
番号 事 業 所 名 認定年月日

1 高知市農業協同組合 平成22年3月5日

2 福留開発 株式会社 平成22年4月15日

3 ミタニ建設工業 株式会社 平成22年4月19日

4 大旺新洋株式会社 平成22年4月19日

5 入交建設 株式会社 平成22年4月28日

6 株式会社 轟組 平成22年4月28日

7 大宮建設 株式会社 平成22年5月26日

8 新進建設 株式会社 平成22年6月7日

9 株式会社 日東水道 平成22年6月10日

10 須工ときわ 株式会社 平成22年6月11日

11 尾崎建設 株式会社 平成22年6月18日

12 株式会社 近藤工務店 平成22年6月30日

13 東山建設 株式会社 平成22年6月30日

14 株式会社 都市美粧建設 平成22年6月30日

15 有限会社 横山建設 平成22年7月5日

16 株式会社 富士建設工業 平成22年7月16日

17 株式会社 滝石建設 平成22年8月13日

18 株式会社 庭園センター 平成22年8月20日

19 北村商事 株式会社 平成22年8月20日

20 不二電気工芸 株式会社 平成22年8月27日

21 株式会社 昭和電気工業 平成22年8月30日

22 土佐新高建設 株式会社 平成22年9月17日

23 旭ブロック建設 株式会社 平成22年9月13日

24 日興電設 株式会社 平成22年9月15日

25 株式会社 シンゲン 平成22年9月17日

26 有限会社 津島工業 平成22年9月21日

27 株式会社 栄和電機 平成22年10月5日

28 株式会社 大東電機 平成22年10月5日

29 相互電設 株式会社 平成22年10月7日

30 東邦工業 株式会社 平成22年11月1日

31 日産電機 株式会社 平成22年11月26日

32 株式会社 大藤 平成22年12月7日

33 株式会社 馬場配管 平成22年12月17日

34 四国水道工業 株式会社 平成23年1月21日

35 昭栄設備工業 株式会社 平成23年2月22日

36 有限会社 築山建設 平成23年3月7日

37 四国パイプ工業 株式会社 平成23年5月16日

38 株式会社新創 平成23年5月20日

39 荒川電工 株式会社 平成23年6月2日

40 株式会社 三宝工務店 平成23年6月14日

41 大一設備 株式会社 平成23年6月30日

42 株式会社 清水新星 平成23年6月30日

43 株式会社 濱田水道工業 平成23年8月9日

44 株式会社 中島工務店 平成23年8月11日

45 啓大建設 有限会社 平成23年8月29日

46 有限会社 大寿建設 平成23年9月20日

47 株式会社 東和設備 平成23年9月23日

48 旭環境スポーツ施設 株式会社 平成23年9月27日

49 高知県農業協同組合春野支所 平成23年10月5日

50 株式会社 ＳＵＮ電装 平成23年11月10日
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51 有限会社 高知建工舎 平成23年11月17日

