
公布日 事業所名

1 平成25年3月18日 佐賀県国民健康保険団体連合会

2 平成25年3月18日 株式会社　香蘭社

3 平成25年3月18日 九州丸大食品株式会社唐津工場

4 平成25年3月18日 唐津土建工業株式会社

5 平成25年3月18日 医療法人　森永整形外科医院

6 平成25年3月18日 株式会社　あさひ薬局

7 平成25年3月18日 温泉タクシー　株式会社

8 平成25年3月18日 原田株式会社

9 平成25年3月18日 医療法人　源勇会

10 平成25年3月18日 株式会社　サロンモード

11 平成25年3月18日 医療法人　田中産婦人科

12 平成25年3月18日 株式会社　森光商店

13 平成25年3月18日 社会福祉法人　梅生会　好日の園

14 平成25年3月18日 医療法人　唐虹会　虹と海のホスピタル

15 平成25年3月18日 株式会社　ニシキ

16 平成25年3月18日 医療法人社団　高仁会

17 平成25年3月18日 九州電力株式会社佐賀支社

18 平成25年3月18日 白石保養院

19 平成25年3月18日 九州ひぜん信用金庫

20 平成25年3月18日 医療法人社団　啓祐会　神埼病院

21 平成25年3月18日 医療法人　平川病院

22 平成25年3月18日 株式会社　ライフサポートNEO

23 平成25年3月18日 株式会社　柿右衛門窯

24 平成25年3月18日 株式会社　フタバ九州

25 平成25年3月18日 牟田建設株式会社

26 平成25年3月18日 株式会社　大義建設

27 平成25年3月18日 佐賀県医療生活協同組合

28 平成25年3月18日 社会福祉法人　大谷

29 平成25年3月18日 田中鉄工株式会社

30 平成25年3月18日 株式会社　スーパーモリナガ

31 平成25年3月18日 特別養護老人ホーム　長生園

32 平成25年3月18日 株式会社　戸上メタリックス
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33 平成25年3月18日 有限会社　木屋

34 平成25年3月18日 株式会社　レナトゥス

35 平成25年3月18日 株式会社　マベック

36 平成25年3月18日 タカタ九州株式会社

37 平成25年3月18日 医療法人整肢会　副島整形外科病院

38 平成25年3月18日 医療法人整肢会　副島整形外科クリニック

39 平成25年3月18日 特定医療法人　祐愛会　織田病院

40 平成25年3月18日 医療法人　清明会

41 平成25年3月18日 株式会社　伊万里材木市場

42 平成25年3月18日 国立大学法人　佐賀大学

43 平成25年3月18日 株式会社　大神

44 平成25年3月18日 社会福祉法人　聖母の騎士会

45 平成25年3月18日 小城重機建設株式会社

46 平成25年3月18日 有田焼工業協同組合

47 平成25年3月18日 佐賀県農業協同組合中央会

48 平成25年3月18日 株式会社　九州コーユー

49 平成25年3月18日 株式会社　JAフーズさが

50 平成25年3月18日 株式会社　嬉野観光ホテル　大正屋

51 平成25年3月18日 名村情報システム株式会社

52 平成25年3月18日 唐津農業協同組合

53 平成25年3月18日 株式会社　精工コンサルタント

54 平成25年3月18日 医療法人智仁会　佐賀リハビリテーション病院

55 平成25年3月18日 唐津瓦斯株式会社

56 平成25年3月18日 一般財団法人　佐賀県環境科検査協会

57 平成25年3月18日 株式会社　佐賀新聞社

58 平成25年3月18日 医療法人勇愛会　大島病院

59 平成25年3月18日 株式会社　ワイビーエム

60 平成25年3月18日 株式会社　佐電工

61 平成25年3月18日 日之出水道機器株式会社　佐賀工場

62 平成25年3月18日 学校法人　永原学園

63 平成25年3月18日 九州セキスイハイム工業株式会社

64 平成25年3月18日 佐賀ダイハツ販売株式会社
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65 平成25年3月21日 医療法人　正友会　松岡病院

