
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 ㈱大山緑地建設 建設業 茨城県 大洗町五反田１８３
2 ㈱砂押園芸 建設業 茨城県 ひたちなか市高野４８ http://www.sunaoshi-engei.com/

3 ICRテクノロジー㈱ 情報通信業 茨城県
日立市大みか町４－３０－
１　２F

http://www.icr-technology.co.jp

4 池田輪業㈱ 卸売・小売業 茨城県 小美玉市中野谷４８４－１ http://www.ikerin.jp
5 飯島畜産㈱ 卸売・小売業 茨城県 鉾田市上沢１７４６－４ http://www.iijima1129.co.jp/

6 株式会社　高商
サービス業（他
に分類されない
もの）

茨城県 結城郡八千代町蕗田１２８

7 株式会社ＫＣＣ
教育、学習支援
業

茨城県 筑西市乙８３２

8 ㈱小松工業 製造業 栃木県 宇都宮市芦沼町１５３２

9 ㈱アイ・レック 建設業 栃木県
宇都宮市下川俣町２０９－
６０

http://www.i-rec.co.jp

10 ㈲篠崎製作所 製造業 栃木県
河内郡上三川町石田１８１
４－１２

http://wwwhomepage2.nifty.com/SCMK/snzkss/kaisya.htm

11 ㈲有備
教育、学習支援
業

栃木県
宇都宮市みどり野町１４－
１７

http://www.yubi-yubi.com/

12 ㈲富士見製作所 製造業 栃木県 宇都宮市富士見町２－３４

13 ㈲松浦製作所 製造業 栃木県
宇都宮市上桑島町１３３４
－５

14 （一社）心桜福祉会 医療・福祉 栃木県
那須塩原市共墾社１４９－
２

15 ㈱モルティー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市大和１－２－３ソ
フィアアクト１
２０２号

http://www.e-molti/jp/

16 ㈲日東タイヤ商会 卸売業、小売業 栃木県 那須塩原市豊町１－２９ http://www.nitotire.co.jp

17 ㈱ドリーム就
教育、学習支援
業

栃木県 那須塩原市豊町１－２９

18 どこでもクリニック益子 医療・福祉 栃木県
芳賀郡益子町大字長堤５７
４－１

http://www.docodemo.or.jp/mci01.html

19 ㈱ティーアイエム
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 矢板市中町１５０－４８４ http://www.tim-e.jo/index.html

20 ㈲ドゥコーポレーション
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市鵜下岡本町４５５
２－２

http://www.douxcorpration.co.jp/

21 シー・メイト㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市簗瀬町２３２８－
３

22 大和電器㈱宇都宮工場 製造業 栃木県 宇都宮市上御田町４５９ http://www.yamatodenki.com/company/office/newfolder-1/

23 ㈲栃の玉食品 製造業 栃木県 宇都宮市徳次郎町２４７３
24 ㈱コアミ計測器 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市二荒町８番２号 http://www.koami.co.jp
25 ㈱トヨタケ 建設業 栃木県 宇都宮市宝木本町２１３３

26 ㈱八興
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市川田町１２１９番
地９

http://www.hakko-jpn.com/

27 ㈱ツール工房 製造業 栃木県 下野市下古山１８３－１７ http://www.t-cobo.co.jp

28
㈲トータルフィットネス
サポート

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市御幸が原町６２－
５東ビル１F

http://www.tf-support.ecweb.jp

平成２８年３月３１日現在

※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。

「ジョブ・カード普及サポーター企業」全国ブロック別一覧

関東ブロック（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川）



29 ㈱本沢屋 卸売業、小売業 栃木県
小山市中央町２－１０－１
６

http://www.honzawaya.com

30 ㈱SEASONS 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市鐺山町１０５９－
５

http://www.seasons-web.jp

31 丸三産業㈱ 卸売業、小売業 栃木県 栃木市野中町９１２番地 http://www.cc9.ne.jp/marusan/

32 トバ精工㈱ 製造業 栃木県
芳賀郡市貝町大字塙２６３
８番地

33 ㈲柳沼ボデー工場
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 宇都宮市台新田町１６１

34 フジクリーン工業㈱ 製造業 栃木県
那須郡那須町高久甲２６９
１－２

http://www.fujiclean.co.jp

35 ＮＰＯ法人 さのっ子
教育、学習支援
業

栃木県 佐野市浅沼町364-9

36 ㈱折一 製造業 栃木県
日光市木和田島字御山塚２
４３３－１

37 伸興工業㈱ 製造業 栃木県
日光市木和田島１９３４－
２

www.shinkou-kk.co.jp

38 社団医療法人明倫会 医療・福祉 栃木県 日光市今市３８１ www.meirinkai.jp
39 五十嵐漆器㈱ 製造業 栃木県 日光市松原１７－７

40 ㈱岸野
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市山内２２８１－３

41
特定非営利活動法人はば
たき

医療・福祉 栃木県 日光市今市本町１６－９ www.bbweb-arena.com/users/habataki

42 ㈱成文社 製造業 栃木県 日光市森友９２８－１１

43 日光商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市平ケ崎２００－１ www.nikkocci.or.jp

44 ㈱早川器械店 卸売業、小売業 栃木県 日光市矢野口３８３
45 東武建設㈱ 建設業 栃木県 日光市大桑町１３８ www.tobukensetsu.co.jp

46 霧降高原開発㈱ 建設業 栃木県 日光市所野１５４５－３
47 ㈱朝日観光バス 運輸業、郵便業 栃木県 日光市倉ケ崎１３１－２

48 ㈲チロリン村
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市所野１５３５－４ www.chirorin.com

49 ㈱栃木カヤックセンター
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市小佐越１９７－２ www.nos1.jp

50 ㈲サカモト 卸売業、小売業 栃木県 日光市今市本町２６－２

51 ㈲半田自動車販売
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 日光市高徳９４７－７ http://www16.ocn.ne.jp/~handa/44.html

52 ユニオンソース㈱ 製造業 栃木県 日光市木和田島３１０９ www.unionsauce.co.jp/
53 ㈱プレトライアル 製造業 栃木県 日光市土沢１４９６－９１ www.pretryal.co.jp/

54 ㈱一心館
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
日光市鬼怒川温泉滝５４２
－３

www.i-spa.co.jp

55 鬼怒川グランドホテル㈱
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
日光市鬼怒川温泉大原１０
２１

www.kgh.co.jp

56 ㈱三光精密 製造業 栃木県 日光市土沢１４５４－３ www.sanko-seimitsu.co.jp

57 株式会社　ワンアクシス 建設業 群馬県 前橋市端気町２１番地1

58
株式会社　マダム・トラ
ント

生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 高崎市上小塙町583-2 http://www.m30.co.jp

59
特定非営利活動法人
はーとわーく

医療・福祉 群馬県 前橋市川曲町176-1 http:// www2.ocn.ne.jp/~cocomi/

60 株式会社　たつみ 医療・福祉 群馬県
北群馬郡榛東村大字新井
1491

http://kakinokizakahome.jp 

61
特定非営利法人ハートフ
ル

医療・福祉 群馬県 高崎市石原町3236

62 ミナミ電工　株式会社 医療・福祉 群馬県
北群馬郡榛東村大字新井
1377

63 株式会社山岸製作所 製造業 群馬県 高崎市浜川町590-23 http://yamagishi-ss.com/

64 萩原設備　株式会社 建設業 群馬県 高崎市石原町1216

65
群馬綜合ガードシステム
株式会社

その他 群馬県 前橋市大渡町2-1-5 http://www.g-alsok.co.jp

66 平和衡機株式会社 卸売業、小売業 群馬県 高崎市問屋町3-5-5 http://heiwakouki.co.jp 



67 株式会社モテキ 卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町3-3-1 http://www.moteki-ltd.co.jp

68 株式会社　コムテックス 卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町3-10-1
69 和光化学　株式会社 卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町三丁目2-3 http://www.wakou-kagaku.co.jp/

70 アイケイ電機　株式会社 建設業 群馬県 伊勢崎市今泉町一丁目1407

71
株式会社赤城国際カント
リークラブ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 前橋市富士見町赤城山2036 http://www.akagi-icc.co.jp

72 赤城育心保育園 医療・福祉 群馬県 前橋市市之関町401 http://www.ikukei.or.jp
73 赤城南麓森林組合 農業・林業 群馬県 前橋市滝窪町1335-28

74
株式会社　旭コーポレー
ション

建設業 群馬県 前橋市横手町279-1 http:// asahi-corp.co.jpl

75
社会福祉法人前橋あそか
会

医療・福祉 群馬県 前橋市江木町1231 http://park6.wakwak.com/~asoka/

76
アビリテイジャパン・ア
ソシエイツ　株式会社

情報通信業 群馬県 前橋市問屋町一丁目10-3 http://www.abilityjapan.jp/assoc/

77 株式会社　ＫＳＫ 製造業 群馬県 伊勢崎市三室町6228-2 http://www.ksk208.co.jp

78
株式会社　カルム（訪問
看護リハビリステーショ
ン おだやか）

医療、福祉 群馬県 佐波郡玉村町上之手1724-3

79
社会福祉法人 光徳会
ロータスヴィレッジ

医療、福祉 群馬県
群馬県伊勢崎市豊城町
2780-2

http://www2.wind.ne.jp/LOTUS/

80
(株)ベスト・エデュケー
ション（ベスト個別指導
学習会）

教育、学習支援
業

群馬県 太田市大原町569-1 http://www.best-k.jp/

81 男の美容室 ファンズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
伊勢崎市連取町1475-2リ
バーストーン101

http://www.kamikiri.jp

82 群馬日栄興業　有限会社 製造業 群馬県
伊勢崎市赤堀今井町2丁目
1045-1

http://www6.ocn.ne.jp/~nichiei/

83 宮崎クリニック 医療、福祉 群馬県 伊勢崎市今泉町1-1580 http://www18.ocn.ne.jp/~mclinic

84
有限会社 憩いの里 快幸
園

医療、福祉 群馬県 佐波郡玉村町飯倉410 http://www2.ocn.ne.jp/~kaikouen/

85 竹澤株式会社 製造業 群馬県 みどり市笠懸町鹿2542-9

86 株式会社　グンビル
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 伊勢崎市ひろせ町4088-12 http://www.gunbiru.co.jp/

87 株式会社　赤松園 建設業 群馬県
伊勢崎市市場町2丁目1220
番地

http://www17.ocn.ne.jp/~akamatu/

88 梅原モデル　株式会社 製造業 群馬県 太田市東新町６５１ http://www.umehara-m.co.jp/

89 株式会社　シムックス
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 太田市上植木野町300-1 http://www.keibi-sems.co.jp

90
有限会社　サイコ・ソマ
ティックケアー

医療、福祉 群馬県 太田市藪塚町４１４９－３

91 有限会社　ベルウッド
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 桐生市仲町３－５－１２ http://www.beauty-ys.jp/concep

92 リラステ 医療、福祉 群馬県
太田市本町20-11ハウズマ
ンション2F

http://www.relasthe.com/

93 (株)デイブレイク 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市代1010-2 ｈｔｔｐ：//day-break.biz/

94
総合デンキサービス
（株）

建設業 埼玉県
春日部市八丁目４４０－１
４

http://eksc.jp/

95 （有）彩光建設 建設業 埼玉県 春日部市緑町２－８－５１
96 （株）麻生土木 建設業 埼玉県 春日部市増戸６５５－２
97 （株）中村工業所 建設業 埼玉県 久喜市小右衛門１３４９
98 （株）沙官弥 建設業 埼玉県 草加市八幡町４６６－１２

99 （株）明治住設 建設業 埼玉県
春日部市粕壁東４丁目８番
４７号

 http://sumainomikata.com/

100 （株）春日部設備工業 建設業 埼玉県
春日部市栄町１丁目３１６
番地

101 （株）ムラタハウジング 建設業 埼玉県
春日部市中央１丁目２番地
６

102 （株）埼京リードウェイ 建設業 埼玉県 久喜市南栗橋２－８－１ www.saikyo-rw.co.jp
103 渡辺製作所 製造業 埼玉県 春日部市不動院野２１３５

104 第一線材鋼業（株） 製造業 埼玉県
越谷市南越谷４丁目１８番
地１２

http://www.daiichi-senzai.com

105 （有）大東鉄工 製造業 埼玉県 八潮市二丁目１０２３



106 （株）三友工業 製造業 埼玉県
幸手市上吉羽２１００－８
１

http://www.k-sanyu.co.jp

107 （株）エマナック東日本 製造業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪
１９３番地９号

http://www.emanak.co.jp

108 （株）サイコン工業 製造業 埼玉県 春日部市梅田２－４－２６ http://www.k-saicon.co.jp

109 （株）田野井製作所 製造業 埼玉県
埼玉県南埼玉郡白岡町岡泉
９５３

http://www.tanoi-mfg.co.jp

110 （有）ケーティーシー 製造業 埼玉県 八潮市大曽根４２８ http://www.ktc-co.jp/
111 高砂製菓（株） 製造業 埼玉県 久喜市北青柳１３３７－１ http://takasagoseika.co.jp

112 （株）チヨダマシナリー 製造業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷
６３８－１

http://www.chiyoda-machinery.co.jp

113 （株）東研工業 製造業 埼玉県
春日部市豊野町２丁目８番
地４

http://www.token-coat.co.jp

114 （株）島田鉄工所 製造業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字
本郷字東下７０７－１

http://www.shimada-tk.com

115 （有）アイズテレコム 情報通信業 埼玉県
春日部市南４－９－１０
大池ビル１０２

116 （株）ノアシステム 情報通信業 埼玉県
埼玉県春日部市大沼５－６
７－３

http://www.noasystem.com/

117 山田運輸（有） 運輸業 埼玉県 春日部市増富４５４－６
118 大和梱包運輸（株） 運輸業 埼玉県 春日部市小渕７７８－１ http://www.yamato-kk.jp/

119
（有）スタンダード運輸
埼玉事業所

運輸業 埼玉県 幸手市西１－１６－２７

120 キャンドゥ（有） 卸売・小売業 埼玉県
春日部市粕壁東２丁目７番
２０号

http://www.mcdonalds.co.jp/

121 （有）坂巻自動車 卸売・小売業 埼玉県
埼玉県春日部市薄谷２３７
－８

122
（有）エーアンドワイク
リエイティブ

卸売・小売業 埼玉県
埼玉県春日部市八丁目字新
田１００５番地１

123 （有）エムテック 卸売・小売業 埼玉県
埼玉県南埼玉郡宮代町須賀
１９１４

http://mexd.jp/

124 （株）オガワ総業 卸売・小売業 埼玉県
春日部市中央１－１９－２
２

http://www.ogawasougyou.co.jp

125 （株）細田農機 卸売・小売業 埼玉県 春日部市小渕３１ http://www.hosoda-nouki.com/

126 （有）イエローズ 卸売・小売業 埼玉県 春日部市小渕５８－１ http://www.boomcraft.com

127
（有）四ツ釜自動車整備
工場

卸売・小売業 埼玉県 久喜市本町１－８－６

128
（株）アール・フリーク
ス

卸売・小売業 埼玉県 春日部市小渕１４７８－１ http://www.roadmax.jp

129 （株）テンワード 卸売・小売業 埼玉県 春日部市赤沼５３１－１ http://www.10word.co.jp/

130
（株）カントクコーポ
レーション

卸売・小売業 埼玉県
埼玉県南埼玉郡白岡町荒井
新田３７１－２７

http://www/kantoku.co.jp

131 （株）タカショウ 不動産業 埼玉県
埼玉県春日部市中央１丁目
１６－１２

132 （株）ＫＮホーム 不動産業 埼玉県
春日部市粕壁東２－９－２
０

http://www.knhome.jp

133 （株）フレンドホーム 不動産業 埼玉県 幸手市東２－８－６ http://www.century21/friend.com

134 （株）プレスト・ホーム 不動産業 埼玉県 久喜市吉羽４－１－７ http://www.universalhome.co.jp

135
（有）とん清給食セン
ター

飲食店、宿泊業 埼玉県
埼玉県春日部市備後西３－
１２－４８

136
（社）恩賜財団済生会支
部埼玉県済生会彩光苑

医療、福祉 埼玉県 春日部市内牧３１４９ http://saiseikaisaikouen.jp

137
（医）真明会　ファミ
リークリニックまの

医療、福祉 埼玉県
埼玉県春日部市千間１－５
９－５

138 （株）まごころ 医療、福祉 埼玉県 春日部市豊町２－７－２

139
（有）かすかべ華ライフ
ケアサービス

医療、福祉 埼玉県
埼玉県春日部市増富３５８
－６

http://www.hana-lifecare.main.jp/

140 あまがい歯科医院 医療、福祉 埼玉県 久喜市北青柳１０１１－１ http://www.amagaishika.com/

141 （株）セブン・スマイル 医療、福祉 埼玉県
春日部市西宝珠花字陣屋１
７２

142 （株）アプテック 医療、福祉 埼玉県 春日部市西金野井１７４５ http://www.aptech.co.jp/

143
（社）白岡白寿会特別養
護老人ホームいなほの里

医療、福祉 埼玉県
埼玉県南埼玉郡白岡町大字
千駄野６６３－１



144
特定非営利活動法人春日
部ゆい

医療、福祉 埼玉県 春日部市小渕５５２番地

145 （社）みつなみ会 医療、福祉 埼玉県
埼玉県南埼玉郡宮代町和戸
１７８０－１

146
（株）ゆりは訪問介護そ
れいゆ

医療、福祉 埼玉県 春日部市下蛭田２６３番地

147
社会福祉法人杉風会　知
的障害者入所更生施設
庄内

医療、福祉 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字
才羽１１３

148
（医）秀和会秀和綜合病
院

医療、福祉 埼玉県 春日部市谷原新田１２００ http://www.shuwa.or.jp/

149 （有）和の輪 医療、福祉 埼玉県
春日部市谷原１－１８－１
ドルミ春日部１１１号

http://www.nmc.ne.jp/hp1/wanawa/

150 （株）ライズ 医療、福祉 埼玉県
春日部市粕壁東５丁目１５
番３７号

http://www.nagomi-rise.co.jp

151
学校法人江戸川学園庄和
こばと幼稚園

教育、学習支援
業

埼玉県
春日部市西金野井１８３９

152 （有）ぷらすエム
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 春日部市粕壁１－７－７ http://www.ad-plusm.com/

153 臼井俊英税理士事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 春日部市大畑２９５－１３ http://www.usuikaikei.jp

154 鈴木設計事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県南埼玉郡宮代町和戸
１０１－１　メゾンコージ
Ⅱ１０３

155
（株）セントラルアメニ
ティ

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
幸手市大字千塚２３８番地
１６幸手市北２丁目１８番
地１

156
ＧＬＯＳＳ（美容室グロ
ス）

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
春日部市中央１－５７－１
０ガーデンフィール１Ｆ

http://www.gloss-hair.jp

157 富士コントロール（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
久喜市栗橋東２－１４－１
４

http://www.fco.co.jp

158 （株）ハナカツ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 春日部市粕壁２－７－２９

159
（株）オートプラッツ
コーポレーション

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
久喜市菖蒲町台２５９９－
１

http://www.auto-platz.com

160 春日部商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
春日部市粕壁東１－２０－
２８

http://www.kasukabe-cci.or.jp

161 （株）六花舎設計
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 久喜市南５－６－１６ http://www.rokkasha.com/

162 アクト設計（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
久喜市吉羽４丁目１番地１
０

163 （株）たんぽぽ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
２－３－６　ＮＴＴビル２
Ｆ

http://tannpopo.biz/

164 （株）太平
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸
２丁目７番３号

http://taihei-g.co.jp

165 （株）ファンデザイナー
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県春日部市豊町１－２
１－５

http://fan-designer.com

166 遠東金属（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県久喜市鷲宮１９３－
１



167 リエゾン（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
春日部市備後西３－１２－
４８

168 （有）くらびくる 医療、福祉 埼玉県
春日部市谷原二丁目８番地
２６　第１青木ハイツＣ号

169 日新精機株式会社 製造業 埼玉県
埼玉県春日部市南栄町１２
番地２０

http://www.nissinseki.co.jp

170 有限会社ページワン 卸売・小売業 埼玉県
埼玉県春日部市上大増新田
２４４－２

http://homepage2.nifty.com/page-one/

171 やぐち歯科医院 医療、福祉 埼玉県
埼玉県春日部市粕壁６９８
５－３　深井マンション１
０６号

172 昭和タクシー有限会社 運輸業 埼玉県
埼玉県南埼玉郡白岡町小久
喜５５２－９

http://saiwa.jp/saiwagroup.html

173 菖蒲タクシー有限会社 運輸業 埼玉県
埼玉県久喜市菖蒲町三箇４
０３－３

http://saiwa.jp/saiwagroup.html

174 有限会社共和タクシー 運輸業 埼玉県
埼玉県幸手市北２－１７－
７

http://saiwa.jp/saiwagroup.html

175 株式会社大成産業 卸売・小売業 埼玉県
埼玉県春日部市中央６－８
－２４　第３１アオイビル
２Ｆ

176 株式会社ケーテック 建設業 埼玉県
埼玉県春日部市下大増新田
４０番地３

177 協和電機空調株式会社 建設業 埼玉県
東京都北区浮間３－５－１
５－７０１

http://www.ceac-kyowa.com

178 有限会社クロイワ商事 運輸業 埼玉県
埼玉県春日部市小渕９９８
番地３３

http://sky.geocities.jp/kuroiwasyouji/kaisya.htm

179 株式会社　エーワ 製造業 埼玉県
埼玉県春日部市南１丁目８
番６号

http://www.eiwabox.com/

180
株式会社　エスタイム
コーポレーション

卸売・小売業 埼玉県
埼玉県春日部市梅田本町１
－２－１３

http://s-time.co.jp

181 菖蒲商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲１
９３

http://www.syokoukai.or.jp/syobu/

182
有限会社　ヘルスパーク
よつば薬局

医療、福祉 埼玉県
埼玉県春日部市中央１－４
８－５

183 株式会社　石原造園土木 建設業 埼玉県 埼玉県春日部市神間６５３

184
有限会社　アイライク
ホーム

建設業 埼玉県
埼玉県春日部市中央８－２
－５

http://ilikehome-co.com

185
株式会社　キューブコン
サルティング

金融・保険業 埼玉県 久喜市本町３－１３－３０ http://cube-c.com

186
有限会社　須田医科器械
製作所

製造業 埼玉県 春日部市豊野町２－３－２ http://www.smi-p.co.jp

187 有限会社　平澤商店 卸売・小売業 埼玉県
久喜市菖蒲町菖蒲１５０番
地

http://www.lasa-net.com

188 株式会社　大善 建設業 埼玉県 春日部市永沼１６５－１
189 株式会社　熊谷建設 建設業 埼玉県 越谷市七左町４－５４

190
三幸フォークリフト株式
会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 白岡市彦兵衛７－１７１ http://www.sankofork.co.jp

