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09食料品 017 ㈱まるや八丁味噌 岡崎市 15印刷・同関連業 011 ㈱三和スクリーン銘板 愛西市 22鉄鋼業 304 シンニチ工業㈱ 豊川市 26生産用機械器具 016 東海機器工業㈱ 小牧市 29電気機械器具 007 日本高圧電気㈱ 大府市

(40) 027 ㈱真誠 北名古屋市 (7) 028 ㈱ILファーマパッケージング 一宮市 (6) 416 トヨキン㈱ 豊田市 (72) 023 ツカサ工業㈱ 半田市 (24) 008 タイム技研㈱ 丹羽郡大口町

033 瀧川オブラート㈱ 新城市 047 小林クリエイト㈱ 刈谷市 802 ㈱古久根 碧南市 025 ㈱チップトン 名古屋市南区 035 ㈱豊電子工業 刈谷市

038 ㈱おとうふ工房いしかわ 高浜市 503 大同至高㈱ 名古屋市守山区 1203 ㈱ニノミヤ 西尾市 026 KTX㈱ 江南市 059 ㈱ナツメ 豊橋市

058 金印㈱ 名古屋市中区 521 ㈱エムアイシーグループ 西尾市 1223  東京製鐵㈱田原工場 田原市 030 アサダ㈱ 名古屋市北区 109 テクノホライゾン㈱ 名古屋市南区

111 スギ製菓㈱ 碧南市 605 プリントス㈱ 一宮市 1404 中部鋼鈑㈱ 名古屋市中川区 040 西島㈱ 豊橋市 118 本多電子㈱ 豊橋市

117 (合)八丁味噌 岡崎市 1509 竹田印刷㈱ 名古屋市昭和区 23非鉄金属 018 アツタ起業㈱ 愛知郡東郷町 048 ㈱三光製作所（豊橋） 豊橋市 139 ㈱中央製作所 名古屋市瑞穂区

119 マルサンアイ㈱ 岡崎市 16化学工業 021 ㈱タイルメント 名古屋市中村区 (6) 425 寿金属工業㈱ 西尾市 053 チヨダ工業㈱ 愛知郡東郷町 142 ㈱昭和電機製作所 春日井市

129 ヤマサちくわ㈱ 豊橋市 (18) 051 ㈱フタバ化学 名古屋市中村区 706 ㈱ケーエスディー 一宮市 113 宮川工機㈱ 豊橋市 207 河村電器産業㈱ 瀬戸市

131 ㈱平松食品 豊橋市 107 アイカ工業㈱ 名古屋市中村区 905 兼工業㈱ 小牧市 114 名古屋特殊鋼㈱ 犬山市 210 東洋電機㈱ 春日井市

132 ㈱東洋発酵 大府市 160 中京油脂㈱ あま市 917 ㈱加藤製作所 清須市 121 中央化工機㈱ 豊明市 306 メトロ電気工業㈱ 安城市

133 太田油脂㈱ 岡崎市 201 ㈱喜多村 愛知郡東郷町 1508 ㈱豊栄商会 豊田市 122 旭サナック㈱ 尾張旭市 403 ㈱キョクトー 日進市

147 ダイニチ食品㈱ 東海市 224 ホーユー㈱ 名古屋市東区 24金属製品 001 名古屋メッキ工業㈱ 名古屋市熱田区 126 和光技研工業㈱ 刈谷市 616 名古屋電機工業㈱ あま市

206 敷島製パン㈱ 名古屋市東区 301 新日本化学工業㈱ 安城市 (41) 014 ㈱河村工機製作所 名古屋市緑区 138 三友工業㈱ 小牧市 702 東洋航空電子㈱ 犬山市

225 七福醸造㈱ 安城市 305 天野エンザイム㈱ 名古屋市中区 015 クロダイト工業㈱ 碧南市 143 ㈱ＦＵＪＩ 知立市 707 ㈱河合電器製作所 名古屋市天白区

228 イチビキ㈱ 名古屋市熱田区 313 松井本和蝋燭工房 岡崎市 020 ㈱野口製作所 豊橋市 144 アミテック㈱ 名古屋市瑞穂区 708 タカオカ化成工業㈱ あま市

