兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
株式会社アイム
朝倉商事株式会社
社会福祉法人朝来市社会福祉協議会
医療法人社団俊仁会 あさご長寿苑
生野高原開発株式会社
出石ケーブル株式会社
上島プロパン株式会社
株式会社 浮田幸栄堂
株式会社ウノフク
医療法人社団俊仁会 大植病院
学校法人大岡学園
株式会社オーシスマップ
株式会社オフテクス豊岡工場
社会福祉法人 香寿会
カネカソーラーテック株式会社
株式会社金下工務店
香美町
社会福祉法人かるべの郷福祉会

業種
他のサービス業
卸売・小売業
医療、福祉
医療、福祉

【但馬地域】
ホームページURL

http://www.kk-aim.com/
http://astone.jp/
http://www.asagoshakyo.jp/
http://www.shunjin-kai.or.jp/index.htm
生活関連サービス・娯楽業 http://www.ikuno-cc.com
製造業
http://www.hi-lex.co.jp
卸売・小売業
卸売・小売業
https://www.ukitakoueidou.jp/
卸売・小売業
http://www.unofuku.com/
医療、福祉
http://www.shunjin-kai.or.jp/index.htm
教育、学習支援業
http://oooka.ac.jp/
学術研究、専門・技術サービス業 http://www.osysmap.jp/
製造業
http://www.ophtecs.co.jp/
医療、福祉
https://www.kami-koujyukai.jp
製造業
https://www.kst.kaneka.co.jp/
建設業
公務
http://www.town.mikata-kami.lg.jp/
医療、福祉
社会福祉法人かるべの郷福祉会 かるべの郷居宅介護支援事業所 医療、福祉
http://www.karubenosato.com/
社会福祉法人かるべの郷福祉会 かるべの郷ドリームワークス 医療、福祉
http://www.karubenosato.com/
株式会社川嶋建設
建設業
http://www.kawashima.gr.jp/
株式会社川見建設
建設業
株式会社 環境テクノス
他のサービス業
http://www.k-technos.net/
生活関連サービス・娯楽業 http://www.kannabe-cc.com/
神鍋高原開発株式会社
株式会社ガンピー
卸売・小売業
http://gumpy.jp/
株式会社 キヅキ商会
卸売・小売業
http://www.kizuki-s.com/
株式会社キョウワ
卸売・小売業
http://kyowa-toyooka.co.jp
たじま医療生活協同組合 居宅介護支援事業所えがお 医療、福祉
http://www.tajima-coop.com/index.html
社会福祉法人きらくえん 特別養護老人ホームいくの喜楽苑 医療、福祉
http://www.kirakuen.or.jp/
株式会社きんでん豊岡営業所
建設業
http://www.kinden.co.jp/
株式会社クオリティーオブライフ
金融・保険業
株式会社国木建設
建設業
http://www.kunugi-kensetu.com/
グループホーム久畑希望ヶ丘
医療、福祉
0
グループホームはちぶせの里せきのみや
医療、福祉
https://hachibusenosato.jimbo.com
グループホームはちぶせの里やぶ
医療、福祉
https://hachibusenosato.jimbo.com
株式会社クレス
建設業
https://www.cres.jp/
シーレックス株式会社 兵庫工場
製造業
http://ww.sealex.com/
株式会社システムリサーチ
情報通信業
http://www.sr-co.co.jp/
株式会社事務機のサカモト
卸売・小売業
http://www.j-sakamoto.co.jp
社会保険労務士法人リライエ
学術研究、専門・技術サービス業 https://tajima-sr.com/
小規模多機能型居宅介護はちぶせの里ようか
医療、福祉
https://hachibusenosato.jimbo.com
株式会社シルク温泉やまびこ
宿泊・飲食サービス業 http://www.silk-yamabiko.co.jp
新温泉町商工会
他のサービス業
http://www.sinonsen.com/
社会福祉法人関寿会
医療、福祉
全但バス株式会社
運輸・郵便業
http://www.zentanbus.co.jp/
医療法人社団そよかぜ
医療、福祉
http://soyokaze310.sakura.ne.jp
株式会社太陽ライフサポート
医療、福祉
たじま医療生活協同組合 本部
医療、福祉
http://www.tajima-coop.com/index.html
株式会社但馬近畿工業
建設業
http://www.tajimakinki.jp
有限会社但馬建設
建設業
0
たじま農業協同組合
複合サービス事業
https://www.ja-tajima.or.jp
株式会社多田スミス
製造業
http://www.tadasmith.com

兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧
名称
株式会社谷垣
株式会社谷垣工業
但馬信用金庫
株式会社津崎鋼材
東海バネ工業株式会社
株式会社トキワ
株式会社徳網建設
豊岡市地域密着型特別養護老人ホーム ここのか