191 学校法人　平原学園 医療、福祉 埼玉県
春日部市上大増新田２７２
－１

http://www.kidslink.jp/nozomino415/

192
株式会社　プライム・ワ
ン

金融保険業 埼玉県 春日部市中央２－１４－３ http://www.prime-one.co.jp

193 株式会社　純誠会 医療、福祉 埼玉県 三郷市彦野１－３２ http://www.junseikai.com

194
特定非営利活動法人　青
藍会　児童デイサービス
いっぽいっぽ

医療、福祉 埼玉県 越谷市平方２００３－１０ http://www.seiran-ippoippo.jp/

195
特定非営利活動法人　結
デイサービス　じゅげむ

医療、福祉 埼玉県 越谷市花田２－３０－１５

196 株式会社　クアッド
教育、学習支援
業

埼玉県
越谷市瓦曽根２－６－３４
－２Ｂ

http://e-gst-group.com

197 遠山総合保険 金融・保険業 埼玉県
北葛飾郡杉戸町清地６－２
１－３



198 株式会社　清水製作所 製造業 埼玉県 吉川市中井７６

199 有限会社　深田商事 運輸業 埼玉県
さいたま市岩槻区上野６丁
目２番地の３

200
Ｂｏｎｎａｕｒｅ（ボ
ヌール）

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
春日部市中央１－２－６
Ｍ６ビル２Ｆ

201 前田食品　株式会社 製造業 埼玉県 幸手市南１－７－２５ http://www.maedashokuhin.com

202
社会保険労務士法人　新
創

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
越谷市東越谷二丁目１１番
３号

203
日翔物流　株式会社　埼
玉営業所

運輸業 埼玉県 春日部市増戸６８５－１ http://nissho-lg.com

204 森興業 建設業 埼玉県 三郷市東町２２７－２

205 埼玉社労士オフィス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
春日部市南１－１－７　ふ
れあいキューブ５Ｆ　Ｂ－
３

http://www.sr-murata.jp

206 有限会社　タイガー物流 運輸業 埼玉県
春日部市栄町１丁目２４６
番地

207
株式会社　アイリスケア
センター

医療、福祉 埼玉県 久喜市佐間７８７－５ http://www3.ocn.ne.jp/~proud1/

208 平九郎R 飲食店、宿泊業 埼玉県
春日部市中央１－２－６
Ｍ６ビル１Ｆ

209
株式会社　山中運輸　関
東営業所

運輸業 埼玉県 春日部市樋堀５４２ http://yamanaka-unyu.co.jp

210
株式会社　東武ライフ
サービス

医療、福祉 埼玉県
春日部市中央２丁目１６番
地１５

http://magokoro-home.com

211 ロイヤル株式会社 卸売・小売業 埼玉県 春日部市大枝３４２－８ http://www.rakuten.co.jp/royalshoes/

212 有限会社　大越リース 運輸業 埼玉県
春日部市備後東７－２４－
１３

213 旭商運㈱ 運輸業 埼玉県 春日部市増戸６８３－１

214
㈱モモカ　モモカディサ
ロン

医療福祉 埼玉県 三郷市彦江１－１９６－１

215
有限会社　アダップ広告
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 春日部市小渕１１８６－１ http://www.ad-up.co.jp

216 松伏町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
北葛飾郡松伏町田中２－４
－８

http://www.ma224.net

217 （株）スチュワート
教育、学習支援
業

埼玉県 春日部市中央６－８－２４ http://pcnuts.jp

218
株式会社　ママダ　カー
ブス大袋駅前

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
越谷市袋山２０４５－１
光ビル４Ｆ

http://www.iba-mamada.co.jp/

219
株式会社　秀文社　介護
事業センター春日部校

教育、学習支援
業

埼玉県
春日部市中央１－１４－１
２　第3AZビル３F

http://www.shubunsha.co.jp/

220
株式会社エバメール化粧
品埼玉工場

製造業 埼玉県
春日部市豊野町２－１１－
２

http://ｗｗｗ．eｖｅｒｍｅｒｅ．cｏ．Ｊｐ

221 （株）平山製作所 製造業 埼玉県 春日部市豊野町２－６－５ http://www.hirayama-hmc.co.jp

222
社会福祉法人　かがやき
特別養護老人ホーム　そ
ら

医療、福祉 埼玉県
春日部市不動院野６４７番
地

http://care-net.biz/11/kagayaki/

223
社会福祉法人　かがやき
特別養護老人ホーム　ひ
かり

医療、福祉 埼玉県
春日部市不動院野６４３番
地

http://care-net.biz/11/kagayaki/

224 有限会社　猪爪製作所 製造業 埼玉県
春日部市豊野町２－２６－
１０

225 光和金属工業　有限会社 製造業 埼玉県
春日部市豊野町２－３２－
６

226 有限会社　大栄陸送 運輸業 埼玉県
加須市南大桑２５６８番地
１

227
リハビリデイサービスＨ
ａｎｄ’ｓ一ノ割

医療、福祉 埼玉県
春日部市一ノ割1丁目18番
１７

http://hands-ichinowari.com/index.html

228
浅野段ボール株式会社
春日部工場

製造業 埼玉県 春日部市南栄町２－2 http://www.asadan.co.jp



229
株式会社　ライフデザイ
ン

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
春日部市中央二丁目１６番
地１５

http://www.lifedesign.com

230 有限会社　トラサン 建設業 埼玉県 久喜市栗原３－１－６ http://www.tora3.co.jp
231 株式会社　野崎製作所 製造業 埼玉県 春日部市東中野４５－１６ http://www.nozakikagu.com

232 杉戸町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
北葛飾郡杉戸町杉戸１－１
０－２１

http://sugito-sci.or.jp/

233 ブラザー精鋼株式会社 製造業 埼玉県
北葛飾郡杉戸町大字本郷６
４５－１

http://www.brotherseiko.co.jp

234 伊藤ダイヤカット 製造業 埼玉県 春日部市赤沼１７７－３
235 株式会社　ピース 卸売・小売業 埼玉県 春日部市永沼５５０－１ http://www.ap-2.jp

236 有限会社　ナップヘアー
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
春日部市粕壁東１－２１－
３８　レジデンス美峰302

http://naphair.co.jp

237 株式会社　木づくり工房 建設業 埼玉県
春日部市粕壁東６－１９－
５０

238 三洋マシン　株式会社 卸売・小売業 埼玉県 春日部市南１－９－５０ http://www.sanyo-m.com

239
介護老人保健施設　葵の
園・越谷

医療、福祉 埼玉県
越谷市七左町６－１００－
１

http://www.aoikai.jp

240
株式会社　目黒システム
サービス

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 久喜市野久喜２２－１

241
小金丸工業株式会社　東
京支店

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
北葛飾郡杉戸町椿１４６－
１

http://www.koganemaru-net.co.jp

242
介護老人保健施設「葵の
園・春日部」

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 春日部市金杉７１－１ http://www.aoikai.jp

243 株式会社　ソーキ 製造業 埼玉県 春日部市上大増新田３６４ http://www.so-ki.net

244
有限会社スタートメ
ニュー

教育、学習支援
業

東京都
足立区竹の塚６－９－２
第７丸本ビル３階

http://www.startmenu.co.jp/

245 丸栄工業株式会社 卸売・小売業 東京都
中央区日本橋人形町１－１
－１５

246 有限会社清晨堂 製造業 東京都 台東区池之端2-1-16
247 株式会社ＹＴ 不動産業 東京都 新宿区片町１－１

248
社労士法人　総合経営
サービス

専門・技術サー
ビス業

東京都 北区王子２－１２－１０ http://www.mountain.co.jp

249 ㈱さくらの杜 医療、福祉 東京都
昭島市中神町１２２８－２
０ミリューヴィラ―ジュ１
F

http://www.sakurastation.com

250 ビーサイドユー㈱ 医療、福祉 東京都
清瀬市竹丘２－３－２大寿
技研ビル２階

251 有限会社　早川製作所 製造業 神奈川県
川崎市高津区久地３－６－
１２

http://www.hayakawa2277.com

252 大草薬品　株式会社 製造業 神奈川県
横須賀市森崎１－１７－１
５

http://okusa.co.jo/

253 タカネ電機　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市中原区上小田中５－
２－２なとりプラザ中原２
F

http://www.takane-jp.com

254 株式会社　愛花夢 情報通信業 神奈川県
横須賀市大津町４－２４－
３６

http://www.sikamu-kk.co.jp

255 那須川之和税理士事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横須賀市大滝町２－３吉井
ビル６Ｆ

http://nas.clients-lst.net

256 昭和税理士法人
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
川崎市多摩区登戸２９７７
古館ビル５、６階

http://www.showa-tax.or.jp

257 グリーン歯科医院 医療、福祉 神奈川県 厚木市及川２－３－１０

258
デイサービスセンターお
かた

医療、福祉 神奈川県 厚木市岡田４－２２－３３

259 ポポロ本厚木 医療、福祉 神奈川県 厚木市厚木町３－３
260 ガーデンハウスもも 医療、福祉 神奈川県 厚木市旭町２－３－１３

261 まんまる保育園
教育、学習支援
業

神奈川県 厚木市旭町２－３－１３

262 デイサービスあおぞら 医療、福祉 神奈川県 厚木市厚木町３－３



263 有限会社　塩田家 飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区清新７－１
－１－１０２

264
ファミリアネイル（個人
事業）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野６－
１８－４

265
株式会社セイロモータース
本店

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 厚木市岡田２－１３－５２

266
株式会社セイロモータース
ボディショップ

卸売・小売業 神奈川県 厚木市岡田２－１２－１

267
株式会社セイロロモーター
ス西東京支店

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
東村山市秋津町３－５０－
６

268
株式会社セイロロモーター
ス京葉

サービス業（他
に分類されない
もの）

千葉県 千葉市若葉区愛生町１５６

269
株式会社セイロロモーター
ス関東

サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 高崎市高関町４４９－１

270
Beaut Butterfly 相模大
野店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野３－
１３－６－６Ｆ

271 Beaut Butterfly 町田店
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
町田市中町１－１－３町田
レオビル５Ｆ

272
株式会社　ユニティ二本
松本店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区相原４－１２
－１３

273
株式会社　ユニティ相模
原店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区相模原３－
９－２１

274
株式会社　ユニティ橋本
店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区西橋本５－１
－１

275
東神ハウス住設　株式会
社

建設業 神奈川県
相模原市南区麻溝台６－１
－２０

276 株式会社清栄 運輸業 神奈川県
相模原市中央区中央５－７
－１

277
住宅相談室　心　株式会
社

建設業 神奈川県
相模原市緑区西橋本４－１
４－２５

278
株式会社カメラのキタム
ラ星が丘店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区星が丘２－
１６－１

279 鈴木設計
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区市田名４０
８１－５

280 株式会社　Ｂｒａｉｎ 医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区下九沢９８
７－１

281 老人ホーム　さくらの郷 医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区下九沢９８
７－１

282 有限会社　ダイテック 建設業 神奈川県
相模原市南区新磯野２－２
５－１０

283 株式会社　ジャスパー
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区相模原６－
２２－９　４Ｆ

284
株式会社日本公益基金人
材開発センター

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
千代田区二番町１　番町ハ
イム７階

285
(同)クリエイティブワー
クス

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
川崎市川崎区小川町15-2浜
屋ビル403

http://www.ctv-w.com

286
㈱ジーニアスエデュケー
ショナルネットワーク

教育、学習支援
業

神奈川県 川崎市高津区千年940-2 http://edunius.com

287 萩原家 飲食店、宿泊業 神奈川県
横浜市南区六ッ川１－５０
－１９

http://hagiwaraya.shichihuku.com/

288 バブルスター㈱ 製造業 神奈川県 横浜市港北区新吉田町513 http://bubblestar.jp

289 ㈱リバイブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 つくば市今鹿島２３５３

290 ㈱共和製作所
製造（電気機械
器具製造業）

茨城県
常陸太田市太平町９３０－
３

http://www.kyouwagroup.co.jp/

291 小林紙商事㈱
卸・小売（紙全
般卸売り）

茨城県 水戸市米沢町３３３－２



292 あずみの森保育園 医療・福祉 茨城県
ひたちなか市中根３６６５
－１

293 ㈲岸田工業 建設業 茨城県
龍ヶ崎市高砂町８９５６－
５

294 山田空調設備㈱ 建設業 茨城県 土浦市高岡２３９０－１

295 ㈱下川設計
専門・技術サー
ビス業

茨城県 鹿嶋市佐田１２５５－１ http://www.simokawaplan.co.jp

296 ㈱水府工務店 建設業 茨城県
常陸太田市松平町４９－１
５

297 ㈱要建設 建設業 茨城県 水戸市白梅１丁目２番６号 http://www.kaname-k.com

298 有限会社　テインク
サービス業（他
に分類されない
もの）

茨城県 古河市東本町４－３－２２

299
筑波ドロウイング有限会
社

製造業 茨城県 筑西市関館２９２－２

300 有限会社大柳工芸 製造業 茨城県
結城郡八千代町平塚１９７
５

301 株式会社アートワールド 製造業 茨城県
結城郡八千代町平塚１９７
３

302 テクノウッドワークス㈱ 製造業 栃木県 鹿沼市さつき町１６－１ http://www.technowoodworks.com

303 カテル㈲
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 宇都宮市中央本町４－２３ http://www.caters.co.jp

304 ダイヤケミカル㈱ 製造業 栃木県 小山市城北２丁目１番地３ http://www.diac.co.jp

305 ＲＯＳＥＴＴＹ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 那須塩原市本町７－２４ http://rosetty.daa.jp/?page_id=713

306 東京オート㈱ 卸売業、小売業 栃木県 小山市東城南１－１６－４ http://www.tokyoauto.com/

307 粟野興産㈱
鉱業、採石業、
砂利採取業

栃木県 鹿沼市奈佐原町１６番地 http://www10.ocn.ne.jp/~afa01/awano_hp/gaiyo.htm

308 南部工業㈱ 製造業 栃木県 下野市下古山２９７９ http://www.nambukogyo.jp/

309
㈲ウイズインターナショ
ナル

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市江曽島２－１８－
１３

http://www.with-bs.com/

310 ㈱北条モータース
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市瑞穂３－１２－１
３

http://www.ho-jo.co.jp/

311 ㈱島崎酒造 製造業 栃木県
那須烏山市中央１－１１－
１８

http://www.azumarikishi.co.jp

312 ㈲ＧＲＡＭ　ＳＩＸ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 宇都宮市幸町５－１２ http://www.nico6g.com

313 ㈲佐藤精機 製造業 栃木県 那須烏山市三筒４０１ http://www.sato-seiki.co.jp

314 ㈱古賀
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
鹿沼市流通センター３５番
地

http://www.eg-koga.co.jp

315 高野自動車工業
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 小山市福良５４６－２

316 ハネクトーン早川㈱ 製造業 栃木県 下野市医大前３－１１－１ http://www.hanectone.co.jp

317 ㈱ビイ・アイ・シイ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
小山市神鳥谷１－１７－２
６

http://www.b-i-c.jp

318 ㈲花裕生花店 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市石井町２９９２

319 横川食販㈱ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市江曽島町１４４９
番地

320 深谷建設㈱ 建設業 栃木県
那須塩原市下埼玉６－１０
５９

http://www.fukayaom.com

321
こだわり不動産サービス
㈱

不動産業、物品
賃貸業

栃木県
宇都宮市中戸祭１－８－１
５

http://www.kodawarifudousan.com

322 喜連川漁業生産組合 漁業 栃木県 さくら市葛城１９２３

323 ㈱ＰＲＯＰＲＥ 卸売業、小売業 栃木県
那須郡那須町高久乙７９６
－２３４

http://www.chouchoustyle.com/

324 ㈲小峰窯 製造業 栃木県 芳賀郡益子町城内坂３９ http://www.komine-gama.com

325 ㈲赤荻保温工業 建設業 栃木県
宇都宮市宝木本町１２２３
－９

326 ㈱ユーニー電機 製造業 栃木県 栃木市平柳１－２－３４ http://www.it-service.co.jp/yuni/



327 ㈲ネットウイング 卸売業、小売業 栃木県
那須郡那須町高久乙５９８
０－１

328 ㈲マルタ 卸売業、小売業 栃木県
芳賀郡芳賀町祖母井１０８
８

329 ㈱ジョブワールド
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 下野市下古山１６－２

330 ㈲沼野塗装工業所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 小山市喜沢７２３

331 ㈲スペクトルデザイン 製造業 栃木県 大田原市湯津上２８５－１ http://www.spectradsn.com/

332 藤崎印刷㈱ 製造業 栃木県 宇都宮市川田町８３４－１

333 ㈱キミジマ車輛
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 矢板市境林６４４－１１

334 おまかせオート石川 卸売業、小売業 栃木県
那須塩原市下厚崎２６４－
１２４

http://www.omakase-auto.jp/company/

335 ㈱暁工務店 建設業 栃木県
宇都宮市松原２丁目３番１
３号

http://www.akatuki-build.com/

336 こいしや食品㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市山田町２３５３－
１

http://www.koishiya.co.jp

337 ㈲小野金型製作所 製造業 栃木県
大田原市寒井１６６５－２
２

http://www.kurobane.info/shokokai/kigyo/026/ono.htm

338 ㈲オーランド印刷工房 製造業 栃木県
さくら市喜連川３０９５－
９

339 小林酒造㈱ 製造業 栃木県 小山市卒島７４３－１ http://www.sake-kaguya.com/site sake/hououbiden/

340 ラムープロヴァンス
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 宇都宮市山本３－１４－３ http://www.province.jp

341 ㈱ユザワ 卸売業、小売業 栃木県 日光市瀬尾１４５９ http://www.yuzawa21.co.jp/

342 ㈲フードピア日光 卸売業、小売業 栃木県 日光市石屋町７－１
343 ㈲シュライン精工 製造業 栃木県 日光市板橋８３５

344 ㈱科研 製造業 栃木県
日光市木和田島１７０６－
１

http://www.k-kaken.co.jp

345 ㈱ヤギサワ 製造業 栃木県 日光市瀬尾２５２ http://yagisawa-nikko.jp

346 ㈲登屋本店 卸売業、小売業 栃木県
日光市鬼怒川温泉大原１０
６０

http://noboruya.jp

347
㈲エヌエム・ステーショ
ン

サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市平ケ崎５４４－９ http://www.nm-station.co.jp

348 ㈲赤羽精密 製造業 栃木県 日光市森友３４３－７ http://www.akabane.co.jp

349 ㈱けっこう漬本舗 製造業 栃木県 日光市平ケ崎５５－９ http://kekkouzuke.co.jp

350 上三依きすげの郷
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市上三依２７６－２ http://kisuge-soba.com

351 ㈲ネイチャープラネット
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 日光市川治温泉高原４２ http://nature-planet.com

352 社会福祉法人真寿会 医療・福祉 栃木県 日光市大室８６３－７ http://oomurosakuraen.jp/

353
合同会社　さくら介護
サービス

医療・福祉 群馬県 北群馬郡榛東村新井2481-4

354
医療法人加籐外科内科医
院

医療・福祉 群馬県 前橋市朝日町一丁目13-12 http://www.katougekanaika.or.jp

355 社会福祉法人　松寿会 医療・福祉 群馬県 渋川市金井2212-1
356 社会福祉法人　かんら会 医療・福祉 群馬県 甘楽郡甘楽町白倉1384-1 http://www.mycaregarden.jp/silk/

357 社会福祉法人榛永会 医療・福祉 群馬県 北群馬郡榛東村広馬場1797
358 社会福祉法人みやび会 医療・福祉 群馬県 藤岡市中大塚880

359 BOSS international
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 前橋市大友町1-19-20 http://www.boss1993.com /

360 株式会社幸栄 医療・福祉 群馬県 前橋市下沖町125 http://www.l-l-maebashi.com/

361
ブリヂストンタイヤ高崎
販売(株)

卸売業、小売業 群馬県
高崎市問屋町西一丁目５番
地９

http:// bst-takasaki.Jp

362 株式会社　彩華舎 医療・福祉 群馬県 高崎市吉井町矢田669 http://www.saikasha.jp
363 株式会社　いきいき 医療・福祉 群馬県 高崎市下滝町11-7
364 社会福祉法人　育恵会 医療・福祉 群馬県 前橋市市之関町401 http://www.ikukei.or.jp



365

特定非営利活動法人　い
こい
ディサービスセンター
いこいの家

医療・福祉 群馬県 渋川市渋川1746-2

366 株式会社石井工業 建設業 群馬県 前橋市富士見町時沢1770-1 http://www.ishii-industry.jp/

367 株式会社　清光金型 製造業 群馬県 伊勢崎市境下武士661 http://www.seiko-jpn.com/

368
株式会社　セイコーレジ
ン

製造業 群馬県 伊勢崎市境下武士661 http://www.seiko-jpn.com/

369
株式会社　伊勢崎機械製
作所

製造業 群馬県 伊勢崎市下蓮町1577-7

370 赤城興産　株式会社 卸売・小売業 群馬県
みどり市大間々町大間々
1558-1

http://ess-akagikosan.com/

371 医療法人　樹心会 医療、福祉 群馬県 佐波郡玉村町上新田675-4 http://www.tsunoda.or.jp/

372 株式会社　日本デント 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町948-7 http://www.ndent.co.jp/

373 セキヤ工業　株式会社 製造業 群馬県 太田市東新町415-1 http://www.sekiya-industry.co.jp

374 有限会社　レシピ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 太田市細谷町１７０‐４ http://www.hairpota.jp/salon/1774/

375 須裁　株式会社 製造業 群馬県 桐生市東5-4-9

376
株式会社　ホンダパルカ
ワライ

卸売・小売業 群馬県 桐生市広沢町５－１６２８ http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kiryuchuo/

377
日本特殊光学樹脂(株)熊
谷工場

製造業 埼玉県 熊谷市御稜威ヶ原138-6 ｈｔｔｐ：//www.ntkj.co.jp/

378 関根園芸　有限会社 建設業 埼玉県 春日部市樋堀９４
379 株式会社　パジャンカ 運輸業 埼玉県 春日部市大場１６７３ http://www.payanca.co.jp

380
有限会社　アクアエンジ
ニア

建設業 埼玉県 春日部市谷原３－１６－９

381 株式会社　豊栄金属 製造業 埼玉県
春日部市豊野町２丁目３２
－２２

382 石田歯科クリニック 医療、福祉 埼玉県
春日部市梅田本町１－１－
３

http://homepage2nifty.com/clnic-i/

383 春日部市青色申告会
複合サービス事
業

埼玉県
春日部市粕壁東１－２０－
２８

384 ㈱豊田組
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
小平市上水南町３－４－２
６豊田総研ビル２F

385 ㈱高岡
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
杉並区阿佐ヶ谷北４－２８
－１５

386 ㈱ON-BEAT 金融・保険業 東京都 立川市錦町３－５－４
387 合同会社　たんぽぽ 医療・福祉 神奈川県 横須賀市上町３－５０

388
株式会社　オーシャンア
イズ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県 三浦市三崎町城ケ島６６９ http://idc-net.jp/

389
株式会社　ケアパート
ナーズナディコ　ホーム
ケアセンター大津

医療・福祉 神奈川県
横須賀市大津町１－１３－
１６オーシャンハイツ１階

390
株式会社　ケアパート
ナーズナディコ　ホーム
ケアセンター緑園

医療・福祉 神奈川県
横浜市泉区緑園６－１３－
１４

391 株式会社　ＹＢＣホーム
宿泊業、飲食
サービス業

神奈川県
横浜市南区花之木町２－２
８－１－２１２

392
株式会社　共栄プランニ
ング

建設業 神奈川県
横須賀市池田町３－１１－
２

393
株式会社　モバードシス
テム

情報通信業 神奈川県
横須賀市光の丘８－３ＹＲ
Ｐベンチャー棟２１７号

http://movado-system.com/

394 株式会社　しんわ 医療・福祉 神奈川県 横須賀市走水２－５－６ http://shinwag.jp/

395 有限会社　マルオー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県
横須賀市根岸町３－１３－
１２

396 太豊電機　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市麻生区下麻生１－３
２－３７

397 株式会社　ファーレ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県
横須賀市根岸町３－１３－
１２

398
株式会社　メディカル
ピュア湘南

医療・福祉 神奈川県 横須賀市追浜本町２－１４ http://www.you-wa-kai.or.jp



399
有限会社　ビーアンド
シー設計

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市多摩区宿河原３－１
０－３－３０５

http://www.purple.dti.ne.jp/bandcsekkei/

400 株式会社　ハピネス
生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県 鎌倉市大船１－１１－１８ http://ljd.hp