52 黒潮電機 株式会社 平成23年11月17日

53 正和電気 株式会社 平成23年11月17日

54 丸茂建設 有限会社 平成23年12月8日

55 久保建設 株式会社 平成23年12月8日

56 浦戸工業 平成24年１月20日

57 株式会社 宮﨑造工 平成24年1月27日

58 有限会社 南国塗装 平成24年2月14日

59 三谷美化産産業 株式会社 平成24年2月14日

60 三宮石油 株式会社 平成24年2月27日

61 有限会社 ジョイントショップ・キタオカ 平成24年3月5日

62 株式会社 加田屋シード 平成24年3月5日

63 有限会社 観賞魚センター 平成24年3月5日

64 ケーワイエム建設 平成24年3月16日

65 株式会社 開洋 平成24年3月15日

66 サイン・ファクトリー 平成24年3月27日

67 有限会社 深瀬電気 平成24年4月16日

68 山下電気 株式会社 平成24年4月16日

69 株式会社 大谷興産 平成24年4月17日

70 株式会社 高南設備工業 平成24年5月1日

71 岩崎食品株式会社 高知営業所 平成24年5月21日

72 株式会社 釣具のヤマト 平成24年5月25日

73 小松建設 株式会社 平成24年6月5日

74 有限会社 真和工業 平成24年6月14日

75 日成土木 株式会社 平成24年6月27日

76 森崎組 有限会社 平成24年6月27日

77 四国リニューアル 株式会社 平成24年8月8日

78 四国電設興業工業 株式会社 平成24年9月26日

79 四国三研工業 株式会社 平成24年10月2日

80 須藤工業 平成25年3月14日

81 溝渕塗装商会 平成25年6月11日

82 平和自動車 平成25年6月11日

83 幟立自動車 平成25年6月12日

84 有限会社 細木建設工業 平成25年6月18日

85 島﨑畳店 平成25年7月5日

86 有限会社 西村興業 平成25年9月２日

87 株式会社 国沢産業 平成25年10月２日

88 株式会社 龍建設 平成25年10月９日

89 有限会社 永尾建設 平成25年10月16日

90 有限会社 光良建設 平成25年12月９日

91 株式会社 三谷組 平成25年12月９日

92 株式会社 ケイウッド 平成26年３月11日

93 西川建具店 平成26年３月25日

94 えざき鮮魚 平成26年３月28日

95 高大建設 株式会社 平成26年４月25日

96 紀和工業 株式会社 平成26年７月７日

97 松田工業 有限会社 平成26年10月14日

98 有限会社 新設組 平成26年10月14日

99 株式会社 島崎建設 平成26年11月13日

100 株式会社 岸之上工務店 平成26年11月20日
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101 本越建設 株式会社 平成27年１月27日

102 ファームベジコ 平成27年３月25日

103 有限会社 長﨑石油 平成27年３月30日

104 大高醸造 株式会社 平成27年３月30日

105 上杉クリーニング 平成27年３月30日

106 アトム山ノ端店マチ電器 平成27年７月１日

107 有限会社 見元園芸 平成27年７月１7日

108 国見印章堂 平成28年４月26日

109 株式会社 山善工務店 平成28年７月28日

110 竹内肥料店 平成28年８月４日

111 フラワーナーセリーティザーヌ 平成28年８月４日

112 株式会社 レボテック・クリーン 平成28年10月12日

113 伊東電氣有限会社 平成29年１月27日

114 サンポウ防災有限会社 平成29年４月18日

115 かどたクリーニング店 平成29年８月18日

116 三里ドライ 平成29年８月18日

117 明大建設有限会社 平成29年９月５日

118 田鍋染工 平成29年９月５日

119 ＳＥＩＷＡＳＯＨドッグスクール 平成29年９月12日

120 有限会社 村田建材店 平成30年５月18日

121 西内石油 平成30年５月18日

122 島田建築 平成30年６月14日

123 株式会社 早川塗装 平成30年６月14日

124 高陽開発株式会社 平成30年６月22日

125 有限会社 山下オート商会 平成30年７月３日

126 有限会社スズキ設備工業 平成30年11月28日

127 若枝建築事務所 令和元年5月28日

128 マツオカ管工設備有限会社 令和元年6月19日

129 高知家健 令和元年6月19日

130 ヘアーサロンＲＯＺＡ 令和元年6月19日

131 有限会社吉田設備 令和元年8月1日

132 有限会社神岡組 令和2年4月6日

133 株式会社 四国工営 令和2年10月1日

134 株式会社 大藤建設 令和2年10月28日

135 有限会社 三好建設 令和3年3月5日

136 有限会社 一歩工業 令和3年8月5日
137 泉建設工業 株式会社 令和3年9月2日
138 株式会社 響建設 令和3年10月19日
139 有限会社 愛機工業 令和3年11月18日
140 株式会社 R－K 令和4年1月24日
141 有限会社 山中建設 令和4年4月4日
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