業種

製造業
建設業
金融・保険業
卸売・小売業
製造業
製造業
建設業
医療、福祉
社会福祉法人あそう 特別養護老人ホームおおやの郷 医療、福祉
特別養護老人ホームはまなす苑
医療、福祉
特別養護老人ホーム緑風の郷
医療、福祉
特別養護老人ホーム妙見荘
医療、福祉
特別養護老人ホーム たじま荘
医療、福祉
社会福祉法人徳和会 特別養護老人ホームやすらぎの里 医療、福祉
友田建設株式会社
建設業
豊岡エネルギー株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業
協同組合豊岡鞄工業センター
複合サービス事業
社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
医療、福祉
公立豊岡病院組合立 豊岡病院
医療、福祉
公立豊岡病院組合立 朝来梁瀬医療センター
医療、福祉
公立豊岡病院組合立 豊岡病院 出石医療センター 医療、福祉
株式会社中川工務店
建設業
ナベヤ住設株式会社
建設業
株式会社 ニシオ
建設業
株式会社西村工務店
建設業
一般社団法人日本健康倶楽部 和田山支部
医療、福祉
日本精鉱株式会社 中瀬製錬所
製造業
株式会社NEOMAX近畿
製造業
有限会社ハート オーケイ保険サービス
金融・保険業
認定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会
医療、福祉
社会福祉法人春来福祉会
医療、福祉
社会福祉法人ひまわり あさがおホール
医療、福祉
社会福祉法人ひまわり けやきホール
医療、福祉
株式会社兵庫県登録衛生検査センター
医療、福祉
有限会社平野運送
運輸・郵便業
福井建設株式会社
建設業
藤井電機株式会社 豊岡支店
建設業
藤井電機株式会社 本店
建設業
社会福祉法人ぶどうの枝福祉会 出石愛の園
医療、福祉
特別養護老人ホーム平生園
医療、福祉
たじま医療生活協同組合 ヘルパーステーションえがお 医療、福祉
たじま医療生活協同組合 訪問看護ステーションえがお 医療、福祉
たじま医療生活協同組合 訪問入浴サービスえがお 医療、福祉
株式会社北星社
製造業
北但自動車株式会社
他のサービス業
社会福祉法人北但社会福祉事業会
医療、福祉
マリヤ医科興業株式会社
卸売・小売業
マルゴ緑化園株式会社
建設業
株式会社三笠鉄工
製造業
社会福祉法人みかたこぶしの里
医療、福祉
株式会社メイワパックス兵庫工場
製造業
メルコパワーデバイス株式会社豊岡工場
製造業

【但馬地域】
ホームページURL
http://wood-tanigaki.jp
http://www.tanigaki.jp/
https://www.tanshin.co.jp
http://www.tsuzakikouzai.co.jp/
http://www.tokaibane.com
http://www.a-aji.jp
http://tokuami.com/
http://www.aso.or.jp/
http://www.aso.or.jp/
http://www.aso.or.jp/
http://www.tajima-fukushien.jp
http://www.hwc.or.jp/tajima

http://toyooka-e.co.jp/
http://www2.nkansai.ne.jp/org/kaban/
http://www.toyooka-wel.jp/
http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/toyooka/
http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/yanase/

http://www.toyookahp-kumiai.or.jp/izushi/
http://www.nakagawa-komuten.co.jp/
0
https://nishio-inc.com
http://www.go-go-nishimura.co.jp/

http://www.nihonseiko.co.jp/
0
https://ok8010.co.jp
http://www.toyoteiku.com
http://himawari-mission.com/
http://himawari-mission.com/
0
http://www.h-fukui.co.jp/
http://www.fudec.co.jp/
http://www.fudec.co.jp/
http://www6.ocn.ne.jp/~ainosono/
www.kobeseirei.or.jp
http://www.tajima-coop.com/index.html
http://www.tajima-coop.com/index.html
http://www.tajima-coop.com/index.html
http://www.robo.co.jp
http://www.hokutancar.co.jp/
http://www.h-kounotori.com/
http://www.mariya-web.jp/
http://www.marugo-r.co.jp
https://www.mikasa-tekko.com
http://www.eonet.ne.jp/~kobushien/
http://www.mpx-group.jp/
http://melcopowerdevice.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
株式会社安井工務店
養父市教育委員会
養父市商工会
株式会社山本組
八鹿郵便局
レインボーハウス
たじま医療生活協同組合 ろっぽう診療所
ワークホーム大地
ワタキ自動車株式会社
和田山郵便局

業種
建設業
公務
他のサービス業
建設業
運輸・郵便業
医療、福祉
医療、福祉
医療、福祉
他のサービス業
運輸・郵便業

【但馬地域】
ホームページURL
http://yasui-koumuten.co.jp/
http://www.city.yabu.hyogo.jp/kyoui/
http://www.yabusci.or.jp/
https://barbarossa5121.wixsite.com/homepege

http://www.tajima-coop.com/index.html
http://wataki.ecnet.jp/

