
事業継続力強化計画認定企業一覧（令和元年10月2日時点）

都道府県 名称 事業者HP
サンエス電気通信株式会社  https://www.sanesu.co.jp/

合同会社加藤ファーム ー
北見地方自動車整備協同組合 ー
有限会社宇野自動車整備工場 ー

十勝ランドリー有限会社 ー
日本栄養食品株式会社 http://www.nes-co.jp

株式会社イズム・グリーン https://izmgr.co.jp/
樽見　騰 ー

株式会社北海工芸 ー
株式会社エフケー ー

株式会社フレッシュフーズ ー
北神産業株式会社  https:// www.hokushinkitami.com

株式会社アルファビジネス ー
株式会社セキホク ー
日成工機株式会社 http://www.nisseykoki.co.jp/

イーアイテクノ株式会社 https://www.ei-techno.jp/
株式会社柳沼 https://yaginuma.jp/

合同会社Space Cubics https://spacecubics.com
株式会社カネマル ー

株式会社ビーバープランニングセンター http://www.beaver-111.com/
株式会社中勇酒造店 https://www.tenjo-mugen.co.jp/

イワサキ通信工業株式会社 http://www.ici-iwasaki.com/
株式会社ホンテック https://hontec.jimdo.com/

秋田県 有限会社峰友技研 http://www.hoyugiken.jp
泉興業株式会社 https://localplace.jp/t100336735/

株式会社サニックス http://www.sanics.co.jp/
日本環境科学株式会社 http://www.jsec-y.jp/

株式会社わだ電気設備事務所 http://wadadenki.jp
ehomeコンサルタント合同会社 https://www.ehome-c.com/

有限会社鈴木造園 http://suzukizouen.com/
情報整備局 https://www.j-s-k.info

株式会社tsumugi http://jicca-gh.com
Aroma Choeur https://aroma-choeur.com/

小河原セメント工業株式会社 ー
株式会社堀田電機製作所 http://www.hottadenki.co.jp

株式会社サンテクノ https://suntechno3.jimdo.com/
中研合成化学株式会社 http://www.chuken-gosei.com

株式会社茨城圧力機器製作所 ー
ヨロズ鋼材株式会社 ー
赤石工業株式会社 ー
宮本工業株式会社 http://www.miyamoto-ind.co.jp/
平和衡機株式会社 http://www.heiwakouki.co.jp/

有限会社下山製作所 https://kakouya.shimoyamaseisakusho.com/
三進工業株式会社 http://www.sanshinkogyo-p.co.jp/

株式会社令和コンサルティング https://bizconsulting.jp
佐久間行政書士事務所 https://tokusya.net/

有限会社原市場包装紙業 ー
株式会社Mealthy https://mealthy.co.jp

ジェイ・サーベイ株式会社 ー
株式会社プリケン http://www.priken.co.jp
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株式会社アシスト ー
有限会社千葉製作所 ー
五代目森山清次兵衛 ー
株式会社崑崙印刷 http://www.konronprint.com

株式会社ロイエット https://www.roi-et.co.jp/
佐藤ロストワックス技研株式会社 https://www.sato-lost.co.jp/

株式会社TeamHOSOTSUBO https://www.hosotsubo.team/
中小企業診断士　代表　綿貫　有二 https://yuzywatanuki.com/

シェアビジョン株式会社 http://www.svtld.co.jp/
株式会社ブルームキャピタル http://www.bloomcapital.jp/

ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 http://www.unite-advisers.com/
株式会社東京ポリエチレン印刷社 http://www.to-poly.co.jp/

株式会社肉の佐藤 ー
ウエスト・クラウド・ジャパン株式会社 https://waste-cloud.com/

株式会社大里 https://ohsato-web.co.jp/
株式会社Life　Lab https://www.life-lab.co.jp/

e.ファシリティプランニング株式会社 ー
日本フォーミング株式会社 ー

錦明印刷株式会社 https://www.kinmei.co.jp/
基幹構造株式会社 http://key-s-c.co.jp/

スマート・ツー株式会社 https://www.smart2j.com/
株式会社巧測 ー

有限会社興研製作所 ー
株式会社クリステンセン・マイカイ http://www.kmaikai.co.jp/index.html

株式会社ケイ・システム http://ksystem.kanagawa.jp
株式会社ハルツ http://www.harz.jp/

株式会社城ヶ島水産 ー
株式会社リスニ http://r-s-n.jp

株式会社多摩川電子 http://www.tmele.jp/
有限会社タカバ工業 https://takabakogyo.com/
株式会社ミドリ産工 http://midori-sk.co.jp
株式会社ビー・ツー https://www.bee-2.com/
株式会社長岡計器 http//www.nagaokakeiki.com/