318 ㈲大口屋 江南市 506 菊水化学工業㈱ 名古屋市中区 024 ㈱不二機販 名古屋市北区 148 ㈱大竹製作所 海部郡大治町 803 日本街路灯製造㈱ 名古屋市熱田区

412 ㈱金トビ志賀 蒲郡市 608 磯部ろうそく店 岡崎市 039 兼房㈱ 丹羽郡大口町 155 オーエスジー㈱ 豊川市 806 シンフォニアテクノロジー㈱豊橋製作所 豊橋市

413 サンエイ糖化㈱ 知多市 811 名古屋エアゾール㈱ 愛西市 112 白金鍍金工業㈱ 名古屋市守山区 211 寿原㈱ 稲沢市 1002 オーエムヒーター㈱ 名古屋市天白区

415 ㈱美ノ久 一宮市 1224 ㈱五合 春日井市 123 リンナイ㈱ 名古屋市中川区 214 ゼネラルパッカー㈱ 北名古屋市 1205 日新電装㈱ 春日井市

426 ㈱豆福 名古屋市西区 1304 いその㈱ 名古屋市東区 137 ㈱サーテックカリヤ 刈谷市 222 ㈱技研システック 尾張旭市 1219 ㈱大洋電機製作所 名古屋市中川区

502 ㈱さんわコーポレーション 海部郡大治町 1308 ㈱タカミツ 名古屋市北区 150 ㈱中部理化 愛知郡東郷町 226 新東工業㈱ 名古屋市中村区 1312 ゼネラルヒートポンプ工業㈱ 名古屋市緑区

613 オリザ油化㈱ 一宮市 1310 山本漢方製薬㈱ 小牧市 208 山旺理研㈱ 名古屋市西区 231 ㈱近藤製作所 蒲郡市 1406 日東工業㈱ 長久手市

619 杉本食肉産業㈱ 名古屋市中区 1409 物産フードサイエンス㈱ 知多市 227 ㈱ＡＩＨＯ 豊川市 236 富士精工㈱ 豊田市 1407 東朋テクノロジー㈱ 名古屋市中区

621 ㈱ヤマミ醸造 半田市 1604 豊田化学工業㈱ 豊田市 321 ㈱コメットカトウ 稲沢市 307 オネストン㈱ 名古屋市天白区 30情報通信機械器具 135 マスプロ電工㈱ 日進市

703 ㈱えびせんべいの里 知多郡美浜町 17石油製品・石炭製品 316 中京化成工業㈱ 刈谷市 401 前田バルブ工業㈱ 名古屋市港区 320 ㈱オプトン 瀬戸市 (3) 409 アイホン㈱ 名古屋市中区

704 のだみそ㈱ 豊田市 18プラスチック製品 002 福井ファイバーテック㈱ 豊橋市 420 ㈱加藤製作所 名古屋市東区 322 ㈱ＩＳＯＷＡ 春日井市 1114 萩原テクノソリューションズ㈱ 名古屋市東区

804 ㈱隆祥房 名古屋市南区 (37) 031 ㈱三琇プレシジョン 高浜市 445 ㈱石川精工 安城市 323 ㈱前田技研 岡崎市 31輸送用機械器具 128 奥野工業㈱ 高浜市

807 ユタカフーズ㈱ 知多郡武豊町 036 フジデノロ㈱ 小牧市 447 平松鉄工㈱ 碧南市 325 ㈱山田ドビー 一宮市 (53) 149 日進医療器㈱ 北名古屋市

812 中日本氷糖㈱ 名古屋市中川区 104 東洋理工㈱ 安城市 505 ㈱アンスコ 瀬戸市 410 ㈱五十鈴製作所 碧南市 157 ㈱今仙電機製作所 犬山市

901 ㈱節辰商店 名古屋市中村区 120 本多プラス㈱ 新城市 601 太陽電化工業㈱ 名古屋市瑞穂区 419 ㈱豊製作所 江南市 159 久野金属工業㈱ 常滑市

1001 ㈲八雲 豊橋市 127 ㈱ワーロン 名古屋市中村区 602 ㈱ダイワエクセル 名古屋市千種区 421 ㈱寿原テクノス 稲沢市 204 ㈱高木製作所 名古屋市中区

