラタ
株式会社村田建設
明治安田生命保険相互会社 神戸支社
医療法人明倫会 宮地病院
医療法人明倫会 本山リハビリテーション病院
医療法人明倫会老人保健施設あずさ
株式会社明和
株式会社明和工務店
明和タクシー株式会社
メディカルフィットネスアガーラ
株式会社茂久田商会
私立本山幼稚園
モンノ株式会社
株式会社安福冷暖
社会福祉法人やすらぎ福祉会
ヤノ運動用品株式会社
特別養護老人ホーム 山手さくら苑
株式会社ユーシステム
株式会社 勇盛ロジックス
社会福祉法人友朋会 特別養護老人ホーム宙カミーノ
学校法人行吉学園神戸女子大学
株式会社ユニオン
株式会社夢工房

医療、福祉
宿泊・飲食サービス業
運輸・郵便業
製造業
建設業
金融・保険業
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
卸売・小売業
建設業
運輸・郵便業

【神戸地域】
ホームページURL
https://atcompany.jp/mirise/
http://www.millennium-dinning.co.jp
http://www.miwa-gr.co.jp
http://www.muratanet.co.jp/
なし
https://www.meijiyasuda.co.jp
http://meirinkai.or.jp/miyaji/
http://www.meirinkai.or.jp/motoyama

http://www.meiwa-e7.com/
http://www.meiwa-koumuten.co.jp
http://meiwa-taxi.com
生活関連サービス・娯楽業 http://aga-la.sakura.ne.jp/
卸売・小売業
http://www.mokuda.co.jp/
他のサービス業
https://motoyama-youchien.com
建設業
http://monno-jp.com/
建設業
http://www.yasufuku-reidan.jp/
医療、福祉
http://www.yasuragi-swc.or.jp/index.html
卸売・小売業
http://yanosp.com/
医療、福祉
http://www.yamatesakuraen.or.jp/
情報通信業
運輸・郵便業
医療、福祉
http：//ｓoｒaｃaｍiｎo.ｃoｍ
教育、学習支援業
http://www.yg.kobe-wu.ac.jp/
卸売・小売業
http://www.union-will.jp/
情報通信業
http://www.yumekobo.jp/
株式会社 ヨシケイ ライブリー ヨシケイこうべ事業部 西兵庫営業所 卸売・小売業
http://www.yoshikei.com
株式会社 ヨシケイ ライブリー ヨシケイこうべ事業部 御影営業所 卸売・小売業
http://www.yoshikei.com
株式会社ヨシケイライブリー ヨシケイこうべ事業部 須磨営業所
生活関連サービス・娯楽業
https://yoshikei.com/
株式会社吉兵衛
宿泊・飲食サービス業 http://www.yoshibei.co.jp
株式会社ライダーズクロス
卸売・小売業
https://harley-davidson-kobeminatojima.com/
株式会社 ライブコンクリート
製造業
live-1@minos.ocn.ne.jp
株式会社ラジオ関西
情報通信業
http://jocr.jp
国立研究開発法人 理化学研究所 神戸事業所
学術研究、専門・技術サービス業
http://www.riken.jp/
リコージャパン株式会社 兵庫支社
卸売・小売業
https://www.ricoh.co.jp/sales/about/index.html
リスクサービス株式会社
学術研究、専門・技術サービス業
http://www.risk-services.co.jp
株式会社 立成化学工業所
製造業
https://urethane-gum.com
有限会社リハネット リハメイトKOBE regain
医療、福祉
http://www.rehanet.co.jp/
リハビリセンター りらいふ舞子
医療、福祉
http://www.care-relife.com/
株式会社菱研エンジニアリング
学術研究、専門・技術サービス業
https://www.ryoken-eng.jp
菱三印刷株式会社
製造業
http://www.ryosanprt.co.jp/
株式会社陵楓閣
宿泊・飲食サービス業 https://www.negiya.jp/
株式会社 リライフ
医療、福祉
http://www.care-relife.com/
株式会社Ｌｉｎ
卸売・小売業
http://www.lin.co.jp
株式会社レック
生活関連サービス・娯楽業
http://www.lec-net.com/company/profile.html
株式会社老祥記
宿泊・飲食サービス業 http://roushouki.com
株式会社ロクス
医療、福祉
ろっこう医療生活協同組合 本部
医療、福祉
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
ろっこう医療生活協同組合 うはらクリニック
医療、福祉
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
ろっこう医療生活協同組合 うはら多機能ホーム
医療、福祉
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
ろっこう医療生活協同組合 うはらハウス
医療、福祉
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
ろっこう医療生活協同組合 東雲診療所
医療、福祉
http://www.rokko-mcoop.or.jp/

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
ろっこう医療生活協同組合 小規模多機能とががわ
ろっこう医療生活協同組合 灘診療所
ろっこう医療生活協同組合 訪問看護ＳＴあんず
ろっこう医療生活協同組合 ホームヘルプあおぞら
ろっこう医療生活協同組合 六甲道診療所
六甲山観光株式会社
株式会社六甲商会
株式会社 六甲製作所
YKK六甲株式会社
株式会社ワイドソフトデザイン
有限会社脇水新聞舗

業種
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
運輸・郵便業
卸売・小売業
製造業
製造業
情報通信業
他のサービス業

【神戸地域】
ホームページURL
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
http://www.rokko-mcoop.or.jp/
https://www.rokkosan.com/
http://www.rokko-gr.co.jp
https://rokkou-ss.com
http://www.ykkrokko.co.jp/
http://www.widesoft.co.jp/
http://kobe-wakimizu.com/