401
株式会社　ＪＮコーポ
レーション

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横須賀市汐入町４－５３－
１０１

402 株式会社　ジェイテック
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

神奈川県
横須賀市公郷町３－１１０
－９

403 山寺行政書士事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市中原区上小田中６－
２３－７森ビル3階

http://y-gyousei.com

404
株式会社　スタディパー
ク

教育、学習支援
業

神奈川県
横須賀市根岸町４－３９－
２１－２０１

405 有限会社　魚音 卸売業、小売業 神奈川県 三浦市三崎５－１－８ http://www.uooto.com

406
株式会社　ビービーエー
カンパニー

製造業 神奈川県
川崎市高津区久地８６５－
９

http://www.bba1993.com

407
㈱アーカスコミュニケー
ションズ

情報通信業 神奈川県
横浜市中区相生町２－５０
文盛堂ビル５０１

http://www.arcus-com.co.jp/

408 ㈱アイスコ 卸売・小売業 神奈川県 横浜市泉区新橋町１２１２ http://www.iceco.co.jp

409 愛和食品㈱ 卸売・小売業 神奈川県
横浜市戸塚区川上町５９５
－１

http://www.aiwa-co.com/

410 伊藤美穂税務会計事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港南区日野中央３－
１２－５

http://www.kaikei-home.com/ito-tax-office/

411
岩田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市都筑区川和町1211-
11ﾔﾏﾄｸ川和ビル２０５

http://www.support-yokohama.com

412
インフォ・ラウンジ合同
会社

情報通信業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
17-26ﾋﾞｸﾄﾘｱｾﾝﾀｰ南504

http://info-lounge.jp

413 宇野工芸 建設業 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区初音ケ丘
９－２５

414 ㈱ＡＴＳ 建設業 神奈川県
横浜市中区曙町2-19-1曙町
新井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ503

415 ㈱ＳＫＴカンパニー
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市神奈川区大口仲町３
５－４加藤ビル２階

http://rodinayokohama.jimdo..com

416 ㈱エフケイ・ジャパン 情報通信業 神奈川県
横浜市神奈川区神奈川2-
18-16京浜興産ｺﾔﾏﾋﾞﾙ4F

http://www.fk-j.co.jp

417 長田歯科医院 医療、福祉 神奈川県
横浜市鶴見区上末吉１－１
６－２２

http://www.osada-dentaljp

418
からだﾒﾝﾃﾅﾝｽnico鍼灸
マッサージ院

医療、福祉 神奈川県
横浜市都筑区北山田２－４
－２９パレノーレ城山１階

http://hiyoshi-2008.sakura.ne.jp/nico/

419 共栄電工㈱
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市鶴見区安善町１－２
－５

http://kdc-ktc.co.jp/kyoei-denko/

420 ＧｒASP㈱ 医療、福祉 神奈川県
横浜市港北区新羽町２１０
３－２

421 コーケン化学㈱ 製造業 神奈川県
横浜市金沢区福浦２－１１
－５

http://www.kohkenc.co.jp

422 ＣＨＩＣ日吉店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港北区日吉本町1-5-
23日吉ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1F

http://www.chic-hairsalon.com

423
社会保険労務士法人エ
ス・エス・キャリッヂ

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市磯子区岡村８－１－
２４－６０１

424 ㈱ジョイワークス 情報通信業 神奈川県
横浜市西区宮ケ谷５５－２
８

http://www.joyworks.jp

425 ㈱湘南分析センター
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市金沢区福浦２－１０
－１２

http://www.info@shonan-acs.co.jp

426
スパイラル社会保険労務
士事務所

専門・技術サー
ビス業

東京都
渋谷区道玄坂１－９－４Ｏ
ＤＡビルディング３階

http://www.tfs-sr.com

427 ㈱千手 医療、福祉 神奈川県
横浜市港北区新横浜2-2-15
パレアナビル807

http://www.senju.co

428 ㈱タナックス 建設業 神奈川県 横浜市青葉区寺家町１０８ http://tanax-yokohama.com

429 ㈱テクノジャパン 建設業 神奈川県
横浜市中区太田町１－４－
２



430
特定非営利活動法人でっ
かいそら

医療、福祉 神奈川県
横浜市瀬谷区瀬谷５－２－
１コスモプラザIV２０２

http://dekkaisora.jp

431 ㈱トライアングル 建設業 神奈川県
横浜市港北区新羽町１８０
７－１

http://www.tri-angle.jp

432 ㈱トランザス 情報通信業 神奈川県
横浜市西区みなとみらい2-
2-1ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ17F

http://www.tranzas.co.jp

433 日動警備横浜㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 横浜市西区浜松町５－６ http://www.nichidou-yokohama.co.jp

434
㈱ＮＡＩＬ　ｂｙ　Ｂｅ
ａｕｔｙ

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区新横浜３－１
８－６新横浜ＴＳビル１０
階

http://www.nail by beauty.com

435 ハワイアンフォレスト㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市神奈川区2-12-12宝
寿ﾋﾞﾙ202

http://www.salon-chacha.jp

436 ㈱ビット 情報通信業 神奈川県
横浜市西区みなとみらい4-
4-2横浜ﾌﾞﾙｰｱﾍﾞﾆｭｰ5F

http://www.bit-corp.co.jp

437 ㈱ビビッド 建設業 神奈川県
横浜市都筑区東山田４－３
９－１９

http://bouhanfilm.info/

438
㈲アトリエ　セ・ジャン
ティ成瀬

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 町田市成瀬１－６－２

439
㈲アトリエセ・ジャン
ティすずかけ台

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
町田市南つくし野３－５－
１３

440 株式会社　弘陽電設 建設業 神奈川県 厚木市上荻野３５１３－２

441 さがみが丘整骨院 医療、福祉 神奈川県
座間市相模が丘５－６－１
８

442
サンセイメディカルサー
ビス株式会社

医療、福祉 神奈川県 厚木市中町２－６－２４

443 ひかり在宅治療院 医療、福祉 神奈川県
厚木市妻田南１－２０－２
０－２－１０１

444
亜東商事株式会社　本
社・工場

製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津字桜台
4086番地

445
亜東商事株式会社　田名
工場

製造業 神奈川県
相模原市中央区田名塩田1-
14-6

446
亜東商事株式会社　事務
所

製造業 神奈川県 相模原市南区新戸２１７０

447 火焔山餃子房 飲食店、宿泊業 東京都 町田市原町田2-3

448
株式会社　トムプランニ
ング

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
秦野市鶴巻南１－７－７
２Ｆ

449
ベースサポート社労士事
務所

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
町田市原町田２－２－１
第６－６０４

450
医療法人みるるクリニッ
ク原町田

医療、福祉 東京都
町田市原町田１－１５－１
８

451 木村医院 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区相模大野７－
１２－９

452
有限会社ケーエフコーポ
レーション

卸売・小売業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津５８０－
３

453
株式会社カメラのキタム
ラ厚木林店

卸売・小売業 神奈川県 厚木市林４－１２－３７

454 老人ホーム　さくらの郷 医療、福祉 神奈川県
横浜市緑区鴨居４－５２－
１５

455 株式会社　ティーツー 製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台１－１
１－６

456 株式会社協栄ダイカスト 製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台３－５
－１２

457
ネイルサロン　ＤＲＥＳ
Ｓ　ＵＰ

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 秦野市堀山下７１３－４

458 社会福祉法人　互恵会 医療、福祉 神奈川県
座間市小松原１－１７－１
５

459
都市環境サービス株式会
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市南区鵜野森２－２
５－１２



460
美容室Hair Make DLINK南
橋本店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区南橋本２－
１６－１３

461 山﨑興業（個人事業） 建設業 神奈川県
相模原市緑区中野４５０－
１０

462
株式会社ヤマダ電機相模
原店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区大野台６－１
－１

463
株式会社　アイエスエフ
ネットライフ

医療、福祉 東京都 港区赤坂7-1-16 http://www.isfnetlife.com

464
社会福祉法人たんぽぽ福
祉会　たんぽぽ保育園
野いちご保育園

医療・福祉（保
育所の運営）

茨城県
ひたちなか市大成町１２－
２

http:///www.tanpopo-fukushikai.jp/

465
水府プレカット事業協同
組合

林業（木材加
工）

茨城県 常陸太田市中染町２８５０

466 ㈱倉本商店
卸売小売（穀
物、青果物の集
荷販売等）

茨城県 茨城町小幡１３１６－２６

467 ㈲ポプラ 卸売・小売業 茨城県
那珂市豊喰320（菅谷事業
所）那珂市菅谷１５６８－
１

468 ㈱アーバン 建設業 茨城県 水戸市青柳町１８５－１ http://www.urban-mito.co.jp

469 ㈱いばらきのケア
医療・福祉（介
護事業）

茨城県 常陸太田市木﨑二町８４９ http://ibacarｅ.com/

470 ㈱三友製作所
製造業（精密機
械器具製造）

茨城県 常陸太田市馬場町４５７ http://www.sunyou-ss.co.jp

471 スタッフプランナー㈱
その他サービス
業（人材派遣
業）

茨城県
つくば市小野崎１３１－１
松本ビル2F

http://www.staff-planner.jp

472 ㈱マネジメントシステム
専門・技術サー
ビス業（アプリ
の開発等）

茨城県 ひたちなか市春日町８－４ http://msioc.co.jp

473 大塚電機㈱
製造業（電気機
械器具）

茨城県
北茨城市磯原町木皿１０５
５

http://www.otukadk.co.jp

474 ㈱アプリシェイト 情報通信業 茨城県
日立市大みか町１－２４－
１０ヒルトップ大みか2F

http://www.all-appreciate.coｍ

475 ㈱としまや 宿泊業 茨城県
北茨城市磯原町磯原２００
－３

476 ㈱鎌倉電通 建設業 茨城県 日立市神田町３０７－１

477 ㈲サウンドウェーブ
サービス業（他
に分類されない
もの）

茨城県
ひたちなか市佐和１６１９
－２

http:///www.soundwave.jp

478 SABAIDEE
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
小山市神鳥谷町５－２－１
９

http://sabaidee1020.web.fc2.com/

479 ㈱AI・Connect 情報通信業 栃木県
宇都宮市幸町１２－１４
駒場ビル２F

http://www.ai-connect.co.jp/

480
㈱ジーアスコーポレー
ション

製造業 栃木県
下都賀郡茂木町野木１４１
－６

http://www.therth.jp/

481 タチバナ商事㈱ 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市駒生町８５５－５ http://www.tachibana.co.jp

482 ㈱栃木アクト 卸売業、小売業 栃木県 さくら市鹿子畑１１２８ http://www.n.act-co.ftw.jp/

483 ㈱フライングガーデン
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 小山市本郷町３－４－１８ http://www.fgarden.co.jp

484 ㈲細井製作所 製造業 栃木県 那須町漆塚１９４－６

485 ㈱Ｙ＆Ｙ
教育、学習支援
業

栃木県 宇都宮市陽東４－８－２６ http://www.yokuwakarupc.blog25.fc2.com/

486 ㈱ライフデザイン 卸売業、小売業 栃木県 栃木市嘉衛門町９－１８ http://www.lifedesign.co

487 ㈱ティエムサポート 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市下戸祭２－１５－
１６

http://www.e-tmss.co.jp

488 ㈱大島自販
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
那須塩原市豊浦１０－４２
９

http://www.ohsimajihan-group.co.jp

489
㈲ひらやまオートサービ
ス

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
那須郡那須町大字高久甲２
４２０－８

490
㈱フィットネス・スパ奇
跡

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
真岡市上高間木１丁目２８
番地４



491 ㈱林産商会 農業・林業 栃木県 矢板市塩田２２９

492 ㈱Ｔ・Ｃ・Ｗ・Ｐ 金融業、保険業 栃木県
宇都宮市鶴田町２丁目４１
－０３－１０１

493 ㈲ベストＩＴ 情報通信業 栃木県
宇都宮市西原１丁目５－１
８

494 植木智美法務行政事務所
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
矢板市片岡２０９５－２４
０

http://www.town-lawyer/com

495
㈱ﾌﾞﾗﾝﾁｹｱ介護ショップ
ピュアぶらんち

卸売業、小売業 栃木県 鹿沼市西茂呂２－３－２０

496 ㈱ＮＩＣＯ
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 日光市豊田３３０－７

497
特定非営利活動法人寺子
屋２１

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都 足立区千住１丁目３番６号

498 社会福祉法人　星風会 医療・福祉 栃木県 栃木市田村町９２８ http://www.sfk.or.jp
499 ㈲ジャストカップ 製造業 栃木県 矢板市片岡３２－７ http://www.justcups.jp

500 ㈲新栄精機 製造業 栃木県
那須塩原市下厚崎５－３８
５

501 ㈱クライ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市雀宮４－１１－３
２

http://www4.ocn.ne.jp/~kurai/otoiawase.html

502 ㈱セグロラ化粧品 卸売業、小売業 栃木県
那須塩原市新南１６３－３
７３

http://www.segurora.com

503
㈲セットアップカンパ
ニー

宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 宇都宮市中央３－３－１５

504 ㈲相馬鉄工 建設業 栃木県
那須郡那須町大字漆塚１９
５－６１

505 ㈲中津化学興業 建設業 栃木県 鹿沼市上田町２３４０

506 トチナビ㈲
不動産業、物品
賃貸業

栃木県
宇都宮市元今泉５－４－８
１階

http://www.18.ocn.ne.jp~index.htm

507
特定非営利活動法人塩屋
町旧熊ノ木小学校管理組
合

宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 塩谷郡塩屋町熊ノ木８０２ http://www.kumanoki.or.jp/

508 ㈱ふるさと交通 運輸業、郵便業 栃木県
宇都宮市中岡本３２４７－
３３

http://www.furusato-group.com

509 青木ソバ粉　株式会社 製造業 栃木県 栃木市本町１２－１４
510 株式会社　善光 建設業 栃木県 足利市大前町493-7

511 ㈱ＭＴフォルマ 医療・福祉 栃木県
日光市木和田島３０４１－
１

512 ㈱日光調剤センター 医療・福祉 栃木県 日光市今市３８２－３

513 ㈲加藤精密 製造業 栃木県
日光市矢野口字上ノ原６６
６－１０２

http://www.katoseimitsu.com

514 ㈱ケアセレクト 医療・福祉 栃木県 日光市土沢２０１－１

515 ㈱丸重
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市森友１１２３－２ http://marushige-ec.jp

516
医療法人矢尾板記念会
介護老人保健施設今市Ｌ
ケアセンター

医療・福祉 栃木県 日光市平ケ崎６０５－１ http://yaoitakinenkai.or.jp

517 三松工業㈲ 製造業 栃木県 日光市明神１０４７－１

518 一歩庵
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市芹沼１７６６－９１

519 ㈲福田鉄工 製造業 栃木県 日光市森友５２５－１

520 ㈲日光デザイン
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市小代３３３ http://nikko-design.jp

521 日光総業㈱
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市山内２３３９－１ http://www.meiji-yakata.com

522 丸彦製菓㈱ 製造業 栃木県 日光市芹沼１９８９－１ http://www.maruhikoseika.co.jp

523 日光鱒鮨本舗㈱
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
日光市大室１８３０－１５
０

http://www.masuzushi.com

524 ㈲巧研 製造業 栃木県 日光市猪倉９１７－１７

525
㈱鬼怒川温泉山水閣　鬼
怒川プラザホテル

宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市鬼怒川温泉滝５３０ http://www.kinugawa.co.jp



526 ㈲エム・アール・ピー
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県
日光市鬼怒川温泉滝８７１
－２

http://www.naoc-jp.com

527 ㈲杉ハウジング
不動産業、物品
賃貸業

栃木県 日光市今市７５８

528 ㈱星野建設 製造業 栃木県 日光市南小来川２２９－２ http://www.kk-hoshiken.co.jp/

529 ㈱奥日光小西ホテル
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市湯元２５４９－５ http://www.okunikko.co.jp

530 ㈱かねます商事
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市今市６２８

531 ㈱美彩たむら
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
日光市大室１８３０－１５
０

532 美土里福祉会　株式会社 医療・福祉 群馬県 藤岡市中大塚889-1

533 株式会社　太陽総業
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 前橋市元総社町一丁目8-3

534 有限会社　四季 医療・福祉 群馬県 前橋市関根町695-3

535
いせさきメモリアル株式
会社

その他 群馬県 伊勢崎市山王町997-1 http://isesaki-memorial.com

536 株式会社　楽歩堂 卸売業、小売業 群馬県 高崎市緑町4-7-7 http://www.rakuhodou.com/shop_info/shop.html

537 株式会社　ＩＦＨ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 高崎市棟高町1802-17 http://www.ifh.jp

538
特定非営利活動法人　プ
ラムの森

医療・福祉 群馬県
佐波郡玉村町大字川井
2119-1

539 石川測量工業　有限会社
専門・技術・
サービス

群馬県 前橋市文京町2-9-12

540 リード株式会社
専門・技術・
サービス

群馬県 前橋市天川大島町3-60-1

541
税理士法人　ＲＩＴＡ会
計

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

群馬県 前橋市本町3-5-11 http://rita.tkcnf.com/pc/

542
株式会社ダスキンサーヴ
北関東

生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 前橋市上大島町390-1 http:// www.duskin-cs.jp/kitakantou/index.html

543
有限会社　在宅サポート
センター

医療・福祉 群馬県
前橋市西片貝町一丁目310-
11

544 有限会社　くらら 医療・福祉 群馬県
高崎市八千代町1丁目12番
地9号

545
株式会社MOG　北関東事業
所

卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市三室町5714-2 http://mog-inc.com/

546
有限会社 ワールドエンジ
ニアリング

専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市新栄町3767-3 http://www.world-eng.com/

547 有限会社　マツシタ 飲食店、宿泊業 群馬県 伊勢崎市今泉町1-1522-2
548 株式会社　AIC 製造業 群馬県 伊勢崎市間野谷町651-6
549 有限会社　タカノ薬局 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市波志江町2076-8
550 株式会社　ZEST 製造業 群馬県 伊勢崎市八斗島町1053-103
551 都市開発建設株式会社 建設業 群馬県 伊勢崎市豊城町2064-1 http://udc-web.jp/

552 町栄工業　有限会社 建設業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字石打２１
３２－２

http://www.machiei.jp/kaisyagaiyou.html

553
有限会社　ブライダル
ファッションつるや

生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 桐生市新宿１－８－１ http://www.lavie-wedding.co.jp/company/company.htm

554 株式会社　グッドケア 医療、福祉 群馬県
太田市西本町５８－２０塚
越ビル１０５号

555 ㈱Ｏｎｅ’ｓ　ｗｉｌｌ 複合サービス業 埼玉県
さいたま市大宮区仲町３－
４８－２

http://oneswill.co.jp

556 ㈱ワンズクリエイト 不動産仲介業 埼玉県
埼玉県川口市戸塚５－１９
－３４

http://ones-create.co.jp

557 ㈱金剛製作所 抜型の製造 埼玉県
さいたま市西区三橋５丁目
１６３９－１

http://www.kongo.co.jp

558 出雲工業㈱
一般土木・舗装
工事業

埼玉県
ふじみ野市大井武蔵野７０
８番地１

559 Smile hair 北本店
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 北本市中央２－７２ http://www.smile-k.com



560 社会福祉法人　城南会 医療・福祉 埼玉県
さいたま市岩槻区南下新井
１５３８－７

http://www.shirasagi-care.com

561 ㈱西場工業 建設業 埼玉県
さいたま市西区西遊馬１６
７２番地

http://www.nisibakougyou.jp/

562
メディカル・コンピュー
タ・サービス㈱

情報通信業 埼玉県
埼玉県所沢市東新井町１７
－２

http://www.mcs-ltd.co.jp

563 (有）阿幸電業
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 川越市古谷上２４番地９

564 ヘアーショップアライ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 羽生市北１－９－１３ http://www.salonnavi.com/salonlist/arai/

565 (株）Ｖｉｖｉｏ 不動産業 埼玉県
草加市高砂２－２１－２２
２Ｆ

566 （株）東武スポーツ
複合サービス事
業

埼玉県
越谷市南越谷1-11-4東武新
越谷駅ﾋﾞﾙﾌﾟﾗｻﾞ館３Ｆ

http://www.tobusports.co.jp

567 リラックスサロン天の川
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 日高市高麗本郷３５３－７

568 （株）富士精工 製造業 埼玉県
ふじみ野市鶴ケ舞３－４－
５

569 （株）岡崎巧芸
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市岩槻区釣上新田
１０８３－１

http://www.okazakikougei.co.jp

570
東光ローンコンサルタン
ト

建設業 埼玉県 戸田市笹目５－３１－１ http://www.toukoulawn.com

571 ひだまり治療院
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市北区宮原町３－
４３６－１ハイツ

http://www.hidamari-in.sakura.ne.jp

572 Ｎａｇｏｍｉ　Ｈａｉｒ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市北区土呂町１－
１７－６丸八ビル１Ｆ

573 （株）藤井電設
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 上尾市五番町２２－１４

574 （株）全通 運輸業 埼玉県 戸田市本町４－９－１０ http://www.21-zentsu.com

575 ダイコウ技研（株） 建設業 埼玉県 戸田市上戸田１－２０－８ http://www.daikou-giken.co.jp/

576
（医）大成会　武南病院
付属クリニック

医療、福祉 埼玉県 川口市東本郷１，４３２ http://www.bunan.jp/

577 高砂化工機（株） 製造業 埼玉県 川口市八幡木３－１４－８ http://takasago-k.com
578 （株）千代田技研 製造業 埼玉県 川口市安行原１６２－１ http://www.chiyodagiken.co.jp

579 （株）ツリーベル
教育、学習支援
業

埼玉県 川口市末広１－１５－２３ http://treebell-kids.com

580 東京ウインナー（株） 製造業 埼玉県
川口市安行領根岸２，８８
９

http://www.tokyo-vienna.com

581 （株）東京保安サービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
川口市西川口１－２３－５
ロイヤルビル２階

http://tokyohoan.jp

582 銅鉄商事（株） 製造業 埼玉県 川口市朝日４－２１－３８ http://www.do-tetsu.co.jp

583 （株）東北車輌製造所 製造業 埼玉県
川口市上青木西３－３－１
８

http://touhoku-caster.com

584 （有）ピナクルズ 運輸業 埼玉県 川口市弥平１－５－１１

585
ヒューマン・アセッツ
（株）

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川口市西青木４－１－３ http://www.sap.fm/

586 不二工業（株） 製造業 埼玉県 川口市領家４－１－８ http://www.fujicasting.co.jp/

587 富士測地（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市前川町３－３６８ http://wwwb.ocn.ne.jp/~fujisoku/

588 （株）富士文具 卸売・小売業 埼玉県
川口市戸塚東３－２０－２
０

http://www.fujibungu.co.jp

589 （株）フジメカニック 製造業 埼玉県 戸田市美女木東２－４－１ http://www.fujimechanic.co.jp

590 プルトンチェン（株） 製造業 埼玉県 川口市新堀６２９ http://www.pulton.co.jp
591 丸善超硬（株） 製造業 埼玉県 戸田市氷川町３－１１－１ http://www.maru-zco.jp

