
令和4年6月17日現在

通番 認定状況 事業所名 所在地 初回認定年月 直近再認定年月

1 認定中 馬瀬建設株式会社 下呂市馬瀬名丸28番地3 平成28年3月 令和4年5月
2 認定中 桂川電工株式会社 下呂市萩原町上村788-1 平成28年3月 令和4年3月
3 認定中 株式会社熊﨑組 下呂市小坂町小坂町188-1 平成28年3月 令和4年3月
4 認定中 株式会社大清 下呂市小坂町無数原480-1 平成28年3月 令和4年3月
5 認定中 松田建設株式会社 下呂市三原25番地 平成28年3月 令和4年5月
6 認定中 株式会社共和設備 下呂市萩原町上呂780番地 平成28年3月 令和4年3月
7 認定中 株式会社田口建築 下呂市金山町祖師野1001-6 平成28年3月 令和4年5月
8 認定中 共栄電気株式会社 下呂市萩原町上呂416番地 平成28年3月 令和4年3月
9 認定中 コマツ飛騨益田営業所 下呂市萩原町上呂988番地 平成28年3月 令和4年3月
10 認定中 ㈱相和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ下呂営業所 下呂市火打1932番地 平成28年3月 令和4年3月
11 認定中 ㈱メカトロニクス 下呂市萩原町羽根2575-2 平成28年4月 令和4年5月
12 認定中 ㈲飛騨螺子製作所 下呂市三原172番地1 平成28年4月 令和2年7月
13 認定中 斐太自動車部品株式会社 下呂市小川1102番地 平成28年4月 令和4年4月
14 認定中 下呂生ｺﾝｸﾘｰﾄ株式会社 下呂市東上田570番地 平成28年4月 令和4年5月
15 認定中 金山土木協業組合 下呂市金山町下原町24番地1 平成28年4月 令和4年4月
16 認定中 下呂モータース株式会社 下呂市森859番地1 平成28年5月 令和4年6月
17 認定中 株式会社 加藤組 下呂市金山町菅田桐洞2800番地1 平成28年5月 令和4年5月
18 認定中 丸共建設株式会社 下呂市乗政538番地 平成28年5月 令和4年5月
19 認定中 有限会社 上原加工 下呂市蛇之尾1000番地19 平成28年8月 令和3年7月
20 認定中 有限会社 森本ゴム工場 下呂市萩原町宮田1373番地4 平成28年8月 令和3年7月
21 認定中 有限会社 今井産業 下呂市萩原町羽根368番地1 平成28年8月 令和2年7月
22 認定中 株式会社南飛騨観光バス 下呂市御厩野526 平成28年9月 令和2年8月
23 認定中 はぎわらe株式会社 下呂市萩原町羽根2638番地1 平成28年9月 令和2年9月
24 認定中 株式会社 讃建（本店） 下呂市金山町金山3255番地1 平成28年10月 令和2年10月
25 認定中 株式会社 讃建（コミュニティベース讃照庵） 下呂市金山町金山3479番地2 平成28年10月 令和2年10月
26 認定中 株式会社讃建（コミュニティハウスひまわり） 下呂市金山町金山3463番地1 平成28年10月 令和2年10月
27 認定中 株式会社 サンワ開発 下呂市金山町金山3256番地1 平成28年10月 令和2年10月
28 認定中 有限会社 丸豊電工 下呂市萩原町上村1438番地 平成28年10月 令和3年10月
29 認定中 クオルト株式会社 下呂市萩原町宮田1405-1 平成28年10月 令和2年10月
30 認定中 富士石油 下呂市萩原町上村627番地3 平成28年11月 令和2年11月
31 認定中 株式会社 丸山 下呂市小坂町⻑瀬525番地1 平成28年12月 令和2年12年
32 認定中 有限会社 ながせ食品（やきにく大使） 下呂市萩原町上呂1478 平成28年12月 令和2年12年
33 認定中 ＫＹＢ金山株式会社 下呂市金山町⼾部4350番地130 平成28年12月 令和2年12年
34 認定中 博建工 下呂市萩原町上村1596 平成28年12月 令和2年12年
35 認定中 高橋電気商会 下呂市萩原町萩原1012番地7 平成28年12月 令和2年12年
36 認定中 ㈲斐太ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ下呂営業所 下呂市森122番地1 平成29年2月 令和3年2年
37 認定中 川⻄電業株式会社 下呂市萩原町⻄上田1893番地1 平成29年2月 令和3年3年
38 認定中 株式会社 オクダ技巧 下呂市萩原町大ヶ洞69番地1 平成29年2月 令和3年2年
39 認定中 有限会社 中澤クリーン社 下呂市萩原町尾崎660番地64 平成29年2月 令和3年3年
40 認定中 日産工業 株式会社 下呂市萩原町跡津439番地1 平成29年2月 令和3年2年
41 認定中 鈴木建築 下呂市萩原町四美1848番地 平成29年2月 令和3年3年
42 認定中 株式会社 岐阜機工 下呂市萩原町宮田1423-1 平成29年2月 令和3年3年
43 認定中 株式会社大清 くるまや18番事業部 下呂市小坂町小坂町13番地1 平成29年2月 令和4年2月
44 認定中 翔建設合同会社 下呂市東上田1576-2 平成29年3月 令和3年4月
45 認定中 （資）二村鉄工所 下呂市萩原町古関82番地 平成29年3月 令和3年3年