1003 ㈱ヤマコ 安城市 140 富士特殊紙業㈱ 瀬戸市 604 ㈱河村産業所 あま市 431 ㈱フジキカイ　 北名古屋市 229 ㈱セキソー 岡崎市

1005 宮川産業㈱ 田原市 158 ㈱アイセロ 豊橋市 612 二葉産業㈱ 名古屋市守山区 435 ㈱TEKNIA 名古屋市中川区 303 ㈱東海理機 大府市

1216 カクダイ製菓㈱ 名古屋市西区 216 イトモル㈱ 豊川市 801 ㈱中工 一宮市 438 ポッカマシン㈱ 岩倉市 309 中村精機㈱ 額田郡幸田町

1303 栄屋乳業㈱ 岡崎市 223 大三紙業㈱ 豊橋市 809 中日クラフト㈱ 春日井市 441 ㈱サンメカニック 一宮市 310 ㈱瑞木製作所 尾張旭市

1305 ㈱コモ 小牧市 233 オハラ樹脂工業㈱ 名古屋市南区 810 ㈱八幡ねじ 北名古屋市 509 ㈱三技 北名古屋市 312 ㈱ヒサダ 安城市

1607 毎味水産㈱ 西尾市 234 ㈱アイワ 岩倉市 918 ㈱メタルヒート 安城市 517 油圧機工業㈲ 西尾市 404 アスカ ㈱ 刈谷市

1609 サンハウス食品㈱ 江南市 326 ㈱高木化学研究所 岡崎市 1004 ㈱伊勢安金網製作所 豊橋市 606 ㈱名古屋刃型 一宮市 405 エイベックス㈱ 名古屋市瑞穂区

1705 ㈱扶桑守口食品 丹羽郡扶桑町 402 中京化学㈱ 稲沢市 1007 矢留工業㈱ 春日井市 614 楠精工㈱ 名古屋市熱田区 406 ㈱オティックス 西尾市

10飲料・たばこ・ 006 ㈱あいや 西尾市 407 ㈱大洋プラスチックス工業所 東海市 1008 ㈱フロロコート名古屋 一宮市 617 ㈱増田製作所 豊明市 408 ㈱杉浦製作所 西尾市

飼料 156 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ 名古屋市中区 411 金城化工㈱ 東海市 1104 ㈱ニュー・サンワ 一宮市 805 ㈱鬼頭精器製作所 豊田市 417 ㈱三五 名古屋市熱田区

(9) 314 関谷醸造㈱ 北設楽郡設楽町 427 ㈱ビクター化学工業所 春日井市 1105 ㈱カンドリ工業 額田郡幸田町 914 大見工業㈱ 安城市 418 ㈱東郷製作所 愛知郡東郷町

317 ㈱葵製茶 西尾市 430 玉野化成㈱ 名古屋市南区 1108 木下精密工業㈱ 名古屋市北区 916 ㈱ケーエスケー 安城市 422 近藤工業㈱ 豊田市

436 ㈱南山園 安城市 439 ゴトープラスチック㈱ 名古屋市西区 1111 ナガサキ工業㈱ 名古屋市緑区 1010 ㈱極東精機 名古屋市緑区 424 ㈱三光製作所 刈谷市

513  アサヒビール㈱名古屋工場 名古屋市守山区 449 ㈱樹研工業 豊橋市 1204 ㈱屋根技術研究所 高浜市 1012 ㈱イワタツール 名古屋市守山区 428 コンドーセイコー㈱ 長久手市

609 相生ユニビオ㈱ 西尾市 510 ㈱鳥越樹脂工業 一宮市 1222 豊国工業㈱ 豊橋市 1013 三洋機工㈱ 北名古屋市 434 大橋鉄工㈱ 北名古屋市

1011 清洲桜醸造㈱ 清須市 512 ハジメ産業㈱ 一宮市 1227 シンポ㈱ 名古屋市名東区 1101 アジアクリエイト㈱ 豊川市 446 東明工業㈱ 知多市

1226 ㈱角谷文治郎商店 碧南市 515 ㈱鈴木化学工業所 額田郡幸田町 1321 ㈱志水製作所 一宮市 1102 菱栄工機㈱ 豊田市 501 ㈱ウツノ 愛知郡東郷町

