
兵庫県健康づくりチャレンジ企業 登録企業一覧 (2014年3月4日現在)

企業名 地域 企業名 地域

1 アイクラフト株式会社 神戸 51 株式会社すかいらーく 西宮MDセンター 阪神南

2 アサヒ飲料株式会社 六甲工場 神戸 52 ※ 阪神南

3 ※ 神戸 53 ※ 阪神南

4 アフラック 神戸総合支社 神戸 54 株式会社千寿堂 阪神南

5 ※ 神戸 55 ※ 阪神南

6 特定非営利活動法人エコグループ 神戸 56 株式会社羽衣組 阪神南

7 株式会社エフエルエス 神戸 57 株式会社原田工業所 阪神南

8 大塚製薬株式会社 神戸支店 神戸 58 兵庫県競馬組合 阪神南

9 川崎重工業株式会社 西神戸工場 神戸 59 ファイブ工業株式会社 阪神南

10 キリンビールマーケティング株式会社 神戸 60 株式会社フジ・データ・システム 阪神南

11 株式会社ケーエスケー 兵庫営業部 神戸 61 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 阪神南

12 ※ 神戸 62 株式会社めばえ 阪神南

13 株式会社神戸サンソ 神戸 63 株式会社ヤジマ竜宮ケアサービス 阪神南

14 神戸ポートタワーホテル 神戸 64 株式会社ヨシケイこうべ 北兵庫営業所 阪神南

15 神戸ヤクルト販売株式会社 神戸 65 介護老人保健施設ケアヴィラ伊丹 阪神北

16 光洋電機株式会社 神戸 66 有限会社コウノ薬品 阪神北

17 株式会社伍魚福 神戸 67 沢井製薬株式会社 阪神北

18 株式会社ジャム・デザイン 神戸 68 社会福祉法人ジェイエイ兵庫六甲福祉会 阪神北

19 株式会社ズームス 神戸 69 住化テクノサービス株式会社 阪神北

20 住友生命保険相互会社 神戸事業部 神戸 70 一般社団法人宝塚ゴルフ倶楽部 阪神北

21 全農兵庫 施設生活部 生活課 神戸 71 株式会社チュウオー 阪神北

22 ※ 神戸 72 株式会社トッパンパッケージプロダクツ 伊丹工場 阪神北

23 大日本住友製薬株式会社 神戸支店 神戸 73 ミズノスポーツサービス株式会社 阪神北

24 株式会社多田ケアプロジェクト 神戸 74 ヤマトオートワークス株式会社 西大阪工場 阪神北

25 ※ 神戸 75 株式会社ヨシケイこうべ 伊丹営業所 阪神北

26 白鶴酒造株式会社 神戸 76 有限会社朝霧ＩＴ企画 東播磨

27 公益財団法人ひょうご環境創造協会 神戸 77 アサヒ飲料株式会社 明石工場 東播磨

28 ※ 神戸 78 キッコーマン食品株式会社 高砂工場 東播磨

29 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構 神戸 79 株式会社ソネック 東播磨

30 フクダ電子兵庫販売株式会社 神戸 80 ※ 東播磨

31 株式会社ホテルオークラ神戸 神戸 81 ※ 東播磨

32 特定非営利活動法人マブイ六甲 神戸 82 ※ 東播磨

33 株式会社まんぼう 神戸 83 ※ 東播磨

34 三ツ星ベルト株式会社 神戸事業所 神戸 84 菱工株式会社 東播磨

35 港建設株式会社 神戸 85 伊東電機株式会社 北播磨

36 ※ 神戸 86 株式会社三和電気商会 本社 北播磨

37 株式会社ヨシケイこうべ 西兵庫営業所 神戸 87 株式会社新緑 北播磨

38 株式会社ヨシケイこうべ 御影営業所 神戸 88 社会福祉法人正峰会 北播磨

39 あしや喜楽苑 阪神南 89 ※ 北播磨

40 ※ 阪神南 90 株式会社ヨシケイこうべ 小野本社 北播磨

41 株式会社岩田 阪神南 91 工成建設株式会社 中播磨

42 ＳＥＣカーボン株式会社 阪神南 92 齊藤鋼材株式会社 中播磨

43 株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ 阪神南 93 飾磨海運株式会社 中播磨

44 ※ 阪神南 94 神姫バス株式会社 中播磨

45 社会福祉法人きらくえん 特別養護老人ホーム喜楽苑 阪神南 95 ※ 中播磨

46 株式会社クボタ 本社 阪神事務所 阪神南 96 社会福祉法人徳宗福祉会 香照苑 中播磨

47 株式会社クボタ 阪神工場 尼崎事業所 阪神南 97 凸版印刷株式会社 福崎工場 中播磨

48 株式会社クボタ 阪神工場 武庫川事業所 阪神南 98 株式会社西田商会 中播磨

49 グンゼスポーツ株式会社 阪神南 99 播州調味料株式会社 中播磨

50 社会福祉法人聖徳園 養護老人ホーム和風園 阪神南 100 兵庫信用金庫 中播磨

資料１－４
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企業名 地域 企業名 地域
資料１－４

101 株式会社やよい 中播磨

102 株式会社ウエスト神姫 西播磨 ※企業名は非公開

103 クミアイ化学工業株式会社 龍野工場 西播磨

104 住友大阪セメント株式会社 赤穂工場 西播磨

105 髙井医療器株式会社 西播磨

106 本田冷蔵株式会社 西播磨

107 拡運建設株式会社 〔一部非公表〕 但馬

108 ※ 但馬

109 株式会社谷垣 但馬

110 株式会社谷垣工業 但馬

111 友田建設株式会社 但馬

112 株式会社中川工務店 但馬

113 株式会社兵庫県登録衛生検査センター 但馬

114 マリヤ医科興業株式会社 但馬

115 竹内薬品株式会社 丹波

116 株式会社栃本天海堂 柏原工場 丹波

117 日本チバガイギー株式会社 篠山工場 丹波

118 株式会社森田工務店 丹波

119 ※ 淡路

120 ミツ精機株式会社 淡路

121 ミツテック株式会社 淡路

1 医療法人社団恵友会 神戸

2 医療法人社団伍仁会岡本クリニック 神戸

3 公益財団法人兵庫県健康財団 神戸

4 医療法人社団まほし会 神戸

5 ナチュラルスマイル西宮北口歯科 阪神南

6 医療法人社団正峰会 北播磨

7 一般社団法人日本健康倶楽部 和田山支部 但馬

（地方公共団体等）

1 兵庫県 神戸

2 兵庫県教育委員会 神戸

3 兵庫県警察本部 神戸

計 １３１社

（医療機関等）