46 認定中 株式会社 佐古牧場 下呂市金山町菅田桐洞4236番地 平成29年3月 令和3年3年
47 認定中 有限会社 熊崎土建 下呂市萩原町上村1556 平成29年3月 令和3年3月
48 認定中 小坂運材株式会社 下呂市小坂町坂下631 平成29年3月 令和3年3月
49 認定中 株式会社 下呂キャリー 下呂市湯之島165-3 平成29年3月 令和3年3月
50 認定中 日下部建設株式会社 下呂市萩原町古関266-1 平成29年4月 令和3年4月
51 認定中 有限会社 向野板金 下呂市森813-27 平成29年4月 令和3年4月
52 認定中 有限会社 細江ゴム 下呂市門和佐1438番地 平成29年4月 令和4年4月
53 認定中 ㈱ウッドリサイクル 下呂市小坂町門坂1216 平成29年5月 令和3年5月
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54 認定中 (有)今井産業（馬瀬） 下呂市馬瀬名丸1533-1 平成29年5月 令和3年5月
55 認定中 (有)成瀬製畳 下呂市萩原町花池199 平成29年6月 令和4年4月
56 認定中 ㈱ハウテック 下呂市少ヶ野432番地 平成29年6月 令和3年6月
57 認定中 ㈲今井ゴム 下呂市乗政1254番地2 平成29年7月 令和3月7月
58 認定中 佐橋工業㈱金山工場 下呂市金山町金山2969番地 平成29年11月 令和2年8月
59 認定中 ㈲金山電設 下呂市金山町中切2144-2 平成30年2月 令和3年11月
60 認定中 ㈲益田重機 下呂市乗政68番地 平成30年2月 令和3年2月
61 認定中 曽我冷熱㈱ 下呂市萩原町古関321番地1 平成30年3月 令和4年3月
62 認定中 ㈲金山化成 本社 下呂市金山町菅田桐洞132-6 平成30年3月 令和4年4月
63 認定中 ㈲金山化成 物流センター 下呂市金山町菅田桐洞678-1 平成30年3月 令和4年4月
64 認定中 ㈲金山化成 金山工場 下呂市金山町金山1602-1 平成30年3月 令和4年4月
65 認定中 ㈱益田通信 下呂市萩原町跡津937-1 平成30年3月 令和4年3月
66 認定中 ㈱伊田屋 下呂市金山町東沓部3311 平成30年3月 令和4年4月
67 認定中 ㈲丸為 下呂市萩原町宮田626 平成30年3月 令和4年3月
68 認定中 ㈲下町自動車 下呂市萩原町萩原1519-2 平成30年7月 令和2年7月
69 認定中 ㈲金森鐵工所 下呂市金山町⼾部4095-2 平成30年9月 令和2年9月
70 認定中 合同会社 ２１６ＷＯＲＫＳ 下呂市小坂町落合54 平成31年3月 令和3年12月
71 認定中 株式会社フジテクノ 下呂市萩原町羽根2677-1 令和元年5月 令和3年5月
72 認定中 株式会社 倉科建設 下呂市萩原町羽根1794-8 令和元年6月 令和3年6月
73 認定中 (有) ガーデン ガーデンプラス萩原店 下呂市萩原町萩原1035-1 令和元年6月 令和3年6月
74 認定中 いろは建築 株式会社 下呂市萩原町四美2834 令和元年12月 令和4年5月
75 認定中 木楽建築 下呂市萩原町山之口2325 令和元年12月 令和3年12月
76 認定中 有限会社 宮田造園土木 下呂市萩原町宮田871番地1 令和2年1月 令和4年2月
77 認定中 有限会社 飛騨メンテナンス 下呂市萩原町上呂3445番地1 令和2年4月 令和4年4月
78 認定中 モリシン工業株式会社 下呂市御厩野1275-1 令和2年7月
79 認定中 有限会社 上呂石油 下呂市萩原町上呂662-3 令和2年8月
80 認定中 有限会社 倉地製材所 下呂市萩原町羽根408 令和2年9月
81 認定中 税理士法人 岡﨑事務所 高山市石浦町2-315 令和2年11月
82 認定中 大林建築 下呂市萩原町羽根1414番地 令和2年12月
83 認定中 杉浦電気工事株式会社 下呂市森2324番地 令和2年12月
84 認定中 株式会社トシオス 下呂市田口50番地1 令和3年1月
85 認定中 農事組合法人 かみはら山水園 下呂市田口50番地1 令和3年1月
86 認定中 古田喜久雄税理士事務所 下呂市森782番地15 令和3年1月
87 認定中 協同組合下呂ショッピングセンター 下呂市小川1236-1 令和3年2月
88 認定中 田上電設 下呂市宮地714-48 令和3年3月
89 認定中 桃庵 下呂市湯之島237-6 令和3年5月
90 認定中 金子工業株式会社 下呂市萩原町萩原1500番地 令和3年6月
91 認定中 株式会社 今井建設 下呂市少ケ野461-1 令和3年7月
92 認定中 株式会社 グリーンハウスコーヒー(緑の館) 下呂市萩原町花池123番地 令和3年8月
93 認定中 株式会社 上々工機 下呂市蛇之尾1327 令和3年11月
94 認定中 株式会社 和合工業 下呂市御厩野1421 令和4年3月
95 認定中 下呂水道サービス株式会社 下呂市小川1865 令和4年3月
96 認定中 小坂自動車株式会社 下呂市小坂町坂下543-1 令和4年3月
97 認定中 株式会社東海プレカット下呂営業所 下呂市萩原町羽根495-6 令和4年4月
98 認定中 株式会社 鐘芳商会 下呂市萩原町萩原1487-1 令和4年6月