11繊維工業 044 ティビーアール㈱ 豊川市 808 日進工業㈱ 碧南市 1507 ㈱レーザックス 知立市 1103 湯浅糸道工業㈱ 名古屋市天白区 511 ㈱半谷製作所 大府市

(11) 101 御幸毛織㈱ 名古屋市西区 813 MICS化学㈱ 愛知郡東郷町 1602 ㈱ジェイ・エス・ピー 北名古屋市 1107 東南精機㈱ 安城市 516 大和化成工業㈱ 岡崎市

116 ㈱野呂英作 一宮市 909 名古屋樹脂工業㈱ 名古屋市西区 1603 日本特殊合金㈱ 蒲郡市 1115 ㈱ベステック 春日井市 519 ㈱メタルテック 小牧市

145 中伝毛織㈱ 一宮市 912 朝日理化㈱ 西尾市 1702 光工業㈱ 西尾市 1201 ㈱トーカロイＴＧＫ 瀬戸市 522 丸菱工業㈱ 小牧市

205 ㈱サカイナゴヤ 稲沢市 1110 小高精密㈱ 北名古屋市 25はん用機械器具 004 ㈱スギヤス 高浜市 1207 CKD㈱ 小牧市 610 ㈱デンソープレステック 豊川市

232 アサヒ繊維工業㈱ 稲沢市 1202 ㈱高瀬金型 稲沢市 (15) 013 加茂精工㈱ 豊田市 1212 二村機器㈱ 名古屋市中村区 611 ㈱タイガーサッシュ製作所 刈谷市

448 国島㈱ 一宮市 1206 ウイストン㈱ 海部郡蟹江町 032 ㈱前田シェルサービス 岡崎市 1213 ㈱光南 西尾市 701 ㈱美和製作所 あま市

620 葛利毛織工業㈱ 一宮市 1221 ㈱丸三金属 安城市 055 ㈱三進製作所 犬山市 1215 トライエンジニアリング㈱ 名古屋市守山区 907 ㈱名光精機 津島市

910 茶久染色㈱ 一宮市 1309 三栄ポリウレタン㈱ 安城市 105 中日本炉工業㈱ あま市 1217 ㈱オリエント総業 春日井市 908 ㈱エアロ 弥富市

1112 ㈱くればぁ 豊橋市 1317 ㈱愛知商会 知多郡東浦町 108 ㈱川本製作所 名古屋市中区 1225 エヌティーツール㈱ 高浜市 911 中日精工㈱ 豊川市

1601 オオサキメディカル㈱ 名古屋市西区 1318 シミズ工業㈱ 刈谷市 151 高広工業㈱ 名古屋市南区 1301 ㈱酒井製作所 名古屋市中村区 913 ㈱プロト 刈谷市

12木材・木製品 1220 ㈱イクタ 瀬戸市 1405 ㈱山田製作所 刈谷市 152 フルタ電機㈱ 名古屋市瑞穂区 1306 OMC㈱ 名古屋市中区 1006 興和精密工業㈱ 豊明市

(4) 1313 フルハシＥＰＯ㈱ 名古屋市中区 1510 大洋産業㈱ 大府市 212 協和工業㈱ 大府市 1311 ㈱名古屋精密金型 知多郡東浦町 1009 ㈱ティムス 豊田市

1610 ㈱山西 名古屋市中区 1613 矢作産業㈱ 額田郡幸田町 215 ㈱ニッセイ 安城市 1314 ㈱ユニメック 大府市 1014 榊原精器㈱ 西尾市

1703 ㈱アーティストリー 春日井市 19ゴム製品 134 住友理工㈱ 名古屋市中村区 432 ㈱ヨシタケ 名古屋市昭和区 1315 ㈱エムエス製作所 清須市 1113 荒川工業㈱ 日進市

13家具・装備品 046 ㈱オリバー 岡崎市 (4) 235 イイダ産業㈱ 稲沢市 504 ㈱アンレット 海部郡蟹江町 1316 ㈱TDEC 津島市 1208 ㈱池戸製作所 稲沢市

