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事業所名 都道府県

アートサービス　株式会社　大阪出張所 大阪府

株式会社　アールアンドビー・カンパニー 大阪府

株式会社　アイ・シイ・エス 新潟県

有限会社　アイズアート 大阪府

アイチ　テクノメタル　フカウミ　株式会社 新潟県

アイテックス　株式会社 新潟県

株式会社　赤阪鐵工所 静岡県

アタカ大機　株式会社　大阪工場 大阪府

株式会社　新井鉄工所 神奈川県

有限会社　安西工業 広島県

イーエヌシステム　株式会社 新潟県

有限会社　伊佐総合防災 京都府

株式会社　石井製作所 岐阜県

株式会社　石垣歯車製作所 三重県

石塚硝子　株式会社 愛知県

五十鈴鉄工 三重県

株式会社　井関新潟製造所 新潟県

伊藤機電　株式会社　大阪営業所 大阪府

合資会社　イナバ電機 神奈川県

イハラサイエンス　株式会社　ＩＰＥC事業部 静岡県

エアコンスター　株式会社 神奈川県

株式会社　栄光電機 新潟県

有限会社　エイム 茨城県

株式会社　エーゼーゴム洋行 三重県

エスエヌ環境テクノロジー　株式会社　新潟営業所 新潟県

Ｆ．テクノ　有限会社 三重県

株式会社　エフテクノ 静岡県

エムエムシーツーリング　株式会社　京都工場 京都府

MTK　株式会社 岐阜県

株式会社　エムテック 茨城県

有限会社　エムテック 三重県

大阪鋼圧　株式会社 大阪府

大阪美錠工業　株式会社 大阪府

株式会社　大瀬建設　広神生コン工場 新潟県

有限会社　オガタ鉄工所 愛知県

有限会社　尾見製作所 茨城県

オリエクス　株式会社　雷電工場 長野県

株式会社　海南鉄工所 広島県

有限会社　柿原銘板製作所 広島県

株式会社　樫野　環境製品開発事業部 兵庫県
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株式会社　片貝製作所 新潟県

金森藤平商事　株式会社　名古屋支店 愛知県

川重商事　株式会社　京都エンジニアリング事務所 京都府

北一電気　株式会社 新潟県

キタハラ企画 岐阜県

岐阜・大成化工　株式会社 岐阜県

共立継器　株式会社　千曲工場 長野県

株式会社　クボ製作所 新潟県

株式会社　クマヒラ 大阪府

株式会社　クマヒラ 広島県

クリーンメタル　株式会社　名古屋支店 愛知県

株式会社　クリエイティブテクノロジー 東京都

群峰建商　株式会社 群馬県

有限会社　Ｋ＆Ｍ 静岡県

ケイコン 株式会社 京都府

株式会社　工技研究所 広島県

株式会社　幸富 広島県

高陽電機　株式会社 広島県

国精工業　株式会社　新潟営業所 新潟県

寿工業　株式会社　化工機事業部 広島県

株式会社　小西鍍金 新潟県

近藤工業　株式会社 大阪府

株式会社　サインクラフト 群馬県

笹花石産　株式会社 新潟県

株式会社　サムソン茨城メンテナンス 茨城県

サムテック　株式会社 大阪府

株式会社　三協製作所 神奈川県

三條金属　株式会社 新潟県

株式会社　サンツール 大阪府

サンデン電装　株式会社 群馬県

株式会社　サンメカニック 愛知県

有限会社　賛友企画 長野県

サンヨー　株式会社 群馬県

渋川桑野電機　株式会社 群馬県

島津エミット　株式会社 京都府

ジヤトコエンジニアリング　株式会社 静岡県

住商アイナックス　株式会社　高崎テクノサービス 群馬県

昭和電機産業　株式会社 岐阜県

有限会社　誠栄 長野県

有限会社　新栄メンテナンス 茨城県
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新関西製鐵　株式会社　星田工場 大阪府

新日本金属工業　株式会社　 岐阜県

株式会社　真柄鉄工所 群馬県

株式会社　シンワエンジニアリング・サービス 神奈川県

スギハラ工業　株式会社 静岡県

住友ナコマテリアルハンドリング販売　株式会社　岐阜営業所 岐阜県

住友ベークライト　株式会社　基礎研究所 神奈川県

株式会社　セイホー 群馬県

積水テクノ成型　株式会社　三重工場 三重県

株式会社　セック 新潟県

瀬戸技研工業　株式会社 茨城県

有限会社　瀬谷精機製作所 茨城県

セレック　株式会社 大阪府

株式会社　相互 大阪府

株式会社　SOGA 群馬県

第一正和工業　株式会社 群馬県

大英ステンレス鋼管　株式会社 群馬県

株式会社　ダイサン 茨城県

株式会社　ダイシン 岐阜県

株式会社　大東化工製作所 茨城県

大同塗料　株式会社　名古屋支店 愛知県

有限会社　タイプエス 群馬県

大部林業製材所 茨城県

太平興業　株式会社　上越支店 新潟県

太平洋精機　株式会社　上越工場 新潟県

タカ産業　株式会社 大阪府

株式会社　タカダイ 神奈川県

高洋産業　株式会社 新潟県

株式会社　武井製作所 神奈川県

田島応用化工　株式会社　茨城工場 茨城県

株式会社　多奈川商店 大阪府

株式会社　TRCトモエコーポレーション 静岡県

帝国製鋲　株式会社 大阪府

テービ販売　株式会社 大阪府

株式会社　電子技研　三重事務所 三重県

デンソン　株式会社    茨城工場 茨城県

東海エナジス　株式会社 岐阜県

東海ゴム工業　株式会社　松阪製作所 三重県

東海テクノ　株式会社 静岡県

株式会社　東京測器研究所　桐生工場 群馬県
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東京ファブリック化成　株式会社 茨城県