592 （株）ミナス精工 製造業 埼玉県
戸田市美女木東２－４－１
５

http://www.e-minas.co.jp/

593 （有）箕輪ヘラ絞製作所 製造業 埼玉県 川口市中青木４－８－３ http://www.minowa-hera.jp



594
（学）やはぎ学園　やは
ぎ幼稚園

教育、学習支援
業

埼玉県 川口市南鳩ヶ谷３－９－１ http://www.yahagi.ed.jp

595
（医）端光会　蕨中央医
院

医療、福祉 埼玉県 川口市芝新町４－７ http://www.skinjoy.jp

596 （株）アカベラ 運輸業 埼玉県
さいたま市南区四谷３－１
０－１２

http://www.akabera-w.co.jp

597 アミュード（株） 製造業 埼玉県
さいたま市緑区東浦和１－
２２－５

http://www.amuood.co.jp

598 飯島医院 医療、福祉 埼玉県
さいたま市浦和区駒場１－
１２－１

599 浦和中央青果市場（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市桜区桜田３－３
－１

http://www.urawaseikashijo.co.jp

600 （株）エコ計画
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市桜区田島８－４
－１６

http://www.eco.co.jp/

601 エバーグリーン（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市緑区東大門２－
２－１２

http://www.e-g-a.co.jp

602
（株）尾﨏テクニカル
サービス

卸売・小売業 埼玉県
さいたま市南区白幡５－１
２－１０

http://www.osako-ts.co.jp

603 川崎機電（株） 製造業 埼玉県
さいたま市桜区栄和１－８
－２２

604 （株）櫛毛商会 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市南区辻１－２６
－５

http://www.kushige.co.jp

605 （株）敬友
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市浦和区木崎５－
－６－１０

http://www.keiyusougi.com

606 （株）ケンセン 製造業 埼玉県
さいたま市緑区東大門２－
２－１９

http://www.kensen.jp

607 （社福）埼玉県共済会 医療、福祉 埼玉県
さいたま市緑区原山３－１
５－３１

608 埼玉ダイハツ販売（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市南区根岸５－１
６－６

http://www.saitama-daihatsu.co.jp

609 埼玉トヨタ自動車（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区下落合６
－１－１８

http://www.saitamatoyota.co.jp/

610 埼玉日産自動車（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区上落合９
－３－６

http://www.saitama-nissan.co.jp

611 （株）三和 製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影１－１
７－１０

612
（医）歯健長壽会　金子
歯科診療所

医療、福祉 埼玉県
さいたま市中央区上落合７
－６－２

http://www.shiken-tyoju.com

613
首都圏環境サービス
（株）

建設業 埼玉県
さいたま市中央区上落合１
－１０－２４

614 スミダ工業（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市浦和区前地３－
１４－１２

http://www.sumida-kougyou.co.jp

615
（医社）誠信会　かさい
医院

医療、福祉 埼玉県
さいたま市浦和区針ヶ谷２
－１４－３

http://www.myclinic.no.jp/saishinkai/pc/

616 （株）太陽商工
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市緑区上野田５７４
－３

http://taiyo-syoko.jp

617 高島歯科医院 医療、福祉 埼玉県
さいたま市中央区上落合３－
８－８

618 （株）たまご 医療、福祉 埼玉県
さいたま市緑区三室１，２９
０－３

619 （株）千代田技工 製造業 埼玉県
さいたま市南区内谷２－１－
１６

620 （株）ニッシン冷熱
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市桜区田島１０－１
－１８

http://www.n-s-group.co.jp

621 （株）ハヤカワ 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市桜区西堀４－８－
５

622 松江精機工業（株） 製造業 埼玉県
さいたま市浦和区東仲町１５
－２１

http://www.matsue.co.jp

623 （株）マルモト 運輸業 埼玉県
さいたま市中央区上落合６－
１０－９

624 （株）美薗工芸社 製造業 埼玉県
さいたま市緑区大門２，８２
４－７

http://www.misono-web.com



625 （株）メタルワーク工業 製造業 埼玉県
さいたま市緑区大字南部領辻
３，２３５－３

626 森田電機（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市浦和区常盤２－１
６－２０

627 （株）和幸製作所 製造業 埼玉県
さいたま市浦和区木崎１－３
－２３

http://www.wako~seisakusyo.co.jp

628 （株）渡辺製作所 製造業 埼玉県
さいたま市桜区道場７０９－
１

http://www.wtanabe-mj.co.jp

629
（医）愛仁会介護老人保健
施設ボヌール

医療、福祉 埼玉県
さいたま市北区吉野町２－
１，３６５

http://www.bonheur.or.jp

630 （株）押田工業所 製造業 埼玉県
さいたま市西区宮前町６９０
－３

http://www.oshida-ind.co.jp

631 （株）埼玉三技協
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 上尾市領家３８９－３ http://www.saitama-sangikyo.com

632 （株）島忠 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市西区三橋５－１，
５５５

http://www.shimachu.co.jp/

633 （有）SOWA
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市西区指扇２，４９
２－２

634 高松商事（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 鴻巣市上谷１，８２４－１

635 （株）デサン
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 蓮田市高虫１，３５８－１ http://www.dessin.co.jp

636 （株）ナカヤマ 建設業 埼玉県 上尾市泉台３－４－４ http://www.nkym.co.jp

637 日本製罐（株） 製造業 埼玉県
さいたま市北区吉野町２－２
７５

http://www.nihonseikan.co.jp/

638 ファミリー割烹みなみ 飲食店、宿泊業 埼玉県
さいたま市見沼区大谷１，７
５１－１

639
（有）大和ハッピー・ケ
ア・サービス

医療、福祉 埼玉県
さいたま市大宮区吉敷町４－
１０１

http://happy777888.com

640 ＵＤトラックス（株） 製造業 埼玉県 上尾市大字１－１ http://udtrucks.co.jp

641 （合同）リベルタス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市北区吉野町２－２
０９－１

http://www.libertas-co.com

642 あさみ歯科医院 医療、福祉 埼玉県 熊谷市拾六間８０３－６ http://www.asami-dental.com/

643 （株）飯塚土建 建設業 埼玉県 深谷市瀬山６４３－７ http://iizuka.fcciweb.jp

644 （有）髙橋自工
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市桜区永和１－８－
１

http://www.takahashi-jikou

645 （株）ワイ・ケイ 建設業 埼玉県 戸田市下前２－８－１７

646 代田橋自動車（有）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 戸田市美女木４－２－９

647 （株）日環サービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市前川１－１４－１５ http://www.nikkan-service.co.jp

648 （有）サンキ紙工
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 戸田市新曽９５８

649 （株）アルパス 製造業 埼玉県 川口市元郷１－４－２

650
（株）辰未トランスポー
ト

運輸業 埼玉県 川口市赤井２－４－２６

651 戸田中央産院 医療、福祉 埼玉県 戸田市上戸田２－２６－３ http://sanin-tmg.gr.jp
652 （有）関根小型運輸 運輸業 埼玉県 川口市青木１－２２－１１

653 （福）ゆうゆう会 医療、福祉 埼玉県 川口市坂下町４－１６－３ http://www.e-caretown.com/11/hikarien/index.html

654
（株）野本自動車工業
ホンダカーズ川口南

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市原町11番11号 http://dealer.honda.co.jp//hondacars-kawaguchiminami/

655 公共治研（株）
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川口市戸塚３－２５－２７ http://www.k-chiken.co.jp

656 （株）高通サービス 運輸業 埼玉県 戸田市笹目４－２－４

657 （株）丸豊建硝 建設業 埼玉県 川口市安行領在家３４６－４ http://www.maruhou-k.com

658
（株）日之出運輸　埼玉
支店

運輸業 埼玉県 川口市本蓮１－１４－１ http://hinode-and-sons.com/

659 石川金属機工（株） 製造業 埼玉県 川口市江戸袋２－２－１８ http://www.isikin.com/



660 神陽金属工業（株） 製造業 埼玉県 川口市本蓮４－４－２７ http://www.shinyo-kinzoku.com

661 （株）フォーシーズン
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川口市弥平２－８－１８ http://sports-can.co.jp

662
大興石油（株）戸田笹目
営業所

卸売・小売業 埼玉県 戸田市美女木１１６１ http://www.daikou-oil.co.jp/

663 （株）谷川電機製作所 製造業 埼玉県 川口市青木２－３－４６ http://www.tanikawa-denki.co.jp

664 永井機械鋳造（株） 製造業 埼玉県 川口市青木３－６－２２ http://www.ngi-c.co.jp/

665 （株）スマイルハート 医療、福祉 埼玉県 戸田市笹目６－２－６ http://www.care-j.co.jp
666 （株）シュウエイ 製造業 埼玉県 川口市東領家４－１６－２０ http://www.bb-shuei.co.jp

667 （株）アイビーエス 製造業 埼玉県 熊谷市葛和田１８０８－２

668 （株）ミタカ 製造業 埼玉県 熊谷市妻沼１７６５－１ http://www.t-mtk.co.jp

669 （株）創育舎
教育、学習支援
業

埼玉県
桶川市若宮１－３－１１
シェトワビル１Ｆ

http://kobetsushidou.net/

670 高田製薬（株） 製造業 埼玉県
さいたま市西区宮前町２０３
－１

http://www.takata-seiyaku.co.jp

671 （株）北斗　川越工場 製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－４７ http://www.hokuto-mfg.com

672 （株）的場電機製作所 製造業 埼玉県 川越市的場２６２７－５ http://www.matoba.co.jp

673 神谷工業（株） 製造業 埼玉県 川越市下赤坂７０１

674
日本コントロール工業
（株）

製造業 埼玉県 坂戸市千代田５－１－１６ http://www.nipcon.co.jp

675 （株）さくらテックス 製造業 埼玉県 川越市鴨田３４３６ http://www.sakurai-sss.co.jp

676 渋谷電通工業（株） 建設業 埼玉県 川越市脇田町２８－１ http://www.shibuya-dk.co.jp

677 （医）三信会　岸病院 医療、福祉 埼玉県 川越市上戸１０１ http://kishi-hosp.or.jp/

678
（株）日新商会　埼玉営
業所

卸売・小売業 埼玉県 川越市熊野町７－１２ http://nissinshoukai.com

679
（医）献心会　川越胃腸
病院

医療、福祉 埼玉県 川越市仙波町２－９－２ http://www.kib.or.jp

680 大政建設（株） 建設業 埼玉県
ふじみ野市駒林元町１－１－
１

http://ohmasakensetsu.com

681
サノフィ・アベンティス
（株）川越事業所

医療、福祉 埼玉県 川越市南台１－３－２ http://www.sanofi-aventis.co.jp

682 （株）吉野鉄工所 建設業 埼玉県 川越市石田本郷１３

683 （株）丸広百貨店 卸売・小売業 埼玉県 川越市新富町２－６－１ http://www.maruhiro.co.jp

684 （株）ヒタチ 製造業 埼玉県 富士見市東大久保１４－５ http://www.kk-hitachi.co.jp

685 （株）スギヤマ巧芸社 製造業 埼玉県
さいたま市緑区三室１２０５
－３

http://www.sugiyamakougeisha.co.jp/

686 （医）西川病院 医療、福祉 埼玉県 川越市砂久保１６１－２３ http://www.nishikawa-hospital.or.jp

687
ウィルさいたま（株）吉
澤企画

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市大宮区大成町１－
４０５

http://www.will-saitama.jp/

688 （株）生きいき 医療、福祉 埼玉県 さいたま市緑区中尾３２３３

689 （株）エム・アイ・ケー 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市南区白幡５－６－
２０

http://www.mik-net.co.jp/

690
埼玉クスダオフ機材
（株）

卸売・小売業 埼玉県
さいたま市緑区三室１１９４
－４

http://saitamakusuda.co.jp

691 （株）プラスチック光学 製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影１－２８
－１３

http://www.purakou.co.jp

692 （株）ロッテ　浦和工場 製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影３－１－
１

http://www.lotte.co.jp/

693 日ノ出樹脂工業（株） 製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－３７ http://www.kei.or.jp/company/hinode/

694 古屋歯科医院 医療、福祉 埼玉県
さいたま市浦和区常盤９－１
０－１１第3スミダビル２Ｆ

http://www.furuya-sika.com/

695 大進鉄工（株） 製造業 埼玉県
さいたま市中央区八王子４－
１２－１８

http://www.daishin-tekko.com/

696 （株）クリスタルアート 製造業 埼玉県 戸田市美女木３－２４－１２ http://www.crystalart.co.jp

697 （有）ティンズクラフト 製造業 埼玉県 伊奈町寿２－３１３

698 栄廣電設（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 八潮市大曽根４９５－９

699 （有）白鳳堂 卸売・小売業 埼玉県 川口市戸塚東１－２－２９

700 （株）アイジェクト 製造業 埼玉県
日高市駒寺野新田２５１－１
４

http://www.i-ject.com

701 （有）ハートフル 金融・保険業 埼玉県 坂戸市千代田４－１０－１９



702 (有)新堀工業 製造業 埼玉県 熊谷市三ヶ尻3733 ｈｔｔｐ：//www.niiborikogyo.com

703
(有)すずき（熊谷ロイヤ
ルホテルすずき）

飲食店、宿泊業 埼玉県 熊谷市宮前町2-51 ｈｔｔｐ：//www.rhotel-suzuki.jp

704 (株)東京マシンセンター 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市箱田6-17-27 ｈｔｔｐ：//www.dougukan.net

705 (株)データ総研熊谷 情報通信業 埼玉県 熊谷市中央1-236 ｈｔｔｐ：//www.data-kumagaya.com

706 まほろば
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市平塚新田118-1

707
株式会社 やさしい手さい
たま南

医療、福祉 埼玉県 春日部市東中野３３－１

708
シンシアインフォメー
ション 合同会社

卸売・小売業 埼玉県 春日部市内牧２２８８－１ http://sincere-info.com

709 有限会社　元物流 運輸業 埼玉県 春日部市大場３００－３ http://www.hajime-traffic.com

710 有限会社　彩建 建設業 埼玉県 春日部市増富１０１－１

711
医療法人 健歩会 宮山歯
科医院

医療、福祉 埼玉県 白岡市下野田１３７３－３

712 みさき歯科医院 医療、福祉 東京都 渋谷区渋谷1-7-14 http://www.misaki-shika.com

713 株式会社ＮＯＥＲ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
中央区銀座４－３－５　松輪
ビル２階

714
ファミリーサポートセン
ターもも

医療、福祉 東京都 葛飾区東金町３－２１－５

715 株式会社武蔵情報 情報通信業 東京都
中野区中野2丁目23番16号　カ
ミユビル1階

www.musashijh.co.jp/

716
フォーシーズンズ株式会
社

情報通信業 東京都
中央区日本橋茅場町2-12-2 ア
パートメント2122 4D

www.0004s.com/

717
レジェンダ・テクノロ
ジー株式会社

情報通信業 東京都
新宿区北新宿2丁目21番1号
新宿フロントタワー30F

http://www.leggenda.co.jp

718
ネイルサロン グロウ (Nail
Salon GROW)

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
新宿区揚場町１‐１２　オー
ララビル2F

http://nailsalon-grow.com/

719 株式会社バル・ジャパン 飲食店、宿泊業 東京都
港区赤坂2-17-55　赤坂ＴＭビ
ル

http://www.barjapan.co.jp

720
株式会社ドリームサプライ
ズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 文京区本郷4-24-7-102 http://www.ds-cbc.co.jp

721
株式会社アスパーク 東京オ
フィス

専門・技術サー
ビス業

東京都
港区港南二丁目16番4号 品川
グランドセントラルタワー 4F

http://www.aspark.co.jp

722 株式会社スワロースポーツ 卸売・小売業 東京都
練馬区練馬4-15-11城南内田ビ
ル5F

http://www.4860.jp

723 株式会社 サントラスト 情報通信業 東京都
千代田区神田小川町1-1　山城
ビル7F

http://www.suntrust.co.jp

724
株式会社 ハイパーマーケ
ティング

専門・技術サー
ビス業

東京都
墨田区江東橋4-16-1　第3鈴勘
ビル2F

http://www.hyper-m.co.jp

725
株式会社エー・アンド・
ディ

情報通信業 東京都
目黒区青葉台3-1-18　青葉台
タワーアネックス3F

http://www.andcorp.co.jp

726 ㈱菊松屋 飲食店、宿泊業 東京都 立川市高松町２－１－２３ http://www.kikumatsuya.com

727 ㈱音楽の森、K
教育、学習支援
業

東京都
国立市東１－１６－１７ポポ
ロビル３F

http://www.ongakunomori-k.com

728 明治自動車㈱ 運輸業 東京都 足立区入谷７－１７－１７ http://meiji-jidousha.co.jp/

729 明治交通㈱ 運輸業 東京都 北区上中里２－１９－１ http://www.taxisite.jp/meiji-group/koutsu/gaiyou.htm

730 ㈱ローザ特殊化粧料 製造業 東京都 昭島市昭和町３－１０－１４ http://rosa-sp-cosme.jimdo.co.jp

731 ＮＰＯ法人コアラかわさき 医療・福祉 神奈川県
川崎市宮前区野川３６０２－
６

732
株式会社　シンセイコーポ
レーション

建設業 神奈川県
横浜市中区本牧間門４７－２
３

733 医療法人　しんわ全人会 医療・福祉 神奈川県 横須賀市走水２－５－６ http://shinwg.jp/
734 株式会社　きたさと 医療・福祉 神奈川県 横須賀市安浦町３－２４ http://shinwg.jp/

735
ヒューマンキュリオシティ
株式会社

医療・福祉 神奈川県
川崎市多摩区登戸２０９２
２階

http://www.kirakira-smile.jp/

736
株式会社　リモデルプラン
ニング

建設業 神奈川県
横須賀市本町３－３１ベイス
クエアよこすか二番館４Ｆ

http://www.remodel.co.jp

737
株式会社　スマイルテクノ
システム

建設業 神奈川県 三浦郡葉山町木古庭６１９ http://smile-techno.jp

738
株式会社　エヌ・アイ・
シー

卸売業、小売業 神奈川県
川崎市高津区宇奈根７７９－
４

http://www.nicjp.net

739
株式会社　Ｎａｔｕｒａｉ
ｓｈｉｐ

医療・福祉 神奈川県 横須賀市鴨居２－２０－８ http://www.kamoinaguradou.com/

740 有限会社　青木造船所 製造業 神奈川県 三浦市晴海町１６－３

741 ＡＮＡテック　株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市内川１－７－２３ http://www.anatech.jp



742 有限会社　アフロディーテ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県
横須賀市汐入町２－８－４Ｙ
ＳＫビル３Ｆ

http://www.aphrodite.co.jp/

743 株式会社　ヨコソー 建設業 神奈川県 横須賀市森崎１－１７－１８ http://www.yokosoh.co.jp

744 杉本マッサージ治療院 医療・福祉 神奈川県 横須賀市船越町１－５４ http://www.sugimoto-chiryouin.com/

745 株式会社　鈴木水産 卸売業、小売業 神奈川県
三浦市南下浦町菊名７５１－
１０

http://sakana.hougyo.com/

746 株式会社　山星船具店 卸売業、小売業 神奈川県 三浦市三崎３－７－１１ http://www.yamaboshi-sengu.co.jp

747 株式会社　ユーピー 卸売業、小売業 神奈川県
神奈川県横浜市旭区笹野台１
－４４－５

http://www.up-x.com/

748 株式会社　サガミ 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市衣笠町４５－１９ http://www.life-sagami.co.jp

749 株式会社　花崎造船所 製造業 神奈川県 横須賀市平成町３－１８

750 有限会社　かしこ 医療・福祉 神奈川県 三浦市南下浦町金田１００８

751 パティスリー　クロ 卸売業、小売業 神奈川県
横須賀市根岸町４－２５－９
１Ｆ

752 マイライフ　有限会社 医療・福祉 神奈川県 横須賀市小川町２８－１

753 東光商事　株式会社 卸売業、小売業 神奈川県
横須賀市根岸町２－３３－１
東光商事ビル

http://www.toko-com.co.jp

754 有限会社　長友測量
学術研究、専
門・技術サービ

神奈川県 横須賀市長井１－１４－１４

755 株式会社　西松 製造業 神奈川県 三浦市三崎５－１８－９ http://www.nishimatsumaguro.com/

756 鍼灸整骨院　ひまわり 医療・福祉 神奈川県
横須賀市根岸町３－１－６－
１２５

757
株式会社　ブルーダイヤモ
ンド

学術研究、専
門・技術サービ

神奈川県 横須賀市浦賀３－１３－２ http://bluediamond.jp

758 Ｌｕｃｋ
学術研究、専
門・技術サービ

神奈川県
逗子市逗子１－１１－１林産
業１０２

http://www.luck8.jp

759
株式会社　フェザーパート
ナーズ

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 逗子市新宿２－１３－１７ http://www.feather-factory.com

760 有限会社　介護サービス杏 医療・福祉 神奈川県 横須賀市船越町１－１８－８ http://kaigo.homes.co.jp/scare/ob_1471903029/

761 ウスイホーム　株式会社
不動産業、物品
賃貸業

神奈川県 横須賀市久里浜２－２－３ http://www.usui-home.com

762 ＡＭ自動車工業　株式会社
学術研究、専
門・技術サービ

神奈川県 川崎市川崎区大島１－２－２ http://www.am-at.com

763 株式会社　オリーブ 医療・福祉 神奈川県
横須賀市根岸町４－１０－８
ホワイトコーポ１Ｆ

764 株式会社　鎌倉蓮
宿泊業、飲食
サービス業

神奈川県
鎌倉市小町２－１０－１８二
の鳥居ビル１Ｆ

765 株式会社　高橋モータース 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市大津町１－２－１

766 (有)華而実商事 飲食店、宿泊業 神奈川県
横浜市中区花咲町2-60白鳥ビ
ル1F

http://hananomi_shoji@yahoo.co,jp

767 ㈱イルーミネイト 情報通信業 神奈川県
横浜市西区紅葉ヶ丘53横浜市
教育会館3階

http://www.illumine.co.jp

768
バイオコミュニケーション
ズ㈱

情報通信業 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-15-10 http://www.ii-bio.com

769 ㈱チューロ 医療、福祉 神奈川県 川崎市多摩区長沢1-6-6F http://kaigotaxi-cielo_jimdo.com

770
㈱金岩ホリスティックオ
フィス

医療、福祉 神奈川県 横浜市栄区小菅ヶ谷4-9-1 http://kanaiwa-seikotuin.com

771 ㈱エイアールディ 情報通信業 神奈川県
横浜市都筑区池辺町4704三留
ﾋﾞﾙ201-2

http://www.antinc.co.jp

772 ㈱ニックスサービス
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市磯子区磯子3-4-23浜田
ビル3F

http://nics-service.com

773
㈱Ｂｌａｎｃ　トレッサ横
浜店

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区師岡町700ﾄﾚｯｻ横
浜北館3F

http://www.blanc-group.co.jp

774
㈱Ｂｌａｎｃ　青葉台東急
スクエア店

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市青葉区青葉台2-1-1青葉
台東急ｽｸｴｱＮｏｒｈ-1-2F

http://www.blanc-group.co.jp

775
㈱Ｂｌａｎｃ　港北東急
Ｓ．Ｃ店

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1港
北TOKYUｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰB1F

http://www.blanc-group.co.jp

776 ベネーブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市中原区小杉町1-515ｺｰﾄｺ
ｱ小杉601

http://www.beneve.jp

777 ㈱パシオン 情報通信業 神奈川県
横浜市神奈川区栄町1-1ｱｰﾊﾞﾝｽ
ｸｴｱ横浜

http://www.pasion.co.jp/

778 神奈川都市交通㈱ 運輸業 神奈川県 横浜市西区桜木町7-41 http://www.tosikoutsu.co.jp

779 ㈱朝香療術総合研究所 医療、福祉 神奈川県 横浜市青葉区美しが丘2-21-2 http://www.asaka-a.co.jp/

780 リタ・パートナーズ㈱ 不動産業 神奈川県
横浜市中区相生町2-42-3横浜ｴ
ｸｾﾚﾝﾄX　Ⅶ6F

http://www.reta.co.jp



781
リ・サンテ（株式会社愛セ
ラピー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市中区伊勢佐木長1-5-4ｶﾄ
ﾚﾔﾌﾟﾗｻﾞ伊勢佐木3階

http://www.resante.jp

782
特定非営利活動法人よこは
ま地域福祉研究センター

医療、福祉 神奈川県
横浜市中区住吉町2-17金井ﾋﾞﾙ
201

http://yresearch-center.jp

783
有限会社アルビレオコンサ
ルティング

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 川崎市中原区新丸子748

784
株式会社Ｐｒｏ　Ｖｉｓｉ
ｏｎ

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市西区みなとみらい2-2-1
横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ40F

http://www.pro-vision.jp

785 武蔵野電設株式会社 建設業 神奈川県 横浜市都筑区勝田町1326 http://www.musashino-d.com

786 株式会社ノア
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区新横浜2-6-
12STAFﾋﾞﾙ2F

http://www.fenoa.co.jp

787 株式会社豊商会 卸売・小売業 神奈川県 横浜市西区高島1-4-2 http://www.yutaka-shokai.co.jp

788
株式会社アイ・ジー・スク
ウェア

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市西区北幸2-10-27東武立
野ビル3F

http://www.igsquare.co.com

789 有限会社Ａ．Ｃ．Ｔ
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市港北区日吉本町1-3-20 http://cu-act.jp

