
全国：500社　豊橋市：該当なし（2021：1社）

全国：1,799社　豊橋市：9社（2021：5社）

No. 認定法人名 業種

1 株式会社アーレスティ 非鉄金属

2 株式会社アイセロ その他製品

3 朝日開発株式会社 サービス業

4 株式会社スズキ自販東海 小売業

5 豊橋信用金庫 その他金融業

6 株式会社物語コーポレーション 小売業

7 ユタカコーポレーション株式会社 サービス業

8 ユタカ産業株式会社 サービス業

9 レンテック大敬株式会社 サービス業

全国：503社　豊橋市：4社（2021：5社）

No. 認定法人名 業種

1 株式会社オノコム 建設業

2 有限会社星翔企画 サービス業（他に分類されないもの）

3 総合埠頭株式会社 運輸業

4 豊鉄バス株式会社 運輸業

全国：11,752社　豊橋市：83社（2021：60社）

No. 認定法人名 業種

1 アイセロホールディングス株式会社 保険業

2 愛知産業有限会社 製造業

3 青山建設株式会社 建設業

4 朝日土木興業株式会社 建設業

5 アダチ鋼材株式会社 卸売業

6 株式会社イー・メンテ豊橋 建設業

7 井口建設株式会社 建設業

8 株式会社イクモ 卸売業

9 一般社団法人あるふぁ 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

10 伊藤塗装工業株式会社 製造業

11 イノチオアグリ株式会社 卸売業

12 イノチオプラントケア株式会社 卸売業

13 イノチオホールディングス株式会社 その他

14 株式会社ＡＪＰ豊進 建設業

15 株式会社ＳＰワークス 製造業

16 株式会社エデックリンセイシステム 製造業

17 税理士法人大平経営会計事務所 サービス業（他に分類されないもの）

健康経営優良法人2022（大規模法人部門（ホワイト500））認定法人一覧

健康経営優良法人2022（大規模法人部門）（※ホワイト500を除く）認定法人一覧

健康経営優良法人2022（中小規模法人部門（ブライト500））認定法人一覧

健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）（※ブライト500を除く）認定法人一覧



No. 認定法人名 業種

18 株式会社オーテック 建設業

19 株式会社カイテック 建設業

20 株式会社経真 物品賃貸業

21 株式会社斎藤塗工店 建設業

22 株式会社セーフコート東海 建設業

23 北河建設興業株式会社 建設業

24 企業組合建築環境システム 専門・技術サービス業

25 サーラフィナンシャルサービス株式会社 保険業

26 三栄低温工業株式会社 建設業

27 株式会社サンコー 製造業

28 株式会社サン電材社 製造業

29 株式会社シーアイプラント 製造業

30 昭和製薬株式会社 製造業

31 株式会社ジュトク 製造業

32 株式会社シンデンコー 建設業

33 神野建設株式会社 建設業

34 株式会社大建 電気・ガス・熱供給・水道業

35 株式会社大仙 建設業

36 大東自機工業株式会社 サービス業（他に分類されないもの）

37 貴城精工株式会社 製造業

38 株式会社武知 運輸業

39 有限会社田辺保険サービス 保険業

40 谷山建設株式会社 建設業

41 株式会社中部 建設業

42 株式会社中部アドシステム サービス業（他に分類されないもの）

43 株式会社TK その他

44 東海興業株式会社 建設業

45 東部モーター株式会社 その他

46 株式会社トヨエイ 専門・技術サービス業

47 株式会社トヨジン サービス業（他に分類されないもの）

48 豊橋カルシウム有限会社 製造業

49 豊橋建設工業株式会社 建設業

50 公益社団法人豊橋市シルバー人材センター 公法人、特殊法人（地方公共団体、独立行政法人、公共組合、公団、公社、事業団 等）

51 豊橋商工会議所 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

52 豊橋センコー運輸株式会社 運輸業

53 豊橋鉄道株式会社 運輸業

54 豊橋埠頭株式会社 運輸業

55 株式会社ニシ 建設業

56 日本ガスコム株式会社 卸売業

57 有限会社NOSE 金融業

58 株式会社服部エンジニアリング 製造業

59 株式会社花田工務店 建設業

60 株式会社林美建 建設業

61 公益社団法人東三河地域研究センター 社団法人、財団法人、商工会議所・商工会

62 東三河ヤクルト販売株式会社 卸売業

63 平中電気株式会社 建設業



No. 認定法人名 業種

64 株式会社ファインプラス 製造業

65 株式会社プランテクス 建設業

66 有限会社ブロードサービス 運輸業

67 豊国エンジニアリング株式会社 製造業

68 豊国工業株式会社 製造業

69 豊立工業株式会社 建設業

70 株式会社ホンダウイズ 小売業

71 株式会社マイシン 運輸業

72 前芝建材株式会社 建設業

73 丸中建設株式会社 建設業

74 ミカワリコピー販売株式会社 小売業

75 ムサシハーベスト株式会社 複合サービス事業

76 株式会社明輝クリーナー サービス業（他に分類されないもの）

77 株式会社メイテック 製造業

78 名豊建設株式会社 建設業

79 株式会社ヤマサン 卸売業

80 株式会社リビングサーラ 建設業

81 株式会社レオック 建設業

82 株式会社ロイヤル保険コンサルタント 保険業

83 渡津自動車工業株式会社 小売業