有限会社湯本建設工業 ー
株式会社松縄文五郎商店 ー

有限会社南信チップセンター http://www.n-chip.com/
株式会社エフ・パッケージ http://www.f-package.jp/

株式会社藤巻建設 http://fujimaki-co.jp
IST経営コンサルティング ー

有限会社甲新クレーン ー
BCP実践サポート https://www.bcpsapo.com/
有限会社静岡木工 http://shizuokamokko.com

キウチ商工株式会社 ー
石川県 有限会社寺田商店 ー
愛知県 株式会社環境保全コンサルタント ー
三重県 株式会社石川プレート http://www.ishikawaplate.co.jp/

ニューメディカ・テック株式会社 https://nmt.or.jp/
強み経営コンサルティング有限会社 https://tuyomi.com/

株式会社リブウェル http://www.live-well.jp
株式会社ルートアンドアクティベーション http://root-and-activation.co.jp/

合同会社オフィス・オズ ー
FMBコンサルタンツ株式会社 https://www.fmbc.jp/

有限会社藤尾酒店 ー
株式会社ゼロプラス https://www.zeroplus-consul.co.jp/

マネジメントオフィスいまむら https://imamura-net.com/
石川つゞれ株式会社 http://tuzureori.com/
株式会社きゅうべえ https://www.qbei.co.jp/

株式会社寿精密 http://www.koto-buki.co.jp/
セイカ株式会社 https://waseika.com/

剤盛堂薬品株式会社 https://www.zaiseido.co.jp/
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いながき歯科医院 ー
株式会社トミサワ http://www.fa-tomisawa.com/

さかい歯科クリニック http://www.sakaidental.jp
株式会社ウメカワ http://www.umekawa.co.jp/

サンイン技術コンサルタント株式会社 https://www.sanin-gc.co.jp/company.html
 有限会社エイブル精機 http://www.able-seiki.co.jp/

株式会社菊水フォージング http://www.kikusui.org/
有限会社和島鉄工所 ー
株式会社赤松産業 https://akamatu.jp/
気高電機株式会社 https://www.ketaka.co.jp/

有限会社倉繁歯科技工所 http://lab-kura.com/
株式会社サテライトコミュニケーションズネットワーク http://www.sc-net.ne.jp/

株式会社ヨナゴ技研コンサルタント http://www.yonago-giken.co.jp/
有限会社優美運送 ー
株式会社谷口印刷 https://www.tpharvest.com/tp/

有限会社みずほ食品 ー
有限会社岡富商店 https://www.okatomi.jp/
株式会社齋藤撚糸 https://saitonenshi.jp/

株式会社アイスライン http://www.iceline.co.jp/
株式会社奥島創麺巧房 https://okushimaya.com/

東進工業株式会社 https://www.tohshin-tec.com/
株式会社システムヨシイ http://www.systemyoshii.co.jp/

小椋製作所 ー
株式会社スズキ麺工 http://turuturu.co.jp/
茶屋町鉄工株式会社 http://www.chayamachi.co.jp/index.html

株式会社ビサン https://bisan-thanks.com/
株式会社ベティスミス https://betty.co.jp/

株式会社タカトリ ー
吉河織物株式会社 http://www.bichu.or.jp/kigyou/yoshikawaorimono.htm

株式会社哲多すずらん食品加工 http://www.t-suzuran.com/
株式会社岡山新興 http://www.o-shinco.com/company.html
有限会社竹中商店 http://umaimono.co.jp/0.html

株式会社中原製作所 https://www.nkhr.info/
ネッツ・ソリューション株式会社 http://www.nkhr.com/nets/kaisya.html