790 合同会社ハル 医療、福祉 神奈川県
横浜市金沢区六浦南5-11-1-
204

http://www.sawahonpo.detail/10698

791
株式会社ラピッドプログレ
ス

教育、学習支援
業

神奈川県 横浜市南区宿町2-46

792 アタックス㈱ 情報通信業 神奈川県 横浜市青葉区梅が丘23-31 http://www.atacs.co.jp

793
行政書士・社会保険労務士
駒井事務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区茅ヶ崎中央8-7-
311

http://www.hk-ast.jp/komaioffice

794 ㈱エイトプラン 不動産業 神奈川県
川崎市高津区溝口2-14-5ｺﾝﾌｨｱ
ﾝｽ1階

http://eightplan-homeis.com

795 ㈱ＧＲＡＣＥ 情報通信業 神奈川県
横浜市南区前里町1-4-3黄金町
駅前ﾋﾞﾙ4F

http://grl.jp

796 株式会社ビードッツ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横浜市戸塚区信濃町539-3ｴｸｾﾙ
東戸塚210

http://www.r-h-b.jp/

797
厚木ヤクルト販売　株式会
社

卸売・小売業 神奈川県 厚木市酒井２５６５

798
厚木ヤクルト販売株式会社
相模原支店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区鹿沼台２－４
－１５

799
NPO法人介護グリーンハウス
えがお

医療、福祉 神奈川県
海老名市門沢橋２－１５－２
９

800
NPO法人グループホームグ
リーンハウス

医療、福祉 神奈川県
海老名市河原口１－１０－１
０

801 株式会社　チル
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市宮前区鷺沼１－１１－
１４－２F

802 カルベィ・ディエム
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
伊勢原市桜台１－２２－１
青木ビル１階

803 有限会社　セイタ写真館
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 伊勢原市伊勢原３－１－４

804
ベッキーキャンドル横浜元
町店

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横浜市中区元町1-24-2宮田ビ
ル1F

805 株式会社エンラージ秦野店 建設業 神奈川県 秦野市松原町3-2

806
株式会社ミリオンアルミ販
売

建設業 神奈川県 厚木市 船子１１４０

807
株式会社エンラージ八王子
店

建設業 東京都 八王子市千人町4-2-19

808
株式会社フロンティア学院
愛甲石田教室

教育、学習支援
業

神奈川県
厚木市愛甲2-2-9 ベルピリカ
102

809
株式会社小池設備横浜営業
所

建設業 神奈川県
横浜市青葉区しらとり台６２
－２８

810 有限会社　ヴィジョンズ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 厚木市下依知1192　103号

811 株式会社　ナカムラ 建設業 神奈川県 厚木市旭町２－５－８

812 お菓子工房Sala 卸売・小売業 神奈川県 厚木市愛甲１－１８－２０

813 株式会社エンラージ日野店 建設業 東京都 日野市日野本町2-20-6

814 株式会社エンラージ打越店 建設業 東京都 八王子市打越町645-3

815
キャタピラー教習所株式会
社

教育、学習支援
業

神奈川県 相模原市中央区田名３７００

816 三橋里恵事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区清新７－１５
－４－１０２

817
ベアーズコンサルティング
事務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市南区相模大野８－４
－２－２Ｆ

818 株式会社ロックス
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区浜松町１－３０－５－１
７０２

819 ＣＡＬＤＯ本厚木
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市中町ダイヤビル３Ｆ



820
グループホーム　さくらの
郷　　座間

医療、福祉 神奈川県 座間市入谷５－２５５５－１

821 デイサービス　さくらの郷 医療、福祉 神奈川県 大和市下鶴間６７－１

822 美容室　ＡＩＳ秦野
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 秦野市松原町３－３－３Ｆ

823 株式会社　宮下製作所 製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台２－１４
－３７

824 株式会社　宮下製作所工場 製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台２－１４
－４３

825 ユタカ精工　株式会社 製造業 神奈川県
相模原市中央区田名２０５３
－３

826
株式会社ミヨシ・ロジス
ティックス

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区下九沢２１２９
－４

827 株式会社　ＧＲＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 相模原市緑区真樹の８８６４

828
美容サロンＤＯＴ１１０１
渋谷店

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区宇田川町２８－３－８
Ｆ

829 中井生コン株式会社 建設業 神奈川県 足柄郡中井町遠藤１４４

830 小島社会保険労務士事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 小田原市心や３８－１４

831 有限会社　ヒップ伊勢原店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
伊勢原市伊勢原４－１３－３
２Ｆ

832
サンパートナーズオフィス
社労士事務所

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
厚木市旭町１－２２－８　Ｆ
Ｍビル１Ｆ

833
株式会社　ユニティ武蔵村
山店

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
武蔵村山市伊奈平３－３６－
１

834
株式会社　ユニティつきみ
野店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 大和市つきみ野１－６－１

835
有限会社　クリエイトワー
クス

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区相生１－１２
－２３

836
株式会社代々木デンタルク
ラフト

医療、福祉 神奈川県
川崎市多摩区生田１－１７－
１２

837 合同会社　Pict Box
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市東町３－７－２０１

838 株式会社　リンクマン
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 伊勢原市上柏谷１１６９－１

839 有限会社　四季
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区上溝４４９８
－９四季ビル２Ｆ

840 トーアエイヨー　株式会社 製造業 東京都 中央区八丁堀3-10-6 http://www.toaeiyo.co.jp

841
ヘアーアルチザン　ナカジ
マ

生活関連サービ
ス業

茨城県 石岡市柿岡１９３９ http://hair-artisan.amsstudio.jp

842 ㈲フルハウスカンパニー 医療・福祉 茨城県 日立市諏訪町１－２０－１８

843 西武工業㈱ 建設業 茨城県 水戸市河和田町４４５２－２ http://www.seibu-kogyo.com

844
㈱スイシン　ほっとなめか
わデイサービスセンター内

医療・福祉 茨城県
本社　日立市城南町１－１１-
３１　　（営）日立市東滑川
町１－１０－２５

845 東亜興業㈱ 建設業 茨城県 石岡市東石岡２－５－７ http://www.toakougyou.jp/

846 ㈱ブラントレーディング
その他のサービ
ス業

茨城県 日立市相賀町２－１ http://www.bran-t.com/sukesan

847
㈲ブリッジ　フルールみと
みなみ

医療・福祉 茨城県 水戸市吉沢町１１５－１ http://www.bridge-m.jp

848 ヘアメイク　チェルシー
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 古河市三和１５

849 株式会社ＢＬＥＮＤ
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県
土浦市桜町１－１２－１７
テラスポケットビル２Ｆ

850 有限会社須藤クレーン 建設業 茨城県 結城市上山川２７１２－２

851 ㈲半田自動車販売
学術研究、専
門・技術サービ

栃木県 日光市高徳９４７－７

852 ㈱アーチ
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県
栃木市沼和田町１２番地１５
号平和ハイツ１Ｆ西事務所

http://www.job-arch.com/

853 ㈱瀬尾本店 建設業 栃木県 那須塩原市本町６－１０

854 ㈲相馬自動車商工
学術研究、専
門・技術サービ

栃木県 那須塩原市共墾社１０４ http://www.somaauto.jp

855 金澤建材㈱ 建設業 栃木県 大田原市実取７８８－６ http://www.nas.ne.jp/usr/kanazawa/

856 岩井労務管理事務所
学術研究、専
門・技術サービ

栃木県 小山市西城南３－３－２ http://www.iwai-office.com/



857 エドガード
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県
日光市鬼怒川温泉大原１４１
６－１

858 東栄電設㈱ 建設業 栃木県 宇都宮市陽東５－７－３４ http://www.toei-el.co.jp

859 はとやま社労士事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 鹿沼市府中町３９３－８５

860 ㈱蒸気機関車
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 那須郡那須町高久乙２４－２ http://www.nasu-jouki.co.jp

861 ㈲プランニング洋子
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 那須塩原市新朝日６－９

862 ㈱ナティアデザイン 建設業 栃木県
宇都宮市下荒針町３４７３－
２３

http://www.natia-design.com/

863 阿部設備工業㈱ 建設業 栃木県 宇都宮市駒生町８３３

864 ㈱アリエス 製造業 栃木県
宇都宮市針ヶ谷町４５０番地
２

http://www.aries-mh.com

865 ㈲小川組 建設業 栃木県
芳賀郡市貝町大字見上３２６
－２

866 ㈱オガワ 医療・福祉 栃木県
芳賀郡市貝町多田羅７３６－
１

867 ㈱ヤオハン 卸売業、小売業 栃木県 栃木市平柳町１－２８－１６ http://www.yaohan-net.co.jp/

868 クラフトワーク㈱
学術研究、専
門・技術サービ

栃木県 宇都宮市下金井町６１９－３ http://www.kraftwerk75.co.jp

869 ㈱ＭＩＳＨ　ＮＡＩＬ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 宇都宮市簗瀬町８２－１ http://www.mishnail.com/

870 ㈲小林製作所 製造業 栃木県 鹿沼市富岡１０１６－９ http://www.ksx.jp/
871 ㈱篠原製作所 製造業 栃木県 鹿沼市東町２－１－２２ http://www.shinosei.com

872 ㈱横倉本店 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市問屋町３１７２－６ http://www.yokokura.co.jp

873 ㈱小花塗装 建設業 栃木県 宇都宮市二番町１－２５ http://www.kohana-tosou.com

874 宇都宮みぎにら餃子㈱ 製造業 栃木県 宇都宮市陽東８－５－２

875 ㈱田中永吉商店 製造業 栃木県 宇都宮市下栗町２９３１－４ http://www.flags-cake.jp/

876 ㈱見目精密工業 製造業 栃木県 鹿沼市茂呂２６１９－２

877 ㈱上原園 製造業 栃木県
栃木市城内町２丁目６番２０
号

http://www.ueharaen.co.jp

878 那須栄電舎㈱
学術研究、専
門・技術サービ

栃木県 那須塩原市前弥六３７９ http://www.nasueidensha.com/product.development.html

879 ㈲アイエルワイ
教育、学習支援
業

栃木県 小山市城東６－１－４６ http://www.ily.co.jp

880 栗田工業㈱ 建設業 栃木県
宇都宮市平出工業団地４３番
地１６１

http://www.kurita-kk.co.jp/index.html

881 中島塗装㈱ 建設業 栃木県 宇都宮市泉町４－５ http://www.nakajimatosou.com/

882
学研ＡＩＣスクール戸祭教
室

教育、学習支援
業

栃木県 宇都宮市戸祭１丁目５－１０ http://www.kids-highschool.jp/

883 ＦＲＯＭ　ＡＲＴ 建設業 栃木県
那須塩原市下厚崎２６４－９
３

http://www.from-art.jp.pc/

884 ㈱箕輪製作所 製造業 栃木県 宇都宮市瑞穂３丁目４－１２

885 ㈲阿久津工業 建設業 栃木県 宇都宮市屋板町５７５－１

886 はやき風㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 さくら市喜連川４４１０ http://www.hayakikaze.jp

887 ㈱塚本ウエルフェア 医療・福祉 栃木県
さくら市フィオーレ喜連川５
－２－３

888 株式会社　秋葉興業 建設業 栃木県 佐野市田沼町1038

889 ヂサイ印刷　有限会社 製造業 栃木県 足利市若草町7-82

890 有限会社　寺内産業 製造業 栃木県 栃木市岩舟町新里1309-1

891 Ｏｎｅ　Ｐｌａｙ　ｉｔ
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市所野１５５０－７３ http://oneplayit.com

892
日光山ＢａｋＰａｃｋｅｒ
ｓ　Ｉｎｎ

宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市稲荷町１－３６２－８ http://nikkosanbackpackersinn.com

893 ㈱佐藤建設建材部
鉱業、採石業、
砂利採取業

栃木県 日光市足尾町１７８８－１

894 ㈱渡良瀬商事 卸売業、小売業 栃木県 日光市足尾町１７８８－１

895 ㈱綜合衣料　大野屋 卸売業、小売業 栃木県 日光市今市４５３

896 ㈲極東マテリアル
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市針貝１０９１－１ http://www.kyokutou-material.jp/

897 株式会社　東栄産業 医療・福祉 群馬県 沼田市下久屋町278 http:// www.iyashiro.co.jp/

898 株式会社　いちょうの樹 医療・福祉 群馬県 北群馬郡吉岡町漆原1462



899 株式会社　市川食品 製造業 群馬県 高崎市行力町270-2 http://www.yuuhachi.co.jp

900
医療法人　橘会　上之原病
院

医療・福祉 群馬県 渋川市北橘町上南室167-5 http://uenohara-hp.jp

901
医療法人　橘会　うぐいす
の家

医療・福祉 群馬県 渋川市北橘町上南室25-6 http://uenohara-hp.jp

902
有限会社　ハンドツーハン
ド

医療・福祉 群馬県 前橋市朝倉町947-1

903
特定非営利活動法人　じゃ
んけんぽん

医療・福祉 群馬県 高崎市棟高町1257-5 http://www.jankenpon.jp

904 社会福祉法人　美幸会 医療・福祉 群馬県 みどり市笠懸町3033-1 http://www.sunfield.ne.jp/~miyuki-k/

905
メディカルブライアン株式
会社

医療・福祉 群馬県 太田市大原町1481 http://www.medical-brian.com

906
社会保険労務士事務所　人
事サポート

学術研究、専
門・技術サービ

群馬県
高崎市下之城町584-70　高崎
市産業創造館208

907 株式会社　樫の木 医療・福祉 群馬県 前橋市中内町23-2

908 株式会社　E・S・C 建設業 群馬県 高崎市並榎町76番地13 http:// www.esc-design.jp

909 有限会社　翔光モールド 製造業 群馬県 伊勢崎市馬見塚町564番地1

910 株式会社　太陽電気 卸売・小売業 群馬県
佐波郡玉村町大字上之手1688
番地

http://www.taiyoudenki.jp/

911 株式会社 やましろや 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市連取町1239-5

912 株式会社 ナカジマ 製造業 群馬県 伊勢崎市赤堀鹿島町333-1 http://yu-nakajima.jp

913 株式会社ケイ エム オー 製造業 群馬県 伊勢崎市五目牛町324-5 http://www.isesaki-monodukuri.jp/company/imono398

914
タハマ有限会社(つつじヶ
丘)

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市大手町4-17 http://tsutsuji-kaigo.com/

915 さくらオフィス株式会社 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市連取町1987-2 http://www.sakuraoffice.co.jp

916 三和コーテックス 株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市波志江町4138-1 http://www.sanwactx.com

917
サンワサーモテック株式
会社

製造業 群馬県 伊勢崎市市場町二丁目1204-5 http://www.sanwathermotech.com/jp/

918 株式会社 アライ硝子建材 建設業 群馬県 伊勢崎市宮子町3400-9 http://arai-co.com/

919 株式会社　三山テクノス 製造業 群馬県
伊勢崎市赤堀今井町2丁目
1044-11

http://miyama-technos.co.jp/

920 株式会社　オーテック 製造業 群馬県 伊勢崎市間野谷町323番地1 http://www.oiw.co.jp/company.html

921
シンコージャパン　株式
会社

製造業 群馬県 太田市大久保町１２４－３ http://www.shinkojapan.jp

922
有限会社　タカラプロ
モーション

サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 太田市本町20-19 http://www.takarapro.com/

923 株式会社　カラダラボ
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県
太田市新井町５６５－１３
ドリームタウン１１３

http://www.ka-ra-da-labo.jp/

924 有限会社　モークル 情報通信業 群馬県 桐生市広沢町1-2562-2 http://www.moocl.com/

925
東毛福祉事業協同組合 東
毛給食センター

飲食店、宿泊業 群馬県 邑楽郡大泉町古氷２２－２０ http://www.tomo-kyusyoku.com/

926
株式会社プレミアコンサ
ルティング

経営・会計コン
サルティング

埼玉県
蕨市中央１－１５－９　小泉
ビル

http://www.pre-con.co.jp/

927 合同会社ECD 飲食店、宿泊業 埼玉県 草加市高砂2-21-31 http://www.tangievs-café.com

928 寿産業㈱ 製造業 埼玉県 上尾市上225 http://kotobuki-san.com

929 ㈱レーベンマイスター 情報通信業 埼玉県
さいたま市浦和区針ケ谷2-9-
2-304

http://leben-meister.jp

930 ㈱エデック
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 入間市二本木1181-1 http://edec-co.jp

931 ㈱トレス 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市大宮区大成町1-
435-5柳川第３ビル２F

http://www.tres3.net

932 雄飛航空㈱ 運輸業 埼玉県 桶川市川田谷4203-4 http://www.airyuhi.co.jp

933 ㈱ループグリーン 建設業 埼玉県
新座市栄4-4-16ジュネログメ
ント101

http://loopgreen.ne.jp

934 ㈱ウェブステーション
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 所沢市上安松1134-1 http://web-station.co.jp

935 ㈱福士商会 卸売・小売業 埼玉県 越谷市下間久里675-7 http://fukushi-syoukai.co.jp

936 ㈱カンエツ 建設業 埼玉県 所沢市上安松635-5 http://kan-etsu.co.jp

937 （有）ドリーム
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 狭山市新狭山3-11-2 http://mz-eagle@celery.ocn.ne.jp

938 大木商産（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
大里郡寄居町用土１，６８７
－３

http://www.okisyosan.com/



939 （有）オフィスりん
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市広瀬１２５－１８ http://www.kaikei-marugotopack.com

940 熊谷商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市宮町２－３９ http://www.kumagayacci.or.jp

941 （医）熊谷福島病院 医療、福祉 埼玉県 熊谷市宮前町１－１３５－２ http://www.h6.dion.ne.jp/~kumafuku

942
（株）コムズリサーチア
ンドディベロップメント

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
熊谷市宮町２－１５８－２
宮町第２ビル２階

http://www.comsclub.co.jp

943
税理士法人せいえん事務
所

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 深谷市栄町１４－２２ http://www.tkcnf.com/kasahara

944 （株）大慶堂 医療、福祉 埼玉県 深谷市西島町２－１３－３ http://taikeido.jp/
945 （株）髙橋医科器械店 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市箱田６－１４－３８

946 田部井建設（株） 建設業 埼玉県 熊谷市上根１０２ http://www.tabei.co.jp/

947 （株）つばさ情報
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
深谷市仲町８－２３　和光深
谷ビル３階

http://www.tsubasa-info.com

948 新島整形外科 医療、福祉 埼玉県 熊谷市原島１－１ http://niijima.ptu.jp/
949 （株）ハートネクション 医療、福祉 埼玉県 熊谷市上中条８４３－１ http://www.heartnection.com

950 （有）ふくち金型製作所 製造業 埼玉県 熊谷市村岡１，８３７ http://fukuchi-kanagata.com/

951 （株）八木橋 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市仲町７４ http://www.yagihashi.co.jp/index.htm

952 （株）ＩＳＰアカデミー
教育、学習支援
業

埼玉県 鶴ヶ島市富士見１－１－８ http://www.isp-ac.jp/

953 （株）飯田
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川越市下赤坂５５７－５ http://www.iida-co-ltd.com

954 （社福）育美会 医療、福祉 埼玉県 川越市今福１，６４１ http://www.ikumikai.jp
955 岩堀建設工業（株） 建設業 埼玉県 川越市六軒町１－３－１０ http://www.iwahori.co.jp/

956 大塚薬品工業（株） 製造業 埼玉県 川越市下小坂１６８ http://www.otuka-ci.co.jp

957
（株）開成コーポレー
ション

建設業 埼玉県 ふじみ野市清見２－１－１１ http://www.kaisei-corp.co.jp

958
片倉工業（株）ニューラ
イフカタクラ川越店

卸売・小売業 埼玉県 川越市的場８３１ http://www.katakura.co.jp

959 （株）亀屋 製造業 埼玉県 川越市仲町４－３ http://www.koedo-kameya.com

960 川越東部工業会協同組合
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
川越市芳野台１－１０３－５
７

http://www.kei.or.jp

961 （株）金鵄製作所 製造業 埼玉県 川越市下赤坂７５８－１２ http://www.kinshi.co.jp
962 （株）国沢パネル工芸 製造業 埼玉県 川越市今福５６８－１

963
（医）恵雄会　川鶴クリ
ニック

医療、福祉 埼玉県
川越市下広谷１，１１３－２
２

http://www.kawatsuru-g.jp

964 光洋パック（株） 製造業 埼玉県 川越市大字竹野１４－２

965 小原化学塗料（株） 製造業 埼玉県 川越市南台１－４－７ http://www.koharakagaku.co.jp

966 坂戸ガス（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 坂戸市末広町３－５ http://www.sakado-gas.co.jp/

967 （株）ジェック東理社 製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－５２ http://www.jecctorisha.com

968 （株）塩野 製造業 埼玉県 川越市今福５５１

969 昭和工業（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川越市石原町２－５８－１６ http://www.swkg.co.jp

970
新日本無線（株）　川越
製作所

製造業 埼玉県 ふじみ野市福岡２－１－１ hｔｔｐ：//www.njr.co.jp

971 隅田商事（株） 卸売・小売業 埼玉県
川越市芳野台１－１０３－２
４

http://www.sumida-s.co,jp

972
（医社）誠弘会　池袋病
院

医療、福祉 埼玉県
川越市大字笠幡３，７２４－
６

http://www.ikebukuro.jp/

973
正興産業（株）セイコー
モータースクール

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 富士見市上沢３－７－３７ http://www.nga.co.jp/motor-school/

974
（医）聖心会　南古谷病
院

医療、福祉 埼玉県 川越市久下戸１１０ http://www.m-hp.com

975 （株）西友サービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川越市宮元町２３－１



976
（社福）相愛福祉会　蔵
の町・川越

医療、福祉 埼玉県 川越市末広町１－２－１ http://www.kawatsuru-g.jp

977 （株）千代田交通 運輸業 埼玉県 坂戸市八幡１－３－１１ http://www.citydo.com/sp/049-281-6393

978 司測量設計調査（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
川越市大字的場１，２８１－
２１

http://homepage2.nifty,com/tukasa-s

979 （株）東京ドーナツ 製造業 埼玉県
ふじみ野市福岡新田２６０－
４

http://tokyo-doughnut.co.jp

980 東光（株） 製造業 埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷１８ http://www.toko.co.jp/
981 東洋科学川島工業（株） 製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－１１８ http://www.toyokagaku.jp

982
（株）東洋クオリティワ
ン

製造業 埼玉県 川越市下小坂３２８－２ http://www.tq1.co.jp

983 （株）中原工業 建設業 埼玉県 川越市小仙波町３－１２－４

984
日本プラントシーダー
（株）川越工場

製造業 埼玉県 川越市大字鯨井１，６８４ http://www.plantseeder.co.jp

985
パーカー加工（株）川越
工場

製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－２ http://www.parker-kako.co.jp/