東芝三菱電機産業システム　株式会社　京浜工場 神奈川県

株式会社　東伸 岐阜県

株式会社　東邦工業社 茨城県

東洋シャフト　株式会社 新潟県

東洋スタット　株式会社 大阪府

東洋紡績　株式会社　犬山工場 愛知県

株式会社　東横防災商事 神奈川県

株式会社　トーアエンジニアリング 新潟県

トーカイ　株式会社 岐阜県

株式会社　富信 岐阜県

内外電機　株式会社　エンジニアリング事業部 大阪府

内外電機　株式会社　京阪奈工場 大阪府

内藤電誠工業　株式会社　羽茂工場 新潟県

有限会社　長岡キーセンター 新潟県

有限会社　中島ビニール加工 茨城県

ナガセテクノエンジニアリング　株式会社 神奈川県

中野熱業 新潟県

株式会社　ナカヤマ工業 静岡県

名古屋電機工業　株式会社　北陸営業所 新潟県

ナブコシステム　株式会社　沼津営業所 静岡県

新潟オリオン販売　株式会社 新潟県

新潟原動機　株式会社　新潟内燃機工場 新潟県

新潟交通機械　株式会社　新潟工事事務所 新潟県

新潟ウオシントン　株式会社　サービスセンター 新潟県

ニコ精密機器　株式会社 新潟県

株式会社　西村技研 大阪府

日本アジャックス・マグネサーミック　株式会社　長岡工場　 新潟県

日本エックス線検査　株式会社 大阪府

日本エマソン　株式会社　サーモディスク事業部 大阪府

日本オーチス・エレベータ　株式会社　関東支社　首都圏支店　甲信営業所 長野県

株式会社　日本サーモエナー　新潟支店 新潟県

日本駐車場救急サービス　株式会社　大阪支店 大阪府

日本電産コパル精密部品　株式会社　六日町工場 新潟県

日本パーカライジング　株式会社　新潟工場 新潟県

株式会社　ネオテック 神奈川県

株式会社　ノーミプラント新潟 新潟県

橋本精密工業　株式会社 茨城県

パナソニックサイクルテック　株式会社 大阪府

株式会社　パモウナ 岐阜県
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株式会社　ハロー 大阪府

東テク　株式会社　水戸営業所 茨城県

株式会社　樋口製作所 岐阜県

有限会社　美研堂 静岡県

菱井工業　株式会社 大阪府

日立造船ハンドリングシステム　株式会社 広島県

日野製薬　株式会社 長野県

日之出電機工業　株式会社 大阪府

株式会社　広沢サービス 岐阜県

株式会社　フォースワン 広島県

株式会社　深堀鉄工所 群馬県

株式会社　富士ダイナミクス 神奈川県

富士電機エフテック　株式会社　松本事業所 長野県

藤村ヒューム管　株式会社　新潟工場 新潟県

藤森工業　株式会社　沼田事業所 群馬県

株式会社　フジレメック 新潟県

株式会社　ビッグ・エコ 静岡県

株式会社　プライムツーワン 神奈川県

古河ロックドリル　株式会社　関東支店 群馬県

有限会社　ベックワークス 広島県

豊栄工業　株式会社 三重県

有限会社　ホームエイド 京都府

北陸重機工業　株式会社 新潟県

株式会社　牧野技術サービス 広島県

マグ加工　株式会社 茨城県

株式会社　松菱製作所 京都府

株式会社　松山組　 新潟県

株式会社　マブチ　化成部　石岡工場 茨城県

マルイチ山田機工　有限会社 長野県

丸紅エネックス　株式会社　名古屋ターミナル 愛知県

ミサヤママイクロテップ　株式会社 長野県

ミズノ　テクニクス　株式会社 岐阜県

瑞穂医科工業　株式会社　五泉工場 新潟県

株式会社　三井物産コイルセンター 神奈川県

三友電子工業　株式会社　館林工場 群馬県

三菱電機　株式会社　群馬製作所 群馬県

みづほ工業　株式会社 大阪府

三山鋼機　株式会社 群馬県

株式会社　美和製作所 愛知県

明希工業　株式会社 神奈川県



（社）安全衛生マネジメント協会　受講事業所様一覧（2010年） 6/6

事業所名 都道府県

株式会社　明成　亀岡工場 京都府

名鉄木材防腐　株式会社 岐阜県

盟和産業　株式会社　岐阜工場 岐阜県

有限会社　森﨑美装 静岡県

モリタスポーツ・サービス　株式会社 大阪府

守谷鋼機　株式会社　第1工場（つくば） 茨城県

矢崎部品　株式会社　保土沢工場 静岡県

有限会社　安田工業 三重県

株式会社　山内組 岐阜県

大和精工　株式会社 大阪府

ヤマトプロテック　株式会社　静岡支店 静岡県

豊樹脂工業　株式会社 静岡県

株式会社　陽工社 岐阜県

有限会社　ヨシイ 群馬県

株式会社　ヨシダ 茨城県

株式会社　よしみね　京都工場 京都府

株式会社　米子製作所 長野県

株式会社　リケンキャステック 新潟県

立進プレシジョン　株式会社 京都府

株式会社　了山 岐阜県

レイテックサービス　株式会社　 大阪府

有限会社　レジンテック 愛知県

株式会社　ワイズメンテナンス 三重県

和宏電機工業　株式会社 大阪府

株式会社　渡辺義一製作所 京都府