66 平成25年4月1日 公益財団法人　佐賀県建設技術支援機構

67 平成25年4月26日 株式会社　マリトピア

68 平成25年5月16日 株式会社SUMCO九州工場　久原工場

69 平成25年5月16日 株式会社SUMCO九州工場　佐賀工場

70 平成25年5月16日 株式会社SUMCO九州工場　長浜工場

71 平成25年5月16日 株式会社　戸上電機製作所

72 平成25年5月16日 味の素株式会社　九州事業所

73 平成25年5月17日 安部建設株式会社

74 平成25年5月30日 東亜工機株式会社

75 平成25年5月30日 株式会社　戸上電機ソフト

76 平成25年5月31日 株式会社　戸上デンソー

77 平成25年5月31日 新進運輸株式会社

78 平成25年5月31日 一般社団法人　佐賀県労働基準協会

79 平成25年5月31日 一般社団法人　佐賀県労働基準協会佐賀支部

80 平成25年5月31日 一般社団法人　佐賀県労働基準協会唐津支部

81 平成25年5月31日 一般社団法人　佐賀県労働基準協会武雄支部

82 平成25年5月31日 一般社団法人　佐賀県労働基準協会伊万里支部

83 平成25年5月31日 株式会社　名村造船所

84 平成25年5月31日 九州電力株式会社　唐津営業所

85 平成25年6月26日 株式会社　戸上化成

86 平成25年7月29日 一般財団法人　佐賀県産業医学協会

87 平成25年7月29日 佐賀市

88 平成25年7月29日 鳥栖市

89 平成25年7月29日 多久市

90 平成25年7月29日 武雄市

91 平成25年7月29日 鹿島市

92 平成25年7月29日 小城市

93 平成25年7月29日 吉野ヶ里町

94 平成25年7月29日 江北町

95 平成25年7月29日 有田町

96 平成25年8月5日 昭和自動車株式会社
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97 平成25年8月29日 株式会社　中野建設

98 平成25年8月30日 佐賀県

99 平成25年8月30日 佐賀県教育庁

100 平成25年8月30日 佐賀県警察本部

101 平成25年9月9日 SUMCOサービス株式会社　佐賀支部

102 平成25年9月9日 SUMCOサービス株式会社　長浜支部

103 平成25年9月9日 SUMCOサービス株式会社　久原支部

104 平成25年12月3日 株式会社　唐津魚市場

105 平成25年12月27日 佐賀県商工会連合会

106 平成25年12月27日 公益財団法人　佐賀県総合保健協会

107 平成26年1月30日 一般財団法人　佐賀県医師会

108 平成26年1月30日 山九株式会社　重量機工部　玄海事業所

109 平成26年3月13日 株式会社　佐賀電算センター

110 平成26年3月13日 株式会社　あんくるふじや

111 平成26年3月13日 佐賀運輸株式会社

112 平成26年3月13日 医療法人　ひらまつ病院

113 平成26年3月13日 社会福祉法人　唐津福祉会

114 平成26年3月28日 九州西濃運輸株式会社　佐賀支店

115 平成26年3月28日 佐賀整肢学園こども発達医療センター

116 平成26年4月18日 株式会社　九建　佐賀支部

117 平成26年4月18日 医療法人光仁会　西田病院

118 平成27年12月1日 株式会社サガシキ

119 平成27年12月1日 金子産業株式会社

120 平成27年12月1日 松尾建設株式会社

121 平成27年12月1日 鮫島病院

122 平成27年12月1日 社会医療法人　謙仁会

123 平成27年12月1日 特定医療法人浄心会　園田病院

124 平成27年12月1日 社会福祉法人　済昭園

125 平成27年12月1日 伊万里市農業協同組合

126 平成27年12月1日 医療法人樟風会　早津江病院

127 平成27年12月1日 理研農産化工株式会社

128 平成29年11月29日 一般社団法人　薬剤師会
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129 平成29年12月14日 薬剤師支援センター

130 平成30年1月4日 兵庫調剤薬局

131 平成30年1月4日 てんびん薬局

132 平成30年1月4日 有限会社イツモ　つばさ薬局

133 平成30年1月4日 三和薬局

134 平成30年1月4日 総合メディカル株式会社　そうごう薬局高木瀬店

135 平成30年1月4日 総合メディカル株式会社　そうごう薬局塩田店

136 平成30年1月4日 株式会社愛敬薬局松原支店

137 平成30年1月4日 株式会社愛敬薬局兵庫支店

138 平成30年1月4日 株式会社ドンキー薬局

139 平成30年1月4日 有限会社一光堂　一光堂薬局

140 平成30年1月4日 株式会社ロングサン薬局

141 平成30年1月4日 総合メディカル株式会社　そうごう薬局神埼店

142 平成30年1月11日 総合メディカル株式会社　そうごう薬局佐賀兵庫店

143 平成30年1月11日 さくら薬局

144 平成30年1月11日 溝上薬局　伊万里蓮池店

145 平成30年1月11日 くぼ薬局　医大通り店

146 平成30年1月11日 有限会社ほうらい薬局

147 平成30年1月11日 げんき堂薬局

148 平成30年2月13日 けんけん薬局

149 平成30年2月13日 アサヒ薬局

150 平成30年2月13日 宇都宮薬局

151 平成30年2月13日 有限会社宇都宮薬局芦刈店

152 平成30年2月13日 有限会社宇都宮薬局諸富店

153 平成30年2月13日 社会医療法人祐愛会織田病院

154 平成30年3月12日 ひので薬局　高木瀬店

155 令和2年9月16日 株式会社　東与賀建設