株式会社トラスト工業 https://www.trust-1997.co.jp
有限会社岡オート商会 http://oka-auto.jp/

星尾とうふ店 http://xn--nbky11myptxxj2ue.com/
日成重機株式会社 ー

有限会社SHIN ー
太耀産業株式會社 http://www.taiyo-in.co.jp/

小林歯科医院 http://www7a.biglobe.ne.jp/~dentkoba/
株式会社ようび https://youbi.me/

有限会社南野製作所 https://www.nanno-mfg.jp/
株式会社INE検測 http://ine-kensoku.co.jp/

とうふ屋元勢 ー
株式会社ウエダコンストラクション https://www.uecon-co.jp/home/

株式会社イールドインテリアプロダクツ http://www.yield.jp/
株式会社タイコー ー
株式会社福谷電装 http://www.fukutani-denso.co.jp/

株式会社倉敷自動車教習所 https://kurakyo.menkira.jp/
株式会社オザキアンドサンズ ー

有限会社丸天商店 ー
有限会社メディカル・コミュニケーション http://www.medical-communication.jp/

株式会社相互設計 ー
株式会社幡中金網 http://hatanakak.co.jp

サンポーエンジニアリング株式会社 http://sanpoh-e.co.jp/
株式会社ウエキ http://www.kk-ueki.co.jp/

農地所有適格法人結ファーム株式会社 https://yuifarm.co.jp/
野口工業 ー

株式会社河太工業 ー
有限会社小見山木工 http://www.komiyama-mokko.com/
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大地測量株式会社 ー
株式会社峠農林 ー

株式会社倉敷プリント ー
有限会社美絹糸院 http://hinaya.e-tsuyama.com/

株式会社岡山木材市場 http://www.okamoku.co.jp/
株式会社成和設備工業所 https://seiwasetubi.com/company.html

株式会社タブチ http://kinoie-tabuchi.co.jp/
谷口トラック株式会社 http://www.taniguchi-co.jp/
有限会社ニイヨンイチ http://www.241co.com/

有限会社テクノス http://www.technos1.com/
アサヒ防災工事株式会社 http://a-bousai.co.jp

株式会社中杉鉄工所 ー
株式会社プラノーツ http://www.planotes.com/

有限会社小川 ー
有限会社トップ ー

山本自動車工業株式会社 http://www.ltsy.co.jp/
株式会社ゴウダ http://goda-wood.com/
有限会社勉強堂 https://www.ben-kyou-dou.co.jp/

田中倉庫運輸株式会社 ー
株式会社三興工業 ー
有限会社戸田歯研 ー

株式会社呉精版印刷 http://www.kureseihan.com/
株式会社プロテック ー
有限会社清木畳装飾 https://www.seiki-tatami.jp/

株式会社ボレー http://www.volley-leggings.com/company/index.html
中国紙工業株式会社 http://www.ccsk.co.jp/

株式会社タルマ製作所 ー
株式会社上垣組 http://www.kamigaki.co.jp/

株式会社ラックス http://www.lucks.co.jp/
有限会社濵井鉄工所 ー

荒木歯科医院 https://www.araki-dental.jp
有限会社東和工業 ー

津川畳店 http://tsugawa-tatami.com/
株式会社イワタ木工 http://mugenmusou.com/about.php

株式会社オート http://www.auto-p.jp
株式会社三宅本店 http://www.sempuku.co.jp/

株式会社日本彫刻工芸 ー
株式会社ニシキプリント https://www.nishiki-p.co.jp/
ひじやま歯科クリニック https://www.hijiyama-dc.com/

株式会社広島カートン製作所 ー
有限会社石田鉄工所 http://www.ishida-ind.com/pc/

有限会社森原自動車商会 http://morihara.co.jp/index.html
有限会社浜本工業 ー

株式会社シティプラスチック https://www.city-plastic.co.jp
株式会社トーエイ http://www.tohei.jp
前浜工業株式会社 http://maehama.co.jp/
有限会社小田食品 ー
株式会社長栄堂 http://choeido.jp/