(4) 319 ㈱愛知屋仏壇本舗 岡崎市 618 名北ゴム㈱ 一宮市 1209 ワタナベフーマック㈱ 名古屋市中川区 1320 ㈱サンワ金型 安城市 1210 トーシンテック㈱ 名古屋市中区

440 愛知㈱ 名古屋市東区 1218 旭ゴム化工㈱ 名古屋市千種区 1307 ワシノ機器㈱ 名古屋市南区 1401 杉山重工㈱ 瀬戸市 1214 柴田工業㈱ 西尾市

904 ㈱クオリ 安城市 21窯業・土石製品 009 栄四郎瓦㈱ 碧南市 1506 ㈱メイキコウ 豊明市 1402 ㈱マキタ 安城市 1302 中村鉄工㈱ 春日井市

14パルプ・紙・ 110 河原紙器㈱ 春日井市 (16) 041 三州野安㈱ 高浜市 1504 ㈱ニシムラ 豊田市 1319 ㈱セイワ 西尾市

紙加工品 507 ナビエース㈱ 春日井市 045 鳴海製陶㈱ 名古屋市緑区 1505 ㈱ナガラ 名古屋市中川区 1403 泰東工業㈱ 安城市

(5) 603 睦化学工業㈱ 名古屋市西区 103 ㈱エフエスケー 知多市 1611 ㈱ＡＱＵＡ・Ｊ 豊田市 1408 日本トレクス㈱ 豊川市

615 ㈱キラックス 名古屋市港区 124 ㈱鶴弥 半田市 1614 ㈱佐藤鉄工所 名古屋市港区 1501 ㈱タチ製作所 清須市

1211 中島紙工㈱ 名古屋市中区 125 新東㈱ 高浜市 27業務用機械器具 049 ㈱ニデック 蒲郡市 1502 トピー工業㈱豊橋製造所 豊橋市

130 ㈱丸ウ製陶所 瀬戸市 (12) 056 山八歯材工業㈱ 蒲郡市 1503 ㈱アンセイ 大府市

136 マルスギ㈱ 高浜市 057 ㈱東海メディカルプロダクツ 春日井市 1605 テクノエイト㈱ 瀬戸市

218 ㈱エージック 春日井市 115 朝日インテック㈱ 瀬戸市 1606 岩瀬鉄工㈱ 西尾市

414 クロタ精工㈱ 碧南市 213 ㈱松本義肢製作所 小牧市 1608 旭鉄工㈱ 碧南市

429 三信鉱工㈱ 北設楽郡東栄町 221 ㈱トヨテック 豊川市 1615 ㈱青山製作所 丹羽郡大口町

442 トーヨーマテラン㈱ 春日井市 302 ㈱カネミヤ 半田市 1701 熱田起業㈱ 名古屋市中川区

444 東海ホーロー㈱ 刈谷市 508 ㈱パイオニア風力機 名古屋市緑区 1704 横山興業㈱ 豊田市

902 石塚硝子㈱ 岩倉市 915 ㈱イマダ 豊橋市 32その他 005 堀田新五郎商店 津島市

903 ㈱中外陶園 瀬戸市 1106 タケウチテクノ㈱ 名古屋市港区 (14) 010 ㈱馬印 名古屋市中川区

1116 ㈱ヤスフクセラミックス 岡崎市 1109 グリーンフィクス㈱ 名古屋市瑞穂区 019 東海光学㈱ 岡崎市

1228 ユキ技研㈱ 春日井市 050 ㈲ファインモールド 豊橋市

28電子部品・ 034 ㈱生方製作所 名古屋市南区 052 シヤチハタ㈱ 名古屋市西区

デバイス・電子回路 106 ㈱衣浦電機製作所 半田市 153 星野楽器㈱ 名古屋市東区

(4) 423 伊原電子工業㈱ 春日井市 202 伊藤光学工業㈱ 蒲郡市

1707 ㈱藤田製作所 名古屋市南区 311 ㈱コーワ あま市

315 ㈱キクテック 名古屋市南区

324 ㈱ファースト 名古屋市天白区

514 ㈱サンワード 一宮市

1015 ㈱三浦太鼓店 岡崎市

1612 愛知ドビー㈱ 名古屋市中川区

1706 内田工業㈱ 名古屋市中川区