986 初雁興業（株） 建設業 埼玉県
川越市大字鯨井１，７０５－
２

http://www.hazkari.co.jp

987 （株）ハマダテクノス 製造業 埼玉県 川越市下赤坂６６ http://www.hamadatec.co.jp/

988
（株）ビージーエンジニ
アリング

建設業 埼玉県 川越市南台１－５－２ http://www.k-bg.co.jp

989 ヒーハイスト精工（株） 製造業 埼玉県 川越市今福５８０－１ http://www.hephaist.co.jp/

990
（株）深川製作所　川越
工場

製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－３０ http://www.ductnet.com

991
グループホーム福音の
園・川越

医療、福祉 埼玉県 川越市木野目１，８７８－１ http://www.geocities.jp/gospelgarden/

992
（株）フジコミュニケー
ション

情報通信業 埼玉県
川越市脇田本町１１－１川越
シティビル７階

http://www.fujicom.co.jp

993
（社福）ふじみ野福祉会
むさしの特別養護老人
ホーム

医療、福祉 埼玉県 富士見市南畑新田１６－１ http://www.f-musashino.jp

994 豊盛工業（株） 製造業 埼玉県
坂戸市にっさい花みず木６－
２４－１

http://www.hohsei.co.jp

995 丸一共通運送（株） 運輸業 埼玉県 川越市問屋町４－２

996 （株）ミツギ産業 製造業 埼玉県 川越市今福９－２ http://www.mitsugi.co.jp

997 理研化機工業（株） 製造業 埼玉県 坂戸市千代田５－６－１２ http://www.rikenkaki.co.jp

998 （医）永仁会 医療、福祉 埼玉県 入間郡小谷田１，２５８－１ http://www.eijinkai.jp

999 （株）エコ・ベスト
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 狭山市入間川３，１７４－５

1000 （株）エデック
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 入間郡宮寺２，７２０－２ http://www.edec-co.jp

1001 （株）エデュコジャパン 卸売・小売業 埼玉県
所沢市くすのき台３－４－１
関根ビル２－２０２

http://hibiki-gakuen.ed.jp

1002
（医社）桜友会　所沢ハー
トセンター

医療、福祉 埼玉県 所沢市上新井２－６１－１１ http://www.oukai.or.jp/thc.com/

1003 おおぎ第二保育園
教育、学習支援
業

埼玉県 入間郡豊岡１－８－２４ http://www.iruma-oogi.or.jp

1004
おおぎデイサービスセン
ター

医療、福祉 埼玉県 入間市東町４－１－８０ http://www.iruma-oogi.or.jp

1005 おおぎ保育園
教育、学習支援
業

埼玉県 入間市扇台４－５－１９ http://www.iruma-oogi.or.jp

1006 （株）オチアイ 建設業 埼玉県 三芳町藤久保１１２２－４ http://towncorp.jp/ochiai/company.html

1007 金富建設工業（株） 建設業 埼玉県 所沢市林１－１８９－１

1008 カネパッケージ（株） 製造業 埼玉県 入間市南峯１０９５－１５ http://www.kanepa.co.jp

1009
（株）協同エンジニアリン
グ

建設業 埼玉県 狭山市上奥富新堀９７ http://www.cnet-sc.ne.jp/kyoudo/h3.html

1010 グローバーサービス（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
入間市新久下新田１１０－１
日本電産コパル電子（株）入
間事業所内

1011 （株）シルバーネットビー 医療、福祉 埼玉県
所沢市小手指町１－１３－２
８

http://www.silver-net-bee.com/

1012 （医）信和会　三ケ島病院 医療、福祉 埼玉県 所沢市三ケ島５－１９７０ http://www.mikajima.jp



1013 武内木材工業（株） 卸売・小売業 埼玉県 狭山市柏２５番地 http://www.e-house.co.jp/takeuchi-mokuzai/identity.html

1014 (ＮＰＯ法人)てあしの会 医療、福祉 埼玉県 入間市新九８１９－１１

1015 特別養護老人ホーム扇揚苑 医療、福祉 埼玉県 入間市大字中神８５３－１ http://www.iruma-oogi.or.jp

1016 （社福）博寿会 医療、福祉 埼玉県 所沢市神米金５０５

1017 （医）白報会　入間幸楽園 医療、福祉 埼玉県 入間市豊岡５－１－１５ http://www.kourakuen-kaigo.com

1018 （有）ピーエスエス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 三芳町北永井３２４－１

1019 （株）フェニックスホーム 建設業 埼玉県 所沢市西所沢１－１６－３１ http://www.kinoie.co.jp

1020 （株）プランドゥ 飲食店、宿泊業 埼玉県
所沢市小手指町１－４２－１
７－２０１

http://www.pl-do.co.jp/

1021
イオンサーテル（株）武蔵
狭山店

卸売・小売業 埼玉県 狭山市入間川３－３１－５ http://www.aeon.jp/aeon/musashisayama/index.html

1022 （株）ＭＩＫＡＭＩ 製造業 埼玉県 所沢市林１－２９９－７ http://www.mikami-co.jp

1023 （株）明和工務店 建設業 埼玉県 狭山市北入曽５４７－１０

1024
（株）明和工務店　ケアセ
ンター明和

医療、福祉 埼玉県 狭山市北入曽５４７－１０ http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17

1025
（株）明和工務店
デイホーム明和　みよしの

医療、福祉 埼玉県 狭山市狭山台３－２５－１ http://www.k4.dion.ne.jp/~meiwa17

1026 （株）メディカルパティオ 医療、福祉 埼玉県 入間市東町７－１３－１６ http://www.myph.jp/asunaro_ph/pc/

1027 （株）モトキ 農業・林業 埼玉県 所沢市宮本町２－５－８ http://www.uzuraya.com

1028 八千代工業（株） 製造業 埼玉県 狭山市柏原３９３ http://www.yachiyo-ind.co.jp

1029 （株）ヨシケイ埼玉 卸売・小売業 埼玉県 所沢市亀ヶ谷２４９－１ http://www.yoshikei-sai.jp

1030 （社福）わか竹会 医療、福祉 埼玉県 所沢市元町６－１３ http://www.wakatake-hoiku.sakura.ne.jp/

1031 加藤ベニヤ（株） 卸売・小売業 埼玉県 朝霞市三原４－１－２５ http://www.kato-beniya.co.jp

1032 （株）小林電子工業 製造業 埼玉県 新座市馬場２－６－３ http://www.kobayashidenshi.co.jp

1033 埼玉伸管工業（株） 製造業 埼玉県 新座市野火止７－１０－９

1034 志木市商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 志木市本町１－６－３０ http://www.shikishishokokai.net

1035
（医）壽鶴会　東武中央病
院

医療、福祉 埼玉県 和光市本町２８－１ http://www.tobu-chuo-hospital.com

1036 （株）綜合建設 建設業 埼玉県 新座市堀ノ内３－９－４５ http://www.sogokensetsu.co.jp

1037 （社福）長寿会 医療、福祉 埼玉県 朝霞市上内間木４９８－４ http://www.uchimagien.com

1038 （株）トーカン 製造業 埼玉県 朝霞市泉水３－８－１８

1039
（社福）殿山福祉会　殿山
亀寿苑

医療、福祉 埼玉県 新座市堀ノ内３－１３－１ http://www.tonoyamakijuen.com

1040 （社福）ハレルヤ 医療、福祉 埼玉県 朝霞市溝沼１－５－６

1041 （株）フェイス 卸売・小売業 埼玉県 朝霞市朝志ヶ丘１－３－３ http://www.k-face.co.jp/

1042
（株）富士見ブックセン
ター

製造業 埼玉県 新座市馬場１－１－１２

1043 （株）リゾン 不動産業 埼玉県 朝霞市東弁財１－７－２４ http://www.lizon.co.jp
1044

（医）直心会　帯津三敬病
院

医療、福祉 埼玉県 川越市大字大中居５４５ http://www.obitsusankei.or.jp

1045
（株）池田硝子工業所　川
越工場

製造業 埼玉県
川越市芳野台１－１０３－４
１

http://www.ikedaglass.co.jp/

1046 （医）伴友会　伴医院 医療、福祉 埼玉県
さいたま市桜区田島９－１２
－１２

1047 （株）トゥルーケア 医療、福祉 埼玉県 川口市大字峯１３７１－１ http://www.truecare.jp/

1048 （株）でんきち 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区上落合２－
３－４

http://www.denkichi.com

1049
（財）さいたま市産業創造
財団

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県

さいたま市中央区下落合５－
４－３
さいたま市産業文化センター
４Ｆ

http://www.sozo-saitama.or.jp

1050 （株）加藤木工所 建設業 埼玉県 三芳町上富１１４１－３ http://www.katohwood.co.jp/

1051 （社福）狭山福祉会 医療、福祉 埼玉県 狭山市柏原７５８－４ http://www.19.ocn.ne.jp/~sayamaen/

1052
（株）アーバンソイルリ
サーチ

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 さいたま市緑区三室１９７３ http://www.urban-soil.co.jp

1053
パイオニア（株）川越事業
所

製造業 埼玉県 川越市山田字西町２５－１ http://pioneer.jp

1054 セイキ工業（株） 製造業 埼玉県 所沢市東所沢５－１０－１ http://www.seiki.gr.jp/



1055
（社福）未来保育会　ふじ
み保育園

医療、福祉 埼玉県 狭山市入間川３－２６－２１ http://fujimi-mirai.sakura.ne.jp/pc_index.htm

1056 三井研削砥石（株） 製造業 埼玉県 入間市狭山ヶ原１１－１０ http://www.mitsui-kensaku.com/

1057 神白工業（株） 建設業 埼玉県 蕨市塚越７－２３－１０

1058 （社福）狭山栄会 医療、福祉 埼玉県 狭山市大字笹井１５６８－２ http://www.sakaekai.or.jp

1059 エコアップ（株）
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 川口市戸塚鋏町１－２５

1060
（財）介護労働安定セン
ター　埼玉支部

医療、福祉 埼玉県
さいたま市浦和区東高砂町２
－５
ＮＢＦ浦和ビル４階

http://www.kaigo-center.or.jp/shibu/saitama/index.html

1061 （株）イチヤナギ 製造業 埼玉県 入間市狭山ヶ原１６２ http://www.d4.dion.ne.jp./~yo_ichi/

1062 日本情報システム（株） 情報通信業 埼玉県 狭山市狭山台４－２２－２ http://www.njs-net.co.jp

1063 高弘建設（株） 建設業 埼玉県 所沢市緑町２－１－２０

1064
ジャパントータルビュティ
システム（株）

卸売・小売業 埼玉県 狭山市狭山台２－２８－３

1065 （株）三ヶ島製作所 製造業 埼玉県 所沢市糀谷１７３８ http://www.mkspedal.com

1066 岩岡印刷工業（株） 製造業 埼玉県 三芳町北永井宮前１５７－３ http://www.iwaoka.co.jp

1067 （株）榊原工業 製造業 埼玉県 川口市江戸袋１－１３－１４ http://www.skk2006.jp

1068 高根カントリー倶楽部
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 滑川町福田４０４５ http://www.takane-cc.co.jp/

1069 （株）稲見商店 建設業 埼玉県 加須市稲見１８２７ http://www.inami-s.jp

1070
（医）啓仁会　所沢ロイヤ
ル病院

医療、福祉 埼玉県 所沢市北の３－１－１１ http://www.wam-town.jp/k/tokorozawa/

1071 (社福)宏和会 医療、福祉 埼玉県 羽生氏大字下村君１１６９ http://www3.ocn.ne.jp/~kouwakai/

1072 三紀運輸関東（株） 運輸業 埼玉県 加須市久下１７５５－１ http://www.sanki-group.com

1073
（株）ニッコー・ガード・
システム

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市南区別所１－３－
１８

http://www.nikkoguard.com/

1074 （株）ブルー・オーシャン 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市肥塚１３５５－１ http://www.blue-oc.com.

1075 明光ダイカスト工業 製造業 埼玉県 小鹿野町下小鹿野９５４ http://www.meiko-dc.co.jp

1076 イワタニ関東（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区下落合１０
７１－２

http://www.iwatani-kanto.com/index.html

1077
昭和電工（株）　秩父事業
所

製造業 埼玉県 秩父市下影森１５０５ http://www.sdk.co.jp

1078
（社）埼玉県建築士事務所
協会

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市南区鹿手袋４－１
－７
建産連会館５Ｆ

http://www.saijikyo.or.jp

1079 シグマ光機（株） 製造業 埼玉県 日高市高萩新田１７－２ http://www.sigma-koki.com/

1080 新鋭産業（株） 卸売・小売業 埼玉県 飯能市中居７２ http://www.myfavorite.bz/shinei/

1081 秩父丸通タクシー（株） 運輸業 埼玉県 秩父市宮側町６－１１ http://www.chichibu-maru2.co.jp

1082 坂戸商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 坂戸市薬師町３１－３ http://www.sakado.or.jp

1083 （社福）入間川福祉会 医療、福祉 埼玉県 狭山市大字加佐志１０４

1084
（株）東京ポリエチレン印
刷社

製造業 埼玉県 熊谷市上根６６３ http://www.to-poly.jp/

1085 （株）マンモス 金融・保険業 埼玉県
比企郡滑川町大字月輪１，５
９７－３

http://www.manmosu.com

1086 （株）クレインハウス 不動産業 埼玉県
さいたま市中央区大戸６－１
１－１５

http://www.crane-housu.co.jp

1087 （株）海老原機械工業 製造業 埼玉県 三郷市新和１－５８３

1088 （有）根岸製作所 製造業 埼玉県 熊谷市柿沼３３１

1089 (株)フロムワン 製造業 埼玉県 深谷市新井８４５－３ ｈｔｔｐ：//www.from1.co.jp

1090
ｂ．i．Ｆｉｅｌｄ（ビー．
アイ．フィールド）

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
熊谷市宮町１－４４　シャト
レ宮町１－Ａ

1091
SKY　ＨＡＩＲ（スカイヘ
アー）

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市銀座６－５－３６

1092 (株)榎久 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市拾六間４７４－５ ｈｔｔｐ：//www.enokyu.co.jp

1093 (株)マンモス 金融・保険業 埼玉県 熊谷市本町１－１６３ ｈｔｔｐ：//mammoth.blogdehp.ne.jp

1094 (有)中西電気深谷
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 深谷市新戒４３４－１

1095 (株)ティアラ２１ 不動産業 埼玉県 熊谷市筑波三丁目２０２ ｈｔｔｐ：//www.ｔｉａｒａ21.co.jp

1096 大和建設(株) 建設業 埼玉県 熊谷市石原１１９４ ｈｔｔｐ：//www.daiwakensetu.co.jp



1097 吉見商事(株)
複合サービス事
業

埼玉県 熊谷市問屋町２－４－１８　ｿ
ｼｵ熊谷情報ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F

ｈｔｔｐ：//www.yoshimi-net.co.jp/

1098 株式会社　ダスキン一晃
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市一ノ割１２３０－１

1099 工房真 建設業 埼玉県
越谷市千間台西５丁目１４－
６

1100
株式会社　エス・ケイ・エ
ム

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市粕壁3丁目3番18号 http://www.skm-bm.co.jp

1101 アガイ商事株式会社 卸売・小売業 東京都
豊島区池袋２－２３－１６
アガイビル

http://www.agai-jp.com

1102 株式会社ＡＨＢ 卸売・小売業 東京都 江東区木場３－７－１１ http://www.ahb.jpn.com

1103 大成ネット株式会社 情報通信業 東京都
港区芝大門１－１－３５　サ
ンセルモ大門ビル

http://www.taiseinet.com

1104
アプライドテクノロジー株
式会社

卸売・小売業 東京都
新宿区東五軒町３－８　日本
通運４階

http://www.atc.co.jp

1105 共同保育所にんじん 医療、福祉 東京都 西東京市南町３－１９－１０ http://ninjin-tanashi.com

1106 北山幼稚園
教育、学習支援
業

東京都 府中市西原町3-3-4

1107 ㈱秀匠 建設業 東京都 府中市栄町3-11-7-304

1108 土方建設㈱ 建設業 東京都 府中市四谷6-37

1109 ㈱台星商事
宿泊業、飲食
サービス業

東京都 府中市宮西町3-5-4

1110 (有)協立産業 建設業 東京都 府中市押立町1-1-32

1111 ㈱サニーワークス
宿泊業、飲食
サービス業

東京都 国立市中1-9-45

1112 ㈱アイキー２４
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都 府中市四谷5-23-64 http:www.selfdefense.jp

1113 (有)小島鋼業 建設業 東京都 府中市新町2-38-20

1114
株式会社　ＣＯＣＯーＨＯ
ＵＳＥ

不動産業、物品
賃貸業

神奈川県
鎌倉市御成町１２－８ノア鎌
倉ビル３Ｆ

http://coco-h.com

1115 有限会社　アシストホーム 建設業 神奈川県 三浦郡葉山町一色４９９ http://assisthome-wb.jp

1116 有限会社　飯嶋開発 建設業 神奈川県
三浦市三崎町小網代２１－５
７

1117
株式会社　ウインドプラン
ニング

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 逗子市新宿２－１１－７ http://www.j-wind.com/zushi/

1118 金井鋼建　株式会社 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市公郷町１－５２－９

1119 有限会社　嘉山牧場
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 横須賀市長井２－１０－１８ http:/www.kayamabokujou.e-yokosuka 

1120
関東オート・ドアー　株式
会社

製造業 神奈川県 川崎市多摩区菅６－３－１６

1121 株式会社　協同 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市野比４－３－１

1122 特定非営利法人　くろふね 医療・福祉 神奈川県 横須賀市汐入町２－１０

1123 株式会社　シンク 建設業 神奈川県 三浦市海外町２－２ http://www.sinku.info/

1124
東京ガスライフバル飯田
株式会社

卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市三春町３－９－１１ http://www.tg-lifeval-yokosuka.com/

1125 株式会社　虹の橋 医療・福祉 神奈川県 三浦市南下浦町金田１８７７ http://www.miura-nijinohasi.com

1126 葉山観光開発　株式会社
学術研究、専
門・技術サービ

神奈川県 三浦郡葉山町下山口１５１７

1127 エバーリゾート
生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県 逗子市新宿１－４－２８ http://everresort.jp

1128 株式会社　サンテック 製造業 神奈川県 横須賀市内川１－８－３７ http://www.santec-japan.com

1129 株式会社　カナイ 製造業 神奈川県 川崎市川崎区小島町４－３ http://www.kk-kanai.co.jp

1130
京浜スチール工業　株式会
社

製造業 神奈川県 川崎市川崎区小島町４－３ http://www.keihinsteel.co.jp/

1131 八木労務行政事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都 品川区大井7-26-22 http://www1.cts.ne.jp/~tk-1118

1132 ㈱アクアホールド 建設業 神奈川県 横浜市南区大岡1-2-6

1133
株式会社お元気福祉サービ
ス

医療、福祉 神奈川県
横浜市南区六ッ川1-645-1-401
号

http://www.ogenki-pikapika.com

1134 ウォーターワン株式会社 情報通信業 神奈川県
横浜市西区平沼1-2-24横浜NT
ﾋﾞﾙ2F

http://www.waterone.co.jp

1135
医療法人社団桜英会さくら
診療所

医療、福祉 神奈川県 横浜市鶴見区矢向5-4-34

1136 ｔｅｅｔａ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市中原区新丸子東2-898-1
1F

http://www.teeta-hair.com

1137 ㈱藤政工業 建設業 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区帷子町1-
3-1砂川ﾋﾞﾙ203号室

http://www.tousei.co.jp/



1138 ㈱ズール
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市中原区丸子通2-682
多摩川ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ

http://www.zu-lu.jp

1139 ㈱ＶＭ 情報通信業 神奈川県
横浜市青葉区美しが丘1-5-
2ｴｸｾﾙ910ﾋﾞﾙ4-A

http://www.vitaminmama.com

1140 ㈱ｔｏｒｉｃｏ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市戸塚区品濃町550-7
広進ﾋﾞﾙ2F

http://trico-hairsalon.com

1141 株式会社　中嶋商会
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
愛甲郡愛川町中津４６３４
－１０

1142 株式会社　イーエスシー 卸売・小売業 神奈川県
座間市相武台１－３６－２
１

1143
ファミリマート相武台前
駅南口店

卸売・小売業 神奈川県
座間市相武台３－４２－４
３

1144
ファミリマート相武台一
丁目店

卸売・小売業 神奈川県 座間市相武台１－２４－１

1145
ファミリマート大和代官
四丁目店

卸売・小売業 神奈川県 大和市代官４－１８－６

1146
ファミリマート三河屋上
鶴間店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区上鶴間本町８
－５－５

1147
ファミリマート相模女子
大前店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区相模大野５－
１７－２６

1148
ファミリマート千代田四
丁目店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区千代田４－
１２－１０

1149
ファミリマート清新六丁
目店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区清新６－１
８－１５

1150
ファミリマート市が尾駅
北口店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市青葉区市が尾町１１
７０－６

1151
ファミリマート中川駅前
店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市都筑区中川１－１０
－２

1152
ファミリマート新横浜一
丁目店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市港北区新横浜１－１
４－２０

1153
ファミリマート三ツ沢下
町店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢下町
６－１６

1154 小田急食品株式会社 製造業 神奈川県
座間市ひばりが丘４－２６
－２

1155 小田急食品株式会社 製造業 神奈川県
川崎市麻生区万福寺３－１
－２

1156
美容室Hair Make DLINK中
央店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区中央３－１
９－１６

1157 株式会社相模大野不動産 不動産業 神奈川県
相模原市南区旭町９－３－
１０２

1158 株式会社　トラスティ 製造業 神奈川県 秦野市清水町１０－２１

1159
株式会社　エル・エッチ
サービス

運輸業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津２０５５
－４２

1160
株式会社　With
expression

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
座間市入谷５－１８５３－
９

1161 愛甲産業　株式会社
複合サービス事
業

神奈川県 厚木市長谷３２－１

1162
有限会社　ヒップ平塚本
店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 平塚市岡崎６１２７－１６

1163 有限会社　ヒップ中原店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
平塚市中原１－１３－１３
エクセル浅沼１０２

1164 株式会社ＧＥＮＥＲＡＬ
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県
相模原市中央区相模原６－
２２－９－４Ｆ

1165
ヘアースタジオナンバー
ナイン

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町３－１１－９ア
ザレアコート1Ｆ

1166
特定非営利活動法人グ
ループピコ

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区陽光台２－
５－６

1167 オンベリーコ 飲食店、宿泊業 神奈川県 厚木市幸町６－４

1168
株式会社　ミギタ室内工
業

建設業 神奈川県
相模原市中央区陽光台２－
１２－１８

1169 株式会社　原精工 製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津７３９５



1170 荒川裕美子税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 秦野市下大槻１０２６

1171 Rin Iicari
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町３－５－１５－
４Ｆ

1172 MINGLE
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町2-8-１０　金剛
ビル

1173 美容室　ＡＩＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
海老名市中央３－１－５－
２Ｆ

1174 株式会社エスティライン 運輸業 神奈川県
相模原市南区新磯野２－２
５－１３－１０２

1175 株式会社　ＵＮＩＯＮ 運輸業 神奈川県 厚木市長谷１１５４－７

1176 岩田行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区富士見１－
５－２－２Ｆ

1177 ベル歯科医院 医療、福祉 神奈川県 海老名市中央1－20－43

1178 有限会社ライトホンダ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 愛甲郡愛川町角田４９５

1179 有限会社小林土建 建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増２０７７

1180
中澤社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区中央３－７
－１

1181 有限会社富塚豆腐店 卸売・小売業 神奈川県 厚木市愛甲東２－１０－２

1182 ふじみ共同法務事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区富士見１－
５－２－２Ｆ

1183 株式会社角田塗装店 建設業 神奈川県 厚木市愛名１２４６－４

1184 株式会社インベスト
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県
相模原市南区当麻１６３５
－２

