
事業所 事業所名 所在地 業種 認定日

1 湯の華アイランド株式会社 シティリゾート可児 土田 サービス H25.4.1

2 株式会社 匠 築 塩河 建築業 H25.4.1

3 中華キッチン味てる 広見 飲食業 H25.4.2

4 有限会社 北尾 下切 サービス H25.4.3

7 株式会社 ユーアイズ スクールIE西可児 帷子新町 個別指導塾 H25.4.4

8 株式会社 ユーアイズ スクールIE今渡 今渡 個別指導塾 H25.4.4

9 株式会社 アイギ 今渡 建設業 H25.4.8

10 あづ満 下恵土 飲食業 H25.4.8

11 御菓子処 入口屋 下恵土 和菓子製造 H25.4.8

12 小池土木株式会社 広見 建設業 H25.4.9

13 日孝建設 有限会社 川合 建設業 H25.4.9

14 横山工業株式会社 大森 土木工事業 H25.4.9

15 有限会社 巴建設 久々利 建設業 H25.4.9

16 株式会社 可茂道路 川合 土木工事業 H25.4.9

17 株式会社 中濃 坂戸 建設業 H25.4.9

18 中部クリーン株式会社 広見 建設工事業 H25.4.9

19
デイハウス みぃんなげんき
／特定非営利活動法人 ごきげんさん

⾧坂 福祉事業 H25.4.9

20 建設業協同組合 中恵土 建設協同組合 H25.4.10

21 株式会社 橋本 下恵土 廃棄物処理 H25.4.10

22 東濃建物管理 株式会社 広見 ビル総合管理 H25.4.10

23 中部交通資材 株式会社 今渡 安全施設設計施工 H25.4.11

24 株式会社 丸統建 土田 建設業 H25.4.11

25 株式会社 秀美 清水ケ丘 内装業 H25.4.11

26 有限会社 ジャパンクリーンサービス 下恵土 古紙卸売業 H25.4.12

27 マルイ誠土木 有限会社 川合  建設資材販売一般土木 H25.4.12

29 株式会社 十六銀行 可児支店 広見 金融業 H254.4

30 株式会社 十六銀行 西可児支店 帷子新町 金融業 H254.4

31 株式会社 十六銀行 今渡支店 今渡 金融業 H254.4

32 株式会社 十六銀行 下恵土出張所 下恵土 金融業 H254.4

33 東濃信用金庫 可児支店 広見 金融業 H25.4.17

35 東濃信用金庫 蘇南支店 土田 金融業 H25.4.17

36 東濃信用金庫 西可児支店 帷子新町 金融業 H25.4.17

37 東濃信用金庫 桜ケ丘支店 桜ケ丘 金融業 H25.4.17

38 東濃信用金庫 下恵土支店 下恵土 金融業 H25.4.17

39 有限会社 田中新聞舗 今渡 新聞販売業 H25.4.17

40 有限会社 佐藤新聞舗 愛岐ケ丘 新聞販売業 H25.4.17

41 有限会社 溝口新聞店 広見 新聞販売業 H25.4.17

42 桜ケ丘佐藤新聞店 株式会社 桜ケ丘 新聞販売業 H25.4.17

43 有限会社 野村新聞舗 東帷子 新聞販売業 H25.4.17

44 有限会社 田牧新聞店 下切 新聞販売業 H25.4.17

45 株式会社 東進 東進ゼミナール 可児本校 広見 学習塾 H25.4.22

46 株式会社 東進 東進ゼミナール 西可児校 帷子新町 学習塾 H25.4.22

47 岐阜信用金庫 可児支店 広見 金融業 H25.4.22
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48 はっとり酒店 土田 酒類販売業 H25.4.23

