
№
管　轄
安定所 事業所名 №

管　轄
安定所 事業所名

1 高岡 ㈱アースクリーン２１ 53 高岡 ㈱タカギセイコー

2 高岡 ㈱アース・コーポレーション 54 高岡 ㈱タケシタ

3 砺波 Ｉ・ＣＲＥＡＴ㈱ 55 砺波 中越鉄工㈱

4 砺波 ＩＡＡＺＡＪホールディングス㈱  　　　　  【欠席】 56 高岡 中越パルプ工業㈱ 高岡工場

5 高岡 アイディック㈱ 57 砺波 チューモク㈱

6 高岡 (社福)あかね会 58 砺波 長七製麺㈱

7 砺波 安達建設㈱ 【く】 釣屋グループ 　㈱釣屋魚問屋

8 砺波 ㈱アドヴァンス 　　　　〃　　　　  釣屋水産食品㈱

9 高岡 アルビス㈱ 【え】 　　　　〃　　　　  釣屋冷凍冷蔵㈱

10 砺波 石黒自動車工業㈱ 　　　　〃　　　  　㈱氷見前寿し

11 高岡 石友ホーム㈱ 60 高岡 (社福)戸出福祉会

12 高岡 伊勢領製作所㈱ 61 高岡 東洋通信工業㈱

13 高岡 一宮運輸㈱ 富山支店 62 高岡 道路技術サービス㈱

14 高岡 いなほ化工㈱ 63 砺波 砺波重機㈱

15 高岡 (社福)射水万葉会 64 高岡 富山県綜合警備保障㈱ 高岡支社

16 高岡 ㈱ウィン・ディー 65 高岡 ㈱ナガエ

17 高岡 ウッドリンク㈱ 66 氷見 ㈲長澤製作所

18 高岡 ＮＳＫ富山㈱ 67 高岡 ㈱永田メディカル

19 砺波 オークス㈱ 68 高岡 ㈱ニチイ学館 高岡支店 【く】

20 高岡 ㈱開進堂 69 高岡 日本セック㈱

21 氷見 ㈱海津屋ホールディングス 70 砺波 日本キャンバス㈱ 【ユ】

22 高岡 加越能バス㈱ 71 高岡 ㈱パナケイア製薬

23 高岡 ＫＡＮＡＭＯＲＩ ＳＹＳＴＥＭ Ｉｎｃ．㈱ 72 氷見 (社福)はまなす厚生会

24 氷見 岸田木材㈱ 73 高岡 ＢＢＳジャパン㈱

25 高岡 キタムラ機械㈱ 74 高岡 ㈱ひかり

26 高岡 救急薬品工業㈱ 75 高岡 ㈱ヒラキストア

27 高岡 ＫＹＯＤＯＵ㈱ 76 高岡 ㈱広上製作所

㈱協和製作所 77 高岡 ㈱フォレストリーフ

協和サポート㈱ 78 高岡 (社福)福鳳会

29 砺波 キョーリン製薬グループ工場㈱ 井波工場 79 高岡 ㈱プレステージ・インターナショナル 富山ＢＰＯタウン

30 高岡 ㈱クマキ 80 高岡 分家工業㈱

31 砺波 ㈱熊野製作所 【く】 81 高岡 ㈱北陸化成工業所

32 高岡 ㈱グランテック 82 高岡 ㈱北陸近畿クボタ

33 高岡 黒谷㈱ 83 高岡 北陸トナミ運輸㈱

34 高岡 (医社)桑山会 84 氷見 ㈱マエダ

35 砺波 (社福)渓明会 85 高岡 松島工業㈱

36 高岡 ㈱才高 86 砺波 松本建設㈱

37 砺波 笹嶋工業㈱ 87 高岡 丸福石油産業㈱

38 高岡 三英工業㈱ 88 砺波 (医社)翠十字会 砺波誠友病院

39 高岡 三協立山㈱ 【く】 89 高岡 宮越工芸㈱

40 高岡 三協ワシメタル㈱ 90 高岡 明穂輸送㈱

41 高岡 三幸㈱ 91 高岡 メディカル･ケア・サービス㈱ 愛の家グループホーム高岡美幸

42 高岡 三芝硝材㈱ 92 高岡 山岡石材工業㈱

43 高岡 三秀工業㈱ ユニバーサル㈱

44 砺波 山天東リ㈱ (社福)あいの風福祉会

45 高岡 塩谷建設㈱ 94 高岡 ㈱ヨシケイ富山

46 高岡 (医社)志貴野会 ㈱ランブール

47 高岡 島屋㈱ ㈱ランブールファッション

48 砺波 ㈱スリーティ運輸 96 高岡 ㈱りらいあんす

49 高岡 大栄建材㈱ 97 高岡 ルートインジャパン㈱

50 高岡 高岡金網㈱ 98 砺波 ㈱ワールドインダストリー富山

51 高岡 ㈱高岡ケージ工業 99 高岡 ワカノ電工㈱

52 高岡 高岡交通㈱ 100 高岡 ワタキューセイモア㈱名古屋支店 北陸営業所

95 砺波

  【く】 … 『くるみん』認定企業　　【ユ】 … 『ユースエール』認定企業　　【え】 … 『えるぼし』認定企業
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59 氷見

28 高岡

93 高岡