1185
有限会社トライホンダ藤
沢

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 藤沢市円行２－９－５

1186 吉村興業株式会社 建設業 東京都 中野区上鷺宮４－１０－６ http://www.ea.ejnet.ne.jp/~yoshimura/

1187 株式会社セシルクロー
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
世田谷区岡本１－３－５－
３０４

http://www.cecile96.com/

1188
株式会社モダンスタン
ダード

不動産業 東京都
新宿区新宿２－５－１０
成信ビル３Ｆ

http://www.m-standard.co.jp/ 

1189
社会保険労務士法ガー
ディアン

専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区日本橋人形町１－５
－１　日本サンライズビル
６０１

http://www.sr-guardian.com/

1190 株式会社トラスノック
専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区銀座７－９－１６
銀座ロータリービル７Ｆ

http://www.tlusnoc.com/

1191 アンリミテッド株式会社 情報通信業 東京都
新宿区西新宿８－５－８
正和ビル３０１

http://www.unlimit-ed.co.jp

1192
ロイヤルインダストリー
ズ　株式会社

製造業 東京都 狛江市泉本町1-11-4 http://www.kelpak.co.jp

1193 ㈱ユートピア 情報通信業 茨城県 水戸市南町２－６－１８ http://www.you-topia.co.jp

1194 ㈱アイジェイエス 建設業 茨城県 水戸市笠原町３６１

1195 大洋交通㈱ 運輸業 茨城県
東茨城郡城里町塩子１０８
８

http://www.taiyokotsu.co.jp

1196
中島ソフトウェアエンジ
ニアリング㈱

情報通信業 茨城県
ひたちなか市馬渡２８７９
－４

http://nakajimasoft.com

1197 ㈱筑波山京成ホテル 宿泊業 茨城県 つくば市筑波1
1198 ㈲立原工業所 製造業 茨城県 那珂市額田南郷１９６６

1199 常南グリーンシステム㈱
その他のサービ
ス業

茨城県 石岡市鹿の子２－３－２２ http://dacho.co.jp

1200 ㈱ヒタチ 製造業 茨城県
日立市諏訪町１－１３－１
３

http://kabu-hitachi.jimdo.com

1201 あお整骨院 医療、福祉 茨城県 結城市結城１０５１６－１

1202
株式会社Ｔ－Ｓカンパ
ニー

専門・技術サー
ビス業

茨城県 筑西市関本２６３－４

1203
株式会社　長浜合成工業
所

製造業 茨城県 古河市上辺見５０６－３

1204 ㈱サンワールド 建設業 栃木県
那須郡那須町大字豊原乙１
９５７－４

1205 合同会社Ｐｌｕｃｋ 製造業 栃木県 大田原市中田原２０９０



1206
㈲鈴木宰倫総合コンサル
タント事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市西川田５－２０－
６

http://www2.odn.ne.jp/sx-com/

1207 ㈱マテハン
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市問屋町３１７２－
７８

http://www.matehan.co.jp/

1208 ㈱テクノマイスター 製造業 栃木県
宇都宮市瑞穂３丁目４－２
１

http://www.techno-meister.co.jp/index.html

1209 ㈱真岡加工センター 製造業 栃木県
真岡市西沼商工タウン街区
３号

http://www.moka-cci.or.jp/m/n11/new-industry/mokakakou/gaiyou.html

1210 鬼怒パッケージ㈱ 製造業 栃木県 真岡市勝瓜２０８－２ http://www.moka-cci.or.jp/m/n11/new-industry/kinu-package/gaiyou.html

1211 ㈱エイゼット 製造業 栃木県
鹿沼市麻芋町１５３０－１
４

http://www.az-web.co.jp/

1212 ラマ接骨院 医療・福祉 栃木県
宇都宮市さつき３－１３－
１１

http://www.rama-s.com/

1213 ㈲ケイ室内 建設業 栃木県 宇都宮市立伏町８４８－６
1214 ㈱正和小山工場 製造業 栃木県 小山市北飯田７８－４ http://www.showa-gl.co.jp/

1215 荒川木材㈲ 製造業 栃木県 鹿沼市茂呂２５９５－１
1216 ㈲北関東断熱 建設業 栃木県 宇都宮市平出町下滝７９５

1217 ㈱椿屋 製造業 栃木県
河内郡上三川町上郷２２１
０－１０

http://www.mama-tsubakiya.co.jp/gaiyo.html

1218 サン精機㈲ 製造業 栃木県
芳賀郡芳賀町祖母井１６８
５－１

1219 ㈲野州設備工業 建設業 栃木県
栃木市大宮町２２９０－１
３

1220 ㈱アヤラ産業 製造業 栃木県
那須塩原市田野倉７７９－
１

http://www.ayara.co.jp/

1221 ㈱ユーニ電機 製造業 栃木県 栃木市平柳１－２－３４ http://www.it-service.co.jp/yuni/

1222 フタバ食品㈱ 製造業 栃木県 宇都宮市一条４－１－１６ http://www.futabafoods.co.jp

1223 ㈱アニトマ 製造業 栃木県
宇都宮市鶴田町５０７番地
８ベイル西宇都宮１階

http://www.anitoma.com

1224 大倉栃木サービス㈱ 製造業 栃木県
河内郡上三川町しらさぎ１
丁目６－６

http://www.ookuratochigi.com/

1225 ㈱共神 製造業 栃木県 那須塩原市埼玉１番地 http://www.ksn-g.co.jp/

1226 ㈱イケヤフォーミュラ 製造業 栃木県 鹿沼市樅山町４２７－１ http://www.ikeya-f.co.jp/

1227 東京通信㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市平出工業団地４３
－１２９

http://www.tokyotsushin.co.jp

1228 ㈱協栄社 製造業 栃木県 真岡市荒町５１３３－１ http://www.kyoeisya-printing.co.jp

1229 ㈱金羊社 製造業 栃木県
宇都宮市平出工業団地１７
－２

http://www.kinyosha.co.jp

1230 ㈱ジョイ・マックス 情報通信業 栃木県
鹿沼市鳥居跡町１４１８－
１

http://www.jmaxinc.com

1231 ㈱奴寿司
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
宇都宮市戸祭町３０３１－
２

http://www.yacco.asia/

1232
Ｈａｉｒ　Ｃ’ａｓｔ
Ｌａ　Ｖｉｅ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
小山市中央町３－６－１０
小山ｾﾝﾀｰビル１Ｆ

http://www.hair-cest-la-vie.jimdo.com

1233
有限会社　味噌まんじゅ
う新井屋

製造業 栃木県 佐野市葛生西2-1-25 www.misoman.co.jp

1234 ㈲谺
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市鬼怒川温泉滝５６２

1235 入江デンタルクリニック 医療・福祉 栃木県 日光市大室１１３８－６

1236 有限会社　膳
宿泊業、飲食
サービス業

群馬県 伊勢崎市中央町29-5

1237 株式会社　東山家 医療・福祉 群馬県 前橋市五代町1073-2

1238
特定非営利活動法人　群
研

医療・福祉 群馬県 前橋市日吉町二丁目9-11

1239 株式会社　群研 医療・福祉 群馬県 前橋市日吉町二丁目9-11

1240
特定非営利活動法人　妙
義会

医療・福祉 群馬県
富岡市妙義町上高田1208番
地2

1241 社会福祉法人　絹の会 医療・福祉 群馬県 桐生市宮本町1丁目1288-4
1242 社会福祉法人　久仁会 医療・福祉 群馬県 沼田市久屋原町414-1

1243
特別養護老人ホーム　清
里荘

医療・福祉 群馬県 前橋市青梨子町503



1244 高崎卸商社街協同組合
複合サービス事
業

群馬県 高崎市問屋町2-7 http://www.vient-takasaki.or..jp/

1245 有限会社　小林ハウス 医療・福祉 群馬県 前橋市茂木町623
1246 東洋化工　株式会社 製造業 群馬県 渋川市中村1191-3 http://www10.ocn.ne.jp/~tokotako

1247
有限会社ケアサービス・
アオヤマ

医療・福祉 群馬県
前橋市西片貝町２丁目149
番地

1248 株式会社　介護ＮＥＸＴ 医療・福祉 群馬県 伊勢崎市鹿島町440-1
1249 社会福祉法人　春日園 医療・福祉 群馬県 渋川市中郷2399-7 http://www.kasugaen.com/

1250 株式会社　吉田鉄工所 製造業 群馬県 前橋市天川大島町230
1251 株式会社　バンス 医療・福祉 群馬県 前橋市飯土井町1092-1
1252 医療法人　大誠会 医療・福祉 群馬県 沼田市久屋原町345-1 http://taiseikai-group.com

1253 株式会社　桜蘭社 医療・福祉 群馬県 高崎市吉井町本郷852-6
1254 株式会社　むつみ 医療・福祉 群馬県 高崎市金井淵町55番地1 http:// ｗwwool.upp.so-net.jp/mutumi6231

1255 株式会社　三山製作所 製造業 群馬県 伊勢崎市宮子町1700 http://miyama-factory.co.jp/

1256 大興電気商事　株式会社 卸売・小売業 群馬県 前橋市亀里町765-1 http://taikotrading.co.jp

1257
有限会社　訪問介護ス
テーション スマイル

医療、福祉 群馬県
佐波郡玉村町大字上福島
40-6

http://houmonkaigostation-smile.com/index.html

1258 デイサービス スマイル 医療、福祉 群馬県 群馬県伊勢崎市富塚町2366

1259
株式会社　日本アクチュ
エータ工業

製造業 群馬県 伊勢崎市上田町134 http://www.jai-c.com/

1260 株式会社　井沼製作所 製造業 群馬県
伊勢崎市香林町2丁目1283
‐2

1261 株式会社　K-2 製造業 群馬県
伊勢崎市赤堀今井町2丁目
1122番地6

1262
社会福祉法人　赤堀・東
福祉会

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市国定町二丁目2345

1263
公益財団法人　脳血管研
究所

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市大手町6番23号 http://mihara-ibbv.jp/

1264
有限会社　エコープロ
ジェクト

医療、福祉 群馬県
伊勢崎市赤堀今井町2丁目
1104‐7

1265
障害者デイサービス　オ
ペラ

医療、福祉 群馬県 みどり市笠懸町鹿614‐2

1266 GT-PRO
専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市宮子町3416‐8 http://www.gt-pro.net

1267 岡部工業　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市五目牛町651 http://www.okbmfg.com

1268 社会福祉法人　ことぶき 医療、福祉 群馬県
伊勢崎市波志江町1976番地
5

http://www.kotobukinosato.or.jp

1269 株式会社ハートプレイス
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 邑楽郡大泉町古氷１５

1270 太田商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 太田市浜町３－６ http://www.ootacci.or.jp

1271 あゆみ野農業協同組合 金融業・保険業 埼玉県 川口市安行領家1920 ayumino011@st-ja.or.jp

1272 (有)アレックス
生活関連サービ
ス業

埼玉県
川口市栄町３－８－４石井
ビル４Ｆ

http://www.refiein.com

1273 ㈱ＰＣＩ 卸売・小売業 埼玉県 川口市青木４－１７－２４ http://www.p-com.jp

1274 ㈱エントランス
学術研究・専門
技術サービス

埼玉県
所沢市南住吉２２－３０－
９０１

1275 ㈱アルマレット
プラスチック加
工業

埼玉県 川口市領家１－２３－２０

1276 株式会社一凛珈琲 飲食業 埼玉県
さいたま市北区吉野町１－
３９０－３８

http://www.ichirin-coffee.com

1277 株式会社SCORE
サービス行（他
に分類されない

埼玉県
さいたま市大宮区土手町３
－１６５－９

http://www.score-school.com

1278 株式会社　YELL　FUNDING 情報通信業 埼玉県
さいたま市中央区上落合２
－３－２7

http://www.yellfunding.jp

1279 株式会社イーダイレクト 情報通信業 埼玉県 川口市東川口１－３－２ http://www.edirect-e.co.jp/company.html

1280
新生接骨院ＴＨＢ埼玉志
木店　梅木　勝

医療、福祉 埼玉県 志木市中宗岡５－１７－３

1281 （株）岩崎精機 製造業 埼玉県 草加市青柳１－５－４６

1282
一般財団法人野中東晧会
静風荘病院

医療、福祉 埼玉県 新座市堀ノ内１－９－２８ http://www.seifuso.or.jp

1283 吉野電化工業（株） 製造業 埼玉県 越谷市越ヶ谷５－１－１９ http://www.yoshinodenka.com



1284
医療法人　昭仁会　北野
病院

医療、福祉 埼玉県 新座市北野２－１４－８ http://www.kitano-hospital.jp/

1285
（株）アドバンテストグ
リーン

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 加須市新利根１－５

1286 （株）鶴岡レーシング 卸売・小売業 埼玉県 ふじみ野市南台２－２－６
1287 馬場食品工業株式会社 製造業 埼玉県 川越市神明町45番地1

1288 (株)ワールドリサーチ
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市脇田本町28-27

1289 (株)光システムセンター 不動産業 埼玉県 川越市脇田本町29-12
1290 (有)山口油材 卸売・小売業 埼玉県 川越市小仙波671
1291 エムエス観光バス(株) 運輸業 埼玉県 川越市石原町2-2-3 http://www.ms-bus.com

1292 (有)香取観光バス 運輸業 埼玉県 ふじみ野市西2-7-15 http://www.katorikankou.co.jp/

1293 (株)香取観光
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川越市藤間743 http://www.katorikankou.co.jp/

1294 六三四堂印刷(株) 製造業 埼玉県 川越市脇田本町25-14 http://www.musahido-insatsu.co.jp

1295 (株)飯野製作所 製造業 埼玉県 深谷市下手計１５７０ 作成中（10月頃完成予定）

1296
(株)グリーンエージェン
ト

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 深谷市国済寺９６－２ ｈｔｔｐ：//www.greenagent.x0.com

1297 (株)オキナヤ 建設業 埼玉県
熊谷市江南中央２－１７－
１

ｈｔｔｐ：//www.okinaya.co.jp

1298
(株)オキナヤフォーメッ
ク

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
熊谷市江南中央２－１７－
１

ｈｔｔｐ：//www.okinaya.co.jp

1299 (株)計電産業　熊谷工場 製造業 埼玉県 熊谷市下川上１５６５－１ ｈｔｔｐ：//www.keiden-jp.com

1300 (株)電工 建設業 埼玉県 熊谷市平戸１５８４番地 ｈｔｔｐ：//www.kk-denko.co.jp

1301 寄居町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
大里郡寄居町大字寄居１２
６７－２

ｈｔｔｐ：//www.yorii.or.jp

1302
有限会社　健康アカデ
ミー

医療、福祉 埼玉県 越谷市蒲生寿町5丁目7番越
谷メデイカルビル3階

http://www.kenkou-academy.com/

1303
ダイエット＆マッサージ
SalonLaprus

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市粕壁２－７－３ http://www.laprus.com

1304
有限会社　Ｊ．Ｈ．Ｓ物
流

運輸業 埼玉県 春日部市不動院野１０４０ http://www.jhs24.sakura.ne.jp/

1305
社会保険労務士事務所
中小企業支援センター

専門・技術サー
ビス業

東京都
千代田区飯田橋３丁目１１
番２２号７階

http://www.shadan-shiencenter.jp

1306
ネイルサロンＰｌａｇｅ
＜プラージュ＞

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
江戸川区東葛西５－１２－
１５　ビジネスゲート葛西
３F-B

http://nailsalonplage.jp/contact.html

1307
有限会社バンブークリ
ニックゾーン

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
大田区池上６－９－９　ユ
ニック池上２F

http://bamboo-c.co.jp

1308
有限会社キャステルライ
フ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
豊島区南池袋２－１７－１
７　黒田ビル２Ｆ

1309 有限会社a.s.i
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
文京区西片１－１５－１９
－８０９

http://cutstudio25.co.jp

1310 株式会社　ウカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区西麻布１－８－７綿工
連会館７階

http://www.uka.co.jp

1311 有限会社 engine
専門・技術サー
ビス業

東京都
世田谷区太子堂４－２９－
１５ 第２モリビル

http://www.engine-inc.jp

1312 多摩中央葬祭㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 立川市錦町４－８－３ http://www.osogi.jp

1313 ㈱森の風 医療、福祉 東京都 立川市錦町４－８－３ http://search.yahoo.co.jp/search;_ylt=A2RhYNIx4.xVqW0A5imJBtF7?p=%E6%A3%AE%E3%81%AE%E9%A2%A8%E7%AB%8B%E5%B7%9D&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=&afs=

1314 ㈱大洋観光サービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都 昭島市玉川町１－２－１ http://www.taiyo-kanko.co.jp

1315 エスコート交通㈱ 運輸業 東京都 三鷹市新川５－１３－５ http://www.escort-group.co.jp

1316 テックス　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市高津区久地３－６－
１２

http://techs-co.jp

1317
ネットリサーチ　株式会
社

情報通信業 神奈川県
川崎市中原区下沼部１７５
８－７

http://www.nrc-corp.jp/

1318 株式会社　ＡＮＴｚ 情報通信業 神奈川県 鎌倉市大町４－６－２６ www.ant-z.jp

1319
株式会社　元気もりもり
山森農園

農業・林業 神奈川県
三浦市南下浦町金田１８７
７

http://www.farm-yamamori.com



1320
川﨑自動車整備事業協同
組合

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

神奈川県 川崎市川崎区浅野町１－５ http://www.jidoushaseibi.net/

1321
株式会社　ＦＴ　ｃｏｍ
ｐａｎｙ

卸売業、小売業 神奈川県
三浦郡葉山町木古庭１５２
０－２

1322
株式会社　逗子スポーツ
クラブ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県 逗子市桜山８－１－４１ http://www.zushi-sprts.com

1323 有限会社　鈴佳電工 建設業 神奈川県
横須賀市太田和４－２２７
９

1324 株式会社　玉井造園 建設業 神奈川県 横須賀市野比２－１－１５

1325
有限会社　テトルクリエ
イティブ

情報通信業 神奈川県
鎌倉市小町２－１４－７か
まくら春秋スクエア３Ｆ

http://www.tetol.jp

1326 株式会社　バディング 情報通信業 神奈川県
鎌倉市小町２－８－７すみ
のプラザ３F

http://buddying.jp

1327 一本商事　株式会社 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市若松町１－２ http://www.hitomoto.com/

1328
ネイルサロン　Ｂｒａｖ
ｅｒｙ　Ｒｏｓｅ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県
横須賀市根岸町２－２０－
９谷ビルⅠ　３－２

1329
ＮＰＯ三浦市介護サービ
スセンター

医療・福祉 神奈川県 三浦市栄町９－４

1330 村式　株式会社 情報通信業 神奈川県 鎌倉市山ノ内１３１０ http://ville.jp/

1331
株式会社　横須賀板硝子
建材センター

卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市長坂３－３１－３

1332
公益社団法人　横須賀市
健康福祉財団

医療・福祉 神奈川県
横須賀市三春町２－１２三
春コミュニティセンター内

http://www5.ocn.ne.jp/~y-kenkou/

1333 有限会社　エポック機械 建設業 神奈川県 横須賀市池田町４－１－９

1334 日本セレン　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市中原区下新城２－６
－２０

http://www.nipponselen.com

1335 株式会社　ビリオナー 建設業 神奈川県 横須賀市森崎１－１５－３ http://billioneire.co.jp

1336 文化興業　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県 横須賀市内川１－７－２３ http://bunlka-kogyo.jp

1337 社会福祉法人　弥生会 医療・福祉 神奈川県
川崎市多摩区長沢１－５－
１４

http://www.sepia.dti.ne.jp/yayoi-s/depts1.html

1338
Ａｎｎａ　Ｖｉｃｔｏｒ
ｉａ　Ｊａｐａｎ　合同
会社

生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県 横須賀市本町２－１６ www.anna-victoria.jp

1339 株式会社　くぼた
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

神奈川県 横須賀市大矢部２－２－２

1340
学校法人　ステパノ佐伯
学園

教育、学習支援
業

神奈川県
三浦郡葉山町木古庭１７６
８

http://www.mikuni.ed.jp

1341
プラスパートナー社労士
事務所

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市中原区市ノ坪４４９
－２０６

http://www.pluspartner.co.jp/

1342 有限会社　丸石製作所 卸売業、小売業 神奈川県
三浦市初声町三戸３１７－
２

1343 株式会社　三春商会 卸売業、小売業 神奈川県
横須賀市森崎１－１８－２
４

http://www.miharushokai.co.jp/

1344 株式会社　ヤチヨ 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市日の出町１－９ http://www.yachiyo-gr.com

1345
有隣堂オフィスマーケ
ティング　株式会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横須賀市日の出町３－１４
－１３

http://www.y-om.co.jp

1346 株式会社　ムナカタ商事 運輸業、郵便業 神奈川県
三浦市南下浦町金田１６０
０－２

1347
有限会社　モリ・ワール
ド

卸売業、小売業 神奈川県
横須賀市安浦町２－２９－
１

http://cafedecrew.com

1348 旭通信　株式会社 建設業 神奈川県 横須賀市舟倉２－２－４ http://www.asahi-tsushin.co.jp

1349
特定非営利活動法人　あ
まね

医療・福祉 神奈川県 横須賀市舟倉１－１２－１

1350 アフェリ　株式会社 医療・福祉 神奈川県 三浦市向ケ崎町１－１

1351
株式会社　岩沢ポート
リー

農業・林業 神奈川県 横須賀市林３－４０５６ http://www.iwasawa-poultry

1352
株式会社　ウィルサポー
ト

教育、学習支援
業

神奈川県 横須賀市林１－２３－７ http://www.schoolle-net.jp



1353 株式会社　エム・エム
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横須賀市若松町１－２１－
１０

http://www.mmc.e-co.jp

1354 株式会社　Ｍ・Ｒ・Ｔ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 逗子市逗子５－２－４９ http://daikichi-zushi.jp

1355 有限会社　マルト運輸 運輸業、郵便業 神奈川県
三浦市南下浦町金田１６０
０－２

1356
株式会社　キョウワテッ
ク

製造業 神奈川県
川崎市高津区宇奈根７２７
－７

1357 サロンドシュシュ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市中区万代町2-4-1東ｶ
ﾝ横浜ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞ1010

http://www.privatesalon-chouchou.com

1358
㈱コトワ　ケアアカデ
ミー新横浜

教育、学習支援
業

神奈川県
横浜市港北区新横浜3-19-
11加瀬ﾋﾞﾙ88　3階

http://care-academy.jp

1359 ㈱グランドクロス 医療、福祉 神奈川県
川崎市中原区市の坪127-7
ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞﾙ1F

http//www.grandcross.jpn.com/

1360
医療法人樹会いがらし歯
科医院

医療、福祉 神奈川県
鎌倉市山﨑1222-23かまく
らﾃﾗｽ1階

http://www.igarashi-shika.com

1361 株式会社　ジーエーシー 飲食店、宿泊業 神奈川県
厚木市中町２－１４－１７
－１３０１

1362 Pearl hair design
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区淵野辺４－
１２－３－１Ｆ

1363
ファミリーマート座間相
模が丘二丁目店

卸売・小売業 神奈川県
座間市相模が丘 ２－３０
－１３

1364
有限会社　コルク介護
サービス

医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区横山台２－
１２－２

1365
日本アイエムアイ　株式
会社

製造業 神奈川県
相模原市中央区矢部１－７
－１８

1366 株式会社　ショウエネ 製造業 神奈川県
相模原市中央区矢部１－７
－１８

1367
サクラ電線工業　株式会
社

製造業 神奈川県
相模原市南区麻溝台８－１
８－２４

1368
サクラ電線工業株式会社
工場

製造業 神奈川県
相模原市南区相模台５－７
－１

1369 株式会社　コンテックス
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市南区上鶴間本町４
－９－７－２Ｆ

1370
株式会社コンテックス 事
業所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 大和市福田３－１－２１