株式会社ウエストヒル http://www.west-hill.co.jp/
株式会社アールテック・リジョウ http://r-tec.co.jp/

株式会社リサイクルエナジー https://recycle-corp.com/j/
駅家特殊合板株式会社 ー

有限会社たおか https://www.ms-taoka.co.jp/index.html
巴屋清信有限会社 http://tomoe-ya.co.jp/

有限会社ｄｒ－ｗａｎｗａｎ．ｃｏｍ http://www.dr-wanwan.com
マルヨシ株式会社 https://mf-maruyoshi.co.jp/
有限会社シンセイ ー
株式会社広瀬印刷 https://www.hiroseprint.com/
株式会社富士制作 ー
株式会社岡南計測 ー

有限会社ジャパン・ラム http://www.japan-lamb.jp/
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ケーエス商会株式会社 ー
株式会社アサヒ工業 https://asahi-roof.jp/
有限会社古政鉄工所 ー

佐々木歯科医院 ー
広島第一ブロック協同組合 http://www.hiroshima-db.com/

株式会社柚子屋本店 https://www.e-yuzuya.com/
富田印刷株式会社 https://www.tondaprinting.com/
大興工業株式会社 http://www.taiko-k.co.jp/index.html
俵山温泉合名会社 http://tawarayamaonsen.com/

有限会社お茶の赤星園 ー
ミツヤ工業株式会社 http://mitsuya-k.jp/company.html

日本海洋産業株式会社 http://www.nihon-ks.co.jp/
株式会社川畑建設 http://www.kawabata-k.co.jp/html/

株式会社オーシャンテック http://www.ocean-tec.jp/
株式会社ヒューモア ー
キッショウ株式会社 ー

CRAIZE　MOTORCYCLE https://craize-motorcycle.com/
株式会社Smile Carz http://smilecarz.jp/
有限会社エクシード ー

株式会社カツモトフーズマーケット https://www.katsumoto-fugu.com/
大海建設工業株式会社 http://www.taikai.co.jp
富士製パン株式会社 ー

兼清外科 ー
CadDent株式会社 http://www.caddent.net/
株式会社岡本鉄工 https://ot-int.com/

株式会社アカマ印刷 http://akama-p.com/
共同産業株式会社 http://kyodosangyo.com/

株式会社マスダ鉄工 ー
有限会社鹿野ファーム http://www.kanofarm.com/

株式会社木村工業 http://www.kimura-gr.co.jp/
日景電機株式会社 http://www.nikkei-denki.co.jp/
藤田鉄工株式会社 https://www.fujita-ironworks.com/

有限会社竹園 ー
国元工業株式会社 ー
中村建設株式会社 https://www.nakamurakensetsu-co.jp/index.html
株式会社林商店 ー

有限会社仲子空調設備 ー
株式会社テクノライフ http://www.technolife-jp.com

中屋菓子店 ー
株式会社ケントハウス ー

東西電工株式会社 http://www.nmt.ne.jp/~tozai
ハイメール化成株式会社 https://highmail-kasei.hp.gogo.jp

O-bic http://www.o-bic.jp/
株式会社宗家くつわ堂 http://www.kutsuwado.co.jp

有限会社白川冷蔵 ー
有限会社タック ー

株式会社瀬戸内オリーブ http://www.setouchi-olive.com/
さぬき麺業株式会社 http://www.sanukiudon.co.jp
有限会社今屋老舗 http://www.imaya-rouho.co.jp/
有限会社ダイコク ー

株式会社八栗 http://www.yakuri.com
マナベ自動車相談所 http://manabe-group.com/
丸善織物株式会社 http://www.maruzen-orimono.co.jp/

株式会社ホーコク製粉 http://www.houkoku.co.jp
株式会社富士印刷 http://www.fuji-print.jp
株式会社共栄木材 http://www.kyoei-lumber.co.jp
有限会社阿部木工 http://abe-mokkou.jp/

株式会社別子飴本館 http://be-ame.co.jp
株式会社愛創工業 ー

株式会社越智鋳造所 http://www.ochichuzosho.com
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ABC開発株式会社 http://www.abcdev.co.jp
株式会社豊和工業 http://www.hohwa-foundry.co.jp/
中央建設株式会社 http://tyuuou.ecnet.jp/3901.html

株式会社田村 http://tamura-cleaning.jp
ツウテック株式会社 http://www.two-teq.com/index.html

テクノヒロセ株式会社 http://www.hirose-paper-mfg.co.jp/index.html
株式会社のびる http://www.nobiru-kochi.com/