49 株式会社 康生 広見 飲食業 H25.4.23

50 東海労働金庫 可児支店 下恵土 金融業 H25.4.26

51 岐阜商工信用組合 可児支店 広見 金融業 H25.4.26

52 めぐみの農業協同組合 可児本部 広見  金融業農産物販売 H25.4.26

54 めぐみの農業協同組合 今渡支店 今渡  金融業農産物販売 H25.4.26

56 めぐみの農業協同組合 下恵土支店 下恵土  金融業農産物販売 H25.4.26

57 めぐみの農業協同組合 土田支店 土田  金融業農産物販売 H25.4.26

58 めぐみの農業協同組合 帷子支店 東帷子  金融業農産物販売 H25.4.26

59 めぐみの農業協同組合 春里支店 矢戸  金融業農産物販売 H25.4.26

60 めぐみの農業協同組合 広見支店 広見  金融業農産物販売 H25.4.26

62 めぐみの農業協同組合 瀬田支店 瀬田  金融業農産物販売 H25.4.26

63 めぐみの農業協同組合 東明支店 羽崎  金融業農産物販売 H25.4.26

66 めぐみの農業協同組合 桜ケ丘支店 桜ケ丘  金融業農産物販売 H25.4.26

67 株式会社 山岡興業 土田 建設業 H25.4.26

68 有限会社 勝栄工業 土田 建設業 H25.4.26

69 株式会社 大垣共立銀行 可児支店 広見 金融業 H25.4.30

70 株式会社 大垣共立銀行 土田出張所 土田 金融業 H25.4.30

71 株式会社 大垣共立銀行 西可児出張所 東帷子 金融業 H25.4.30

72 株式会社 エーワンパッケージ 広見 美粧段ボールパッケージ製造 H25.5.1

73 ペンマート可児 株式会社 下恵土 文具事務用品小売業 H25.5.1

74 株式会社 清香苑 広見 葬祭業 H25.5.8

75 清香苑ユニオンホール日本ライン 今渡 葬祭業 H25.5.8

76 清香苑ユニオンホールまほら 広見 葬祭業 H25.5.8

77 清香苑ユニオンホール西可児 坂戸 葬祭業 H25.5.8

79 有限会社 新成産業 天然温泉 三峰 大森 日帰り温浴施設 H25.5.8

80 市原産業 株式会社 川合 建設業 H25.5.14

81 株式会社 ケーブルテレビ可児 広見 放送業 H25.5.16

82 株式会社 中広 kanisanclub編集室 今渡 広告出版 H25.5.17

84 珈琲れがーろ 下恵土 飲食業 H25.5.21

85 株式会社 アクトス スポーツクラブアクトス広見 広見 スポーツクラブ H25.5.23

86 DS TOKAI 株式会社 今渡 建設業 H25.5.30

87 株式会社 丸光イトウ 瀬田 造園業 H25.6.5

88 いざかや よっつば 広見 飲食店 H25.6.21

89 株式会社 庭萬 羽崎 造園業 H25.6.24

90 スーパーマーケットバロー広見店 広見 小売業 H25.6.24

91 スーパーマーケットバロー西可児店 帷子新町 小売業 H25.6.24

96 株式会社 日本ライン花木センター 土田 造園土木 H25.6.26

97 株式会社 ミリオン建設 羽崎 建設業 H25.6.26

98 こばやし 広見 飲食店 H25.6.27

99 べるべーる 広見 飲食店 H25.6.28

100 川口農園 中恵土 造園業 H25.7.2

101 EQWELチャイルドアカデミー可児教室 広見 子ども教室 H25.7.3

102 小林工業 株式会社 土田 建設業 H25.7.10
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103 有限会社 楽農楽人 土田 農業 H25.7.10

105 ワールドグリーン株式会社 矢戸 造園業 H25.7.24

106 明治安田生命 可児営業所 広見 保険 H25.7.31

107 とと菜 渡邉 広見 飲食業 H25.8.6

108 たんくや 広見 手芸店 H25.8.6

109 生活協同組合コープぎふ 可児店 下恵土 小売業 H25.8.9

110 珈琲茶房  華なり 下恵土 飲食店 H25.8.14

111 とことん焼楽 広見 飲食店 H25.9.2

112 居酒屋 笑 下恵土 飲食業 H25.9.13

113 吉田整備 株式会社 下恵土 自動車販売 H25.11.1

115 蘭丸亭なかえ 兼山 飲食業 H25.11.13

116 JS高認ゼミナール 広見 学習塾 H25.12.18

117 株式会社 シルヴァンブリーズ（立志塾） 広見 学習塾 H26.1.10

118 カットステーションＤＯＮ 桜ケ丘 理容業 H26.1.17

119 FMラインウェーブ 株式会社 広見 放送 H26.2.3

120 早稲田クリニック 広見 病院 H26.3.24

121 天海 土田 飲食店 H26.9.5

122 亀井建設 株式会社 瀬田 建築請負業 H26.10.10

123 吉田建設 株式会社 今渡 総合建設業 H26.10.29

124 おくだ歯科 広見 歯科医院 H27.1.5

125 レストラン コーベ・シェフ 皐ケ丘 飲食店 H27.1.22

126 桜ケ丘酒店 桜ケ丘 酒類販売 H27.1.22

127 高瀬酒店 桜ケ丘 酒類販売 H27.1.22

128 株式会社 協和建設 東帷子 建設業 H27.2.13

129 株式会社 岐阜かに不動産 広見 不動産業 H27.3.1

130 株式会社 溝口営繕 下切 総合建設業 H27.3.3

131 可児電子印刷 今渡 印刷業 H28.3.15

132 株式会社 ファミリーカーショップ 瀬田 自動車整備・販売 H28.6.23

133 医療法人社団慶桜会 東可児病院 広見 医療業 H28.6.27

134 株式会社ベルメゾンロジスコ 塩河 輸送業 H28.7.5

135 戸松カーサイクルセンター 株式会社 土田 自動車販売・修理 H28.7.5

136 スポーツプラザヒビノ 広見 スポーツ用品販売 H28.7.12

137 カインズ可児店 瀬田 小売業 H28.7.25

138 株式会社 義津屋可児店 下恵土 ショッピングセンター H28.7.25

139
独立行政法人
地域医療機能推進機構 可児とうのう病院

土田 医療業 H28.8.5

140 株式会社 大紘コンサルタント 土田 測量設計 H28.8.5

141 KYB株式会社 岐阜北工場 土田 製造業 H28.8.8

142 KYB株式会社 岐阜南工場 土田 製造業 H28.8.8

143 KYB株式会社 岐阜東工場 土田 製造業 H28.8.8

145 コノミヤ可児店 中恵土 小売業 H28.8.24

146 吉田包装店 坂戸 竹皮加工業 H28.9.8

147 ホームセンターバロー可児坂戸店 坂戸 小売業 H28.11.24

148 株式会社 丸亀工務 下切 建設業 H29.1.6
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149 有限会社 中濃電工社 川合 電気工事業 H29.2.17

150 カレーハウスCoCo壱番屋 可児宮前店 下恵土 飲食店 H29.6.1

151 リビング市原商事 有限会社 広見 小売業 H29.7.28

152 有限会社 可児設備 土田 建設業 H29.9.20

153 産直販売 湯の華市場 土田 小売業 H30.1.16

154 湯の華食堂 土田 飲食業 H30.1.16

155 新星工業 久々利 建設業 H30.1.18

156 株式会社 カネサン 川合 生コン製造販売 H30.1.23

157 有限会社 マツダ 川合 建設業 H30.1.23

158 有限会社 イソック 柿下 建設業 H30.2.16

159 株式会社 しまや 土田 小売業 H30.8.17

160 バロー下恵土店 下恵土 小売業 H30.9.19

161 DS TOKAI 介護事業部 プルメリア 今渡 介護事業 H30.9.19

162 株式会社 中部保育 下恵土 保育園 H30.12.25

163 株式会社 中日設計 中恵土 調査測量・設計・補償業 R1.7.10

164 株式会社 三和木 広見 建設業 R1.7.10

165 株式会社 YYメディカル 下恵土 介護事業 R1.8.15

166 有限会社 亀谷電気商会 下恵土 電気工事業 R2.1.28

167 カフェレストラン iMakoya 下恵土 飲食業 R2.2.20

168 ベーカリー たつや 下恵土 パン製造・小売業 R2.4.23

169 ハセテック工業 株式会社 土田 電気工事業 R2.4.23

170 有限会社 富士住建 下恵土 建設 R2.6.22

171 リリアーヌ 土田 サービス・飲食 R2.9.15

172 Warack 株式会社 下切 建設・土木・外構工事業 R2.11.5

173 丸重産業 株式会社 広見 建設 R2.12.16

174 株式会社 ニューハーベスト 広見 建設 R3.1.26

175 株式会社 東濃設備 今 建設 R3.2.5

176 衣料のマルイ 下恵土 卸売・小売 R3.10.28

177 株式会社 ワンズ・プランニング 中恵土 広告印刷業 R4.3.28

団体 団体名 所在地 活動 認定日

1 人権啓発センター 下恵土 H25.4.17

2 可児保護区保護司会 広見 保護司 H25.4.26

3 ホスピスケア活動 「虹の会」 愛岐ケ丘 がん患者と家庭の心のケア H25.5.17

4 子ども会育成協議会
広見
（可児市役所人づくり課）

子ども団体 H25.6.5

5 清水ケ丘自治会 清水ケ丘 H25.9.3

6 健友連合会 緑ケ丘 老人クラブ H25.12.6

7 特定非営利活動法人 国際交流協会 下恵土 多文化共生 H26.4.16

8 桜ケ丘ハイツ地区社会福祉協議会 桜ケ丘 福祉団体 H27.2.5

9 広陵中・笑顔の学校応援団地域本部 エール広陵 愛岐ケ丘 学校支援NPO H30.5.29
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