株式会社飯田鉄工 http://kk-iida.com
有限会社松本工業 ー

フソー化成株式会社 http://www.fusonet.co.jp
株式会社カンキョー http://kankyo-eco.com/
有限会社高進工業 ー

株式会社龍生 http://ryusho-kochi.jp/
和光商事株式会社 http://www.wakoshoji.jp/
土佐酒造株式会社 http://www.keigetsu.co.jp/
有限会社エガミ https://www.sake-kasu.com/

東九州テント工房 https://www.higashitento.jp/
坂本マシン工業株式会社 ー
有限会社デボン神戸屋 ー

株式会社幸栄物産 http://www.koei-pro.co.jp/
拓建工株式会社 https://takukenko.wixsite.com/takukenko

株式会社ＳＡＫＵ ー
有限会社境木工 http://sakaimokko.jp

晃大商事株式会社 http://kodaig.com/
福岡ダイス株式会社 ー

MSOWORKS http://msoworks.com/
株式会社京屋本店 ー

有限会社中川原畳工場 http://www.nakagawara-tatami.jp/
医生ヶ丘動物病院 ー

株式会社アースフィールド・プロ http://kitakyuken.co.jp/index.html
クボタマシニング ー

ふかい歯科クリニック http://fukaidc.p2.weblife.me/
山之内歯科医院 http://ydc7.com
株式会社立義 ー

ＴＡＫＥ　ＯＮＥ ー
株式会社かねすえ http://www.kanesue-net.co.jp

ギフトハンズきのした ー
株式会社オンガ ー

有限会社リステム ー
株式会社海産物問屋ナカハラ ー

千代海苔株式会社 http://www.chiyonori.jp/
有限会社原野製茶本舗 http://www.haranoseichahonpo.com/
株式会社総合カッター ー

株式会社フジコー https://www.kfjc.co.jp
株式会社浜田自動車 ー
株式会社大豊実業 ー
株式会社隆工業 ー

株式会社丸八ガラス店 ー
けやき歯科クリニック ー
九州ナカミチ株式会社 http://www.kyushu-nakamichi.com/

株式会社九州協栄 http://www.kyusyukyoei.com/
マチダカッター工事株式会社 http://machidacutter.web.fc2.com

ポピー製紙株式会社 http://www.ariake-syoji.mydns.jp/paper/
株式会社シビルウェブ http://www.civil-web.com/

株式会社ロプト http://loptr.co.jp
有限会社胡座 http://www.agura.info

株式会社メグシ http://www.megushi.com/company.html
マルヒ食品株式会社 http://www.men-maruhi.com
有限会社川島鉄工所 ー
株式会社アクティヴ http://www.active5454.com

うちだ歯科医院 ー

福岡県

高知県

http://www.abcdev.co.jp/
http://www.hohwa-foundry.co.jp/
http://tyuuou.ecnet.jp/3901.html
http://tamura-cleaning.jp/
http://www.two-teq.com/index.html
http://www.hirose-paper-mfg.co.jp/index.html
http://www.nobiru-kochi.com/
http://kk-iida.com/
http://www.fusonet.co.jp/
http://kankyo-eco.com/
http://ryusho-kochi.jp/
http://www.wakoshoji.jp/
http://www.keigetsu.co.jp/
https://www.sake-kasu.com/
https://www.higashitento.jp/
http://www.ariake-syoji.mydns.jp/paper/


有限会社ジェイエヌ開発 ー
三信工業株式会社 http://techno-sanshin.com

ダイヤ糊工業株式会社 http://www.diax.co.jp/
有限会社七條プラスチックス jttp://shichijo7.com

株式会社翔和 http://www.syouwa-bld.co.jp
有限会社ＳＵＮシステム http://www.sun-system-solar.com/
株式会社島内エンジニア http://www.shimauchi-eng.com

馬場農園 ー
株式会社回生薬局 https://www.kaisei-drug.co.jp/

有限会社マルハ園芸 http://www.maruha-engei.com/
株式会社大義建設 http://www.daigi-net.co.jp
有限会社シキシマ http://www.shikikama.com/

有限会社池田海陸物産 ー
Rｏｓｅ＆Ｃｏ． ー
有限会社武田鉄骨 ー

Ｍｕｌｔｉ　Ｒｏｔｏｒ　Ｐｉｌｏｔ ー
出口工業株式会社 http://deguchikougyou.com/

株式会社アットマーク http://www.atmarkbb.jp/
合資会社有正舎 ー
有限会社光春窯 ー

有限会社山﨑マーク http://www.yamasaki-mark.jp/
株式会社ヤマサキ https://calsa.jp

有限会社ワイエヌコンサル https://www.sudrone.jp/
有限会社いさみ屋 ー
平尾建設株式会社 ー

岡崎製パン所 ー
有限会社茶友 ー

株式会社スワン https://swandry.jp
株式会社小林甚製麺 http://www.kobayashijin.com/
有限会社善徳丸商店 http://www.zentokumaru.net

藤田克弥製麺 http://www12.plala.or.jp/Nmrp51/access.html
株式会社サンコー技研 http://www.sanko-gkn.com
株式会社公精プラント http://www.koseiplant.com/
有限会社熊本塗装工業 ー

株式会社協和印刷 http://design-print.jp/
株式会社プロフェッショナルコール http://procall.jp/aboutus.html

人吉冷蔵株式会社 http://www.ayu-suisan.com
プリントオン株式会社 http://www.print-on.jp

プレテック熊本株式会社
http://www.fukuei-

gp.co.jp/company/pretec_kumamoto.html
株式会社アドヴァンス ー
有限会社ミユキ薬局 ー

株式会社ＲＰＶ http://rpv.biz
おはら果樹園・大分工房たまてばこ http://www.oharakajuen.com/

ヤクト株式会社 ー
株式会社東豊開発コンサルタント http://tkc-toho.co.jp/

株式会社古川製菓 https://www.tsukiusagi-saiki.com/
株式会社ＳＡＮＥｉ https://sanei-dic.co.jp
株式会社スミテック ー
株式会社クニナリ http://www.kuninari.co.jp
株式会社タカハシ ー

広池農園 ー
神崎鉄工株式会社 http://kanzakitekko.jp
株式会社愛商大分 http://www.saiki.tv/~aisho-ooita/
有限会社中央印刷 ー
株式会社エリア http://elia-jp.com
株式会社テクノ http://www.oita-techno.co.jp

アイプロデュース株式会社 http://www.i-produce.co.jp
株式会社ケーアンドケー ー

株式会社なる良 http://www.naruyoshi.com/

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県



ワークプリント ー
株式会社Ｔｒｉｄｅｎｔｅ ー

有限会社德丸米穀店 httpw://www.tokumarubeikoku.co.jp/
株式会社親協 https://shinkyou-con.com/
株式会社宮防 http://www.miyabo.co.jp/

株式会社新生工業 http://www.shinsei-miyazaki.co.jp
株式会社システム技研 http://www.sys-gi.co.jp

株式会社石井木工 ー
有限会社姫城鉄工建設 http://himegi-tekko.jp/

有限会社プリンス松山美容室 http://princematsuyama.co.jp/
山下定置網漁業株式会社 ー

有限会社豊味食研 ー
株式会社市坪建装 http://www.ichitsubo.com/

フタバフーズ株式会社 ー
株式会社クロスメディア http://crossmedia-pro.co.jp
有限会社池田仏壇本店 ー

株式会社オフィシャルクリーン http://www.officialclean.net/
株式会社堀口園 ー

有限会社鈴木電器 ー
株式会社ドクターナチュレ http://drn.co.jp

有限会社岩切美巧堂 http://www.satsumasuzuki.co.jp
有限会社マクール・エンタープライズ http://f-phone.net/

有限会社山崎パン ー
有限会社プロテック ー

株式会社ホートク食品 http://furousen.com
有限会社万膳酒造 ー
株式会社シミズ http://www.shimizutrading.com

渡邉製茶 ー
楠田淡水有限会社 https://kusuda-kiwamiunagi.jp/
カクイ株式会社 https://www.kakui.co.jp

株式会社薩摩鉄筋工業 http://satsumatekkin.jp/
アジア印刷株式会社 http://azia-print.co.jp
有限会社北園鉄工 ー

株式会社クリーンサービス ー
有限会社肉のまるかつ http://www.maru-ks.com

宮崎県

鹿児島県

https://shinkyou-con.com/
http://drn.co.jp/
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