1371
株式会社スマートパワー
システム

製造業 神奈川県
相模原市中央区東淵野辺5-
12-6

1372
㈱日本グローバル・イン
ベストメント

不動産業 東京都 港区新橋６－２０－１

1373
フヨウグループ　株式会
社　本社

複合サービス事
業

東京都 町田市南成瀬２－５－７

1374
フヨウグループ株式会社
神奈川支社

複合サービス事
業

神奈川県 大和市中央６－１０－１８

1375
リコージャパン㈱相模原
北営業所

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区共和４－２
２－１

1376 三橋里恵事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区清新７－１
５－４－１０２

1377 株式会社近藤義歯研究所 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区西大沼５－２
－１５

1378 有限会社　富樫設備工業 建設業 神奈川県
海老名市河原口２－１１－
７

1379 ピコ・ワークス
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区光が丘１－
１６－８

1380 有限会社　原精工 製造業 神奈川県 厚木市上依知１４１７－１

1381 株式会社　ランプラス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野５－
２７－１２－３Ｆ

1382 ＴＳＳ株式会社 製造業 神奈川県
相模原市中央区清新８－２
０－２５



1383
有限会社ＯＴＳエンジニ
アリング

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 厚木市飯山３２１９－１４

1384 株式会社　小林精密工業 製造業 神奈川県
相模原市南区大野台４－１
－５４

1385
株式会社　アムズサポー
ト

複合サービス事
業

神奈川県
座間市相模が丘１－２４－
１－５Ｆ

1386 株式会社　紀伊国屋 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区上溝７－１
－１

1387 株式会社　重松建業 建設業 神奈川県
相模原市緑区太井３６０－
２０

1388 なぐも美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 南足柄市塚原１３３９－２

1389 株式会社　重松建業 建設業 神奈川県
愛甲郡愛川町三増１９７１
−１

1390 株式会社　湘南ビジネス 情報通信業 神奈川県
秦野市今川町２－１都築第
２ビル３Ｆ

1391 有限会社　菅原塗装工房 建設業 神奈川県
相模原市中央区相生３－１
３－１０

1392 有限会社　菅原塗装店 建設業 神奈川県
相模原市中央区松が丘２－
２９００－７

1393
ベストトレーディング
株式会社本社

複合サービス事
業

神奈川県
相模原市中央区相生１－１
３－１１－３０５

1394 有限会社　大久保工芸 製造業 神奈川県
相模原市中央区上溝３９５
８－１

1395 池栄フーズ　株式会社 卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区上鶴間本町８
－４７－１７

1396
ファミリーマート町田多
摩境店

卸売・小売業 東京都 町田市小山ヶ丘５－１－４

1397
ファミリーマート町田図
師店

卸売・小売業 東京都 町田市図師町８９６－６

1398
ファミリーマート唐木田
駅前店

卸売・小売業 東京都 多摩市唐木田１－１－７

1399
大長運輸株式会社相模原
市点

運輸業 神奈川県
相模原市中央区田名７０６
８

1400 株式会社　メガ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区千代田区２
－６－２３

1401 特別老人ホームみたけ 医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区下九沢９８
０

1402 社会福祉法人　三久会 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区上鶴間６－６
－１

1403
特別養護老人ホームよも
ぎの里

医療、福祉 神奈川県
相模原市南区当麻４９０－
１

1404 協同組合　Sia神奈川 製造業 神奈川県
相模原市南区大野台４－１
－５７

1405
特定非営利活動法人イン
ターンシッププラクティ
スジャパン

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市南区相模大野３－
１３－６

1406
シルバータウン相模原特
別養護老人ホーム

医療、福祉 神奈川県
相模原市南区大野台５－１
３－７

1407 株式会社　ニューデリカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区相原４－１２
－１３

1408
ＮＰＯ法人プリント
ショップピコ

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区陽光台２－
５－６

1409
株式会社　アネックス・
コーポレーション

卸売・小売業 神奈川県 厚木市上依知１０４５－３

1410
株式会社　アネックス・
コーポレーション厚木南
出張所

卸売・小売業 神奈川県
厚木市岡田２－８－２８－
１０２

1411 フェイス　株式会社 製造業 神奈川県
相模原市南区大野台４－１
－６１



1412 株式会社三和精工 製造業 神奈川県
相模原市中央区田名４３５
８－３

1413 永進テクノ株式会社 製造業 神奈川県
相模原市緑区下九沢１６２
７－２

1414
有限会社ビルメンマツモ
ト

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区矢部１－２
４－９

1415 有限会社エンゼル美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野３－
１７－１５

1416 株式会社ウチダ 製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台１－１
１－２３

1417 有限会社ケイエスジェー 卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区東林間５－４
－１２

1418 株式会社ホンマ電機
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県
相模原市南区上鶴間１－１
２－１

1419 テクノシステム株式会社 製造業 神奈川県
相模原市南区古淵１－１３
－４９

1420 株式会社橋本熱処理 製造業 神奈川県
相模原市緑区南橋本４－１
０－８

1421 有限会社紙光社
複合サービス事
業

神奈川県
相模原市緑区橋本台１－１
５－３

1422 社会福祉法人東の会 医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区下九沢９８
０

1423
社会福祉法人神奈川同胞
援護会

医療、福祉 神奈川県
相模原市南区大野台５－１
３－７

1424 社会福祉法人喜楽会 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区当麻４９０－
１

1425
㈱ストラクチャーズ
フィールド

情報通信業 神奈川県
横浜市青葉区あざみ野南2-
4-2-302

http://stf.jp/

1426 株式会社櫻井印刷所 製造業 埼玉県 川越市元町2-4-5 http://www.sakurai-p.co.jp

1427
株式会社マーレフィル
ターシステムズ

製造業 埼玉県 川越市下赤坂591 http://www.jp.mahle.com

1428 富士見商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 富士見市羽沢3-23-15 http://www.2434.jp

1429 (有)伊藤商事部 飲食店、宿泊業 埼玉県 川越市菅原町7-5 http://www.kawagoe-dai1.com

1430 (有)Song・of・Heart 医療、福祉 埼玉県 川越市脇田町22-2 htttp://www.hanamizuki-home.com/

1431
(医）徳会ちあきメディカ
ルクリニック

医療、福祉 埼玉県
川越市南通町2-3小野沢ビ
ル2階

http://chiaki-clinic.com/

1432 (株)フカワビジネス 卸売・小売業 埼玉県 川越市問屋町8-1 http://www.fukawa-bc.com/fbc/

1433 (株)トップ工業 製造業 埼玉県 川越市寺山167 http://www.top-k.co.jp
1434 (有)ヤマワ商店 卸売・小売業 埼玉県 川越市幸町7-1 http://www.touho-yamawa.co.jp/

1435 ＆ROLL
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川越市脇田本町11-8-202 http://www.and-roll.com/

1436 vortex hair dressing
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
入間市豊岡1-5-27　松井ビ
ル1Ｆ

1437
瀬崎社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

東京都
世田谷区下馬2-5-1　ルミ
エール下馬1F

http://sezaki-office.com

1438 カネフク製菓(株) 製造業 埼玉県 川越市富士見町23-5 http://kanefukuseika.co.jp

1439 (株)ワンウェイ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川越市小ヶ谷873-1 http://www.one-way.co.jp

1440 東都発条(株) 製造業 埼玉県 川越市鴨田大町1380 http://www.tohtospring.co.jp/

1441 (株)右門 卸売・小売業 埼玉県 川越市石田171-2 http://www.imokoi.com
1442 モスト技研(株) 製造業 埼玉県 川越市霞ヶ関北3-1-20 http://www.mostgiken.co.jp

1443 (有)矢島工業 建設業 埼玉県 川越市谷中21 http://www.yajimako.co.jp

1444 立原電機(株) 製造業 埼玉県 川越市脇田本町29-52 http://www.tachix.co.jp
1445 武州産業(株) 卸売・小売業 埼玉県 川越市今福中台2911 http://www.busyusangyo.co.jo

1446 (有)貫井建材店 卸売・小売業 埼玉県 川越市かし野台1-11-12

1447 Calling コーリン
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
ふじみ野市霞ヶ丘1-4-10-
101

http://www.cal-an.com



1448 ㈱システムゼロワン
専門・技術サー
ビス業（ソフト
ウェア開発）

茨城県
東海村舟石川駅東３丁目２
－２７

http://system-01.com

1449 アンデルセン
小売業（犬の繁
殖、販売、トリ
ミング）

茨城県
つくば市東光台２－１０－
１１

http://www.andersen-dogs.com

1450
ＮＰＯ法人エンハートメ
ント

その他のサービ
ス業（障害者福
祉事業）

茨城県 鉾田市鹿田１０７

1451 ㈱エムシー
専門・技術サー
ビス

茨城県
ひたちなか市東石川１６２
２－５

http://www.mc-inc.co.jp

1452 ㈱クリアイバラキ
その他のサービ
ス業（請負清
掃）

茨城県 水戸市平須町１－１１４ http://www.cliba.info

1453 ㈱カモシダ 建設業 茨城県
日立市金沢町４－２６－２
３

1454 株式会社　ナガツカ 卸売・小売業 茨城県 古河市原町９－２９

1455 青山ゼミナール
教育、学習支援
業

茨城県
結城郡八千代町菅谷６３７
－２

1456 ㈲武居製作所 製造業 栃木県
栃木市大平町西水代２９５
３－１５

1457 エスティック　TO　WISH
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市上大曽町４９２－
２　ホテル東日本宇都宮店
内

1458 ㈱キョウリツ 製造業 栃木県 鹿沼市上日向３４０ http://www.bc9.jp^kanumax/kyoritsu/pro.html

1459
特別養護老人ホームみつ
みねの郷

医療・福祉 栃木県 栃木市梅沢９７０ http://www.suginamiki.sakura.ne.jp/

1460 ㈱信和工業 製造業 栃木県 小山市犬塚８９８ http://www.katy.jp/shinwa-grp

1461 ㈱打つ手は無限小山支店
教育、学習支援
業

栃木県 小山市城東６－１－４６ http://www.ily.co.jp

1462 ゼビオプラスト㈱ 製造業 栃木県
さくら市喜連川２９９４番
地

http://www.xepla.co.jp/

1463 天鷹酒造㈱ 製造業 栃木県 大田原市蛭畑２１６６ http://www.tentaka.co.jp

1464 ㈱どこでも 医療・福祉 栃木県
芳賀郡益子町長堤５７４番
１号

http://www.docodemo.or.jp

1465
㈱静風（フォーシーズン
静風）

宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 真岡市台町１１－８ http://www.fs-seifu.com/

1466 ㈱アド・プロモート
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 小山市粟宮１－１３－４１ http://www.ad-promote.co.jp

1467 ㈱三桝屋 卸売業、小売業 栃木県
大田原市本町１－２７０３
－５２

http://www.mimasuya.in

1468 ㈱エイム 製造業 栃木県
小山市大字梁２３３３　東
部工業団地内

http://www.aimer.co.jp/

1469 ㈱丸あ組 建設業 栃木県
宇都宮市花房１丁目６番２
５号

1470 ㈲吉成印刷 製造業 栃木県 那須烏山市中山４４－１ http://www.yoshinari-info.com/

1471 サンケイ技研㈱ 製造業 栃木県
小山市大字松沼１０３５－
５

http://www.comprize.co.jp

1472 GOKEN NIHON㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
塩谷郡高根沢町宝積寺２０
３４－１４　SSCT内

http://www.gokennihon.jp

1473 栃木グランドホテル㈱
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 栃木市万町６－１１ http://www.tgh.jp/

1474 ㈱山形屋 製造業 栃木県 大田原市大輪１１０－１ http://www.yamagata-ya.jp/

1475 ㈲ナック 製造業 栃木県 宇都宮市上桑島町１４６５ http://www.e-nak.com
1476 関東特機㈱ 製造業 栃木県 小山市萓橋１２６０－１１ http://www.kanto-tokki.co.jp/

1477 MINATO㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市瑞穂３－１２－１
５瑞穂野工業団地内

1478 白沢電気㈱ 製造業 栃木県 栃木市沼和田町４５－３９ http://www.shirasawadenki.rpr.jp

1479 ㈱コトブキ興産 製造業 栃木県 鹿沼市武士１０８８－３８ http://www.kotobuki-door.co.jp/

1480 ㈱熱学技術 製造業 栃木県 芳賀郡益子町益子１１３６ http://www.netugakugijutu.com

1481 ㈱小林縫製工業 製造業 栃木県 栃木市川原田町２６８



1482 ㈱チームハイフィールド 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市下荒針町２６７８
－８８５

http://www.26.pro.tok2.com/^highfield/

1483 ㈱ティーエムアート 製造業 栃木県 栃木市野中町１３７４－４ http://www.tmart.jp

1484 ㈲ライト 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市鐺山町１０６４－
１

http://www.garagelight.net/

1485
特別養護老人ホームしょ
うし苑

医療・福祉 栃木県 小山市中久喜１２７３－１ http://oyamaseifukai.or.jp/15_everyday/index.html

1486 ㈲薄井設備 建設業 栃木県 那須郡塩原町下田野４５４ http://www.usui-gss.co.jp/

1487 ㈱ゼニス 製造業 栃木県
那須塩原市上厚崎１７０番
地２

http://www.zenithinc.co.jp

1488 高塩技研工業㈱ 製造業 栃木県
那須塩原市下田原５３２－
１６６

http://www.solutech.co.jp

1489 社団医療法人　依田会 医療・福祉 栃木県 宇都宮市桜２－３－３ http://www.my.clinic.ne.jp/sakura c/pc/index.html

1490 九峰工業㈱ 建設業 栃木県 那須塩原市豊町３－１２ http://www.kyuhou.com/

1491 ㈱奥田製作所 製造業 栃木県 鹿沼市東町３－６－２４ http://www.okuda-mfg.co.jp

1492 ㈲手塚左官店 建設業 栃木県 宇都宮市東今泉２－２－７
1493 まごころ 建設業 栃木県 足利市五十部町1364

1494 Ｓ＆Ｓ合同会社
教育、学習支援
業

栃木県 日光市相生町２０－９

1495
ピートダイゴルフクラブ
ロイヤルコース

サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市大沢町１２０９ http://www.pacificgolf.co.jp/

1496 ㈱近代ビル管理社
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市瀬尾３７８－３ http://www.kindai-group.co.jp

1497 株式会社　ゆりの里 医療・福祉 群馬県 北群馬郡吉岡町下野田47-1 http:// ゆりの里com/

1498
福祉サービス研究所合同
会社

医療・福祉 群馬県 前橋市富士見町石井738-20

1499 株式会社　高崎松風園 建設業 群馬県 高崎市八幡原町455 http://www.takasakishofuen.co.jp

1500 株式会社　クラーク 医療・福祉 群馬県
佐波郡玉村町上新田1666-
1-205

1501 株式会社　プランドゥ 医療・福祉 群馬県 高崎市上並榎町1180 http://www.youzan.jp/
1502 スギウラ　株式会社 卸売業、小売業 群馬県 高崎市問屋町2-2-8 http://www7.wind.ne.jp/sugiura/

1503 有限会社　アイビス 医療・福祉 群馬県 沼田市中発知町1382-1
1504 兼希工業　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町641-3
1505 有限会社　荻原鉄工所 製造業 群馬県 伊勢崎市八寸町5068 http:// www.ogitk.co.jp/

1506 株式会社　後藤鉄工 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町597-6

1507
税理士法人　田子会計事
務所

専門・技術・
サービス

群馬県 前橋市東上野町94

1508
ディサービスぽから・訪
問介護ぽから

医療・福祉 群馬県 高崎市綿貫町750-1

1509
株式会社　前橋介護福祉
会

医療・福祉 群馬県 前橋市小神明町645番地2 http:// maebashi-hanazono:com

1510
株式会社　大西ライト工
業所

製造業 群馬県 伊勢崎市香林町2丁目1284 http://www.onishilite.co.jp

1511
サンデンファシリティ株
式会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 伊勢崎市寿町20 http://www.sandenforest.com

1512 株式会社　佐藤塗装 建設業 群馬県
群馬県伊勢崎市宮子町
3458-2

http://www.satotosou.jp

1513 MASAテクノサービス 建設業 群馬県 伊勢崎市東小保方町3494-1

1514 株式会社　K-ONE AUTO
専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市間野谷町589-2 http://www.aboutnet.biz/k-one/

1515 有限会社　桃井製作所 製造業 群馬県 伊勢崎市間野谷町595-1

1516 株式会社 小花製作所 製造業 群馬県
佐波郡玉村町大字樋越229
番地7

http://kobana-flett.com

1517 株式会社 ヒカリS.E 建設業 群馬県
伊勢崎市田部井町一丁目
1671番地24

http://www.hikari-group.com/

1518
株式会社キーテクノロ
ジー

製造業 群馬県 佐波郡玉村町川井1928-1 http://www.key-tc.co.jp/

1519 株式会社 上野製作所 製造業 群馬県 伊勢崎市市場2-1142 http://www.ueno-ss.com

1520 株式会社　三和 製造業 群馬県
群馬県前橋市二之宮町575-
1

1521 医療法人 社団エスティ 医療、福祉 群馬県 伊勢崎市南千木町2683



1522 株式会社　富士工業 製造業 群馬県
伊勢崎市国定町一丁目３７
番地１

http://www.fuji-gr.co.jp

1523 満る岡(株) 飲食店、宿泊業 埼玉県 熊谷市箱田1丁目3-8
1524 泰東精密(株) 製造業 埼玉県 熊谷市弥藤吾563-7 ｈｔｔｐ：//www.taitoh-d.co.jp/com.html

1525 ケア・トラスト(株) 医療、福祉 東京都 豊島区長崎５－３２－８ ｈｔｔｐ：//www.care-trust.co.jp

1526 (株)ディーアイケイ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
本庄市西富田３１２－１
山崎ビル３Ｆ

ｈｔｔｐ：//www.dik.co.jp

1527 (株)ソワニエ 医療、福祉 埼玉県 熊谷市末広１－３４－１ ｈｔｔｐ：//www.e-soigner.co.jp

1528 熊谷環境衛生(株)
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市箱田２－４－５

1529
(有)アグランディール
（中華まんぷく亭）

飲食店、宿泊業 埼玉県 熊谷市冑山９３－１ ｈｔｔｐ：//www.manpukutei.jp

1530 (株)ユーパーツ 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市佐谷田１２８５－２  ｈｔｔｐ：//www.u-parts.com/company/company.html

1531 (株)三興社印刷所 製造業 埼玉県 熊谷市本石１丁目７８番地 ｈｔｔｐ：//park8.wakwak.com/~sankousha

1532 (株)エーステクニカ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市柿沼５６７－５ ｈｔｔｐ：//www11.ocn.ne.jp/~ace/

1533
株式会社スタンドコーポ
レーション

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
中野区新井５－１－１０
ミリオンハイム１０１

http://stdc.jp

1534
Ｗｅｂコンサルティン
グ・グリーンバズ

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
新宿区西新宿７－７－７
ハイライフ西新宿２０６

http://greenbuzz.jp

1535
ビズリードコンサルティ
ング株式会社

情報通信業 東京都
台東区東上野３－１９－１
５

http://www.bizlead.jp

1536 ニーズシェア株式会社 情報通信業 東京都
渋谷区道玄坂１－１６－１
５

http://www.needsshare.co.jp

1537 矢吹炉研株式会社 建設業 東京都
荒川区東尾久８－３２－１
９

http://www.yabukiroken.com

1538
株式会社建材サービスセ
ンター

専門・技術サー
ビス業

東京都 板橋区双葉町４０－１０ www.kenzai-s.co.jp/ 

1539
株式会社ビジネスアプリ
ケーションシステムズ

情報通信業 東京都
渋谷区恵比寿西２－１７－
６

http://www.basystems.co.jp

1540 株式会社友成工芸 製造業 東京都 世田谷区池尻４－２６－７ http://www.tomonari.co.jp

1541 有限会社原田左官工業所 建設業 東京都 北区田端２－３－２４ http://www.haradasakan.co.jp/

1542
株式会社ＲＹコーポレー
ション

飲食店、宿泊業 東京都
港区高輪４－１０－６３
エミネンス高輪５階

http://www.ry-corporation.com/

1543
株式会社 ファーストネッ
ト

情報通信業 東京都
新宿区高田馬場３−２３−３
ＯＲビルＭ２Ｆ

www.firstnet-inc.jp/

1544
株式会社　ファースト
ファシリティーズ

情報通信業 東京都
新宿区高田馬場３−２３−３
ＯＲビルＭ２Ｆ

http://first-facilities.jp/

1545
日立自動車交通第二株式
会社

運輸業 東京都 足立区綾瀬６－１１－２２ http://www.hitachi-gr.com/

1546
日立自動車交通第三株式
会社

運輸業 東京都 葛飾区金町１－１９－３ http://www.hitachi-gr.com/

1547 有限会社アクスト 卸売・小売業 東京都 台東区今戸１－１７－７ http://foot-shoes.jp

1548 株式会社ＪＥＳＴＯ 情報通信業 東京都
品川区上大崎３－３－１６
パールマンションＢ

http://www.jesto.co.jp

1549 株式会社マーヤ 製造業 東京都 足立区椿２－８－５

1550 株式会社ＵＫｎｅｔ 情報通信業 東京都
北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟６階

http://www.uknet.co.jp

1551 株式会社スピカ
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都 港区元麻布３－１０－８ http://www.spica-inc.jp

1552
ブライダルサロン石神井
公園

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
練馬区高野台５－３８－１
７－１０７

http://www.kekkonso-dan.jp

1553 社会福祉法人　なないろ 医療・福祉 神奈川県
横須賀市大津町２－１９－
７

1554
ＰＩＮＥ ＳＴＯＮＥ Ｓ
ＴＹＬＥ　株式会社

宿泊業、飲食
サービス業

神奈川県 鎌倉市材木座５－６－２６ http://kamakura-umizuki.com

1555 株式会社　オカザキ 卸売業、小売業 神奈川県 逗子市逗子６－２－７ http://www.interior.co.jp



1556
㈱ヴァンガードテクノロ
ジー

情報通信業 神奈川県 川崎市多摩区菅北浦1-1-3 http://www.vantec.biz

1557 ㈱アワードシステム 情報通信業 神奈川県
横浜市中区尾上町5-76　4
Ｆ

http://www.awardsystem.co.jp

1558 若杉公認会計士事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市旭区二俣川1-2-403

1559 ㈱ネクサス 情報通信業 神奈川県 横浜市西区平沼1-6-10 http://www.nexus21.co.jp

1560 ㈱Ａｎｉｍａ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市青葉区市ヶ尾町
1168-2sﾝﾀｰﾋﾞﾙ

1561 エビス㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市磯子区洋光台3-12-
28

1562
株式会社　アイ・シ・エ
ス

製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町三増２４７－
１５

1563
株式会社　アイ・シ・エ
ス栃木工場

製造業 栃木県 栃木市西方町本郷６２３

1564
株式会社　アイ・シ・エ
ス群馬営業所

製造業 群馬県
高崎市中居町４－３１－１
６

1565
株式会社　アイ・シ・エ
ス神奈川工場

製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町三増２４７－
１５

1566
社会福祉法人シニアクラ
ブ

医療、福祉 神奈川県
相模原市南区上鶴間６－６
－１

1567 特別老人ホーム愛の丘 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区当麻４９０－
１

1568 有限会社エレニックス 製造業 神奈川県 座間市小松原２－２０－４

1569 株式会社テクノブレイン
教育、学習支援
業

神奈川県
相模原市中央区相模原２－
１－３ＳＬＤビル６Ｆ

1570
株式会社ライフパート
ナー大光

医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区陽光台５－
５－９

1571 エイト技工株式会社 製造業 神奈川県
相模原市中央区氷川町１５
－１４

1572 株式会社コンタクト 製造業 神奈川県
相模原市中央区上溝２２５
９－３

1573 日本化工機材　株式会社 製造業 神奈川県
相模原市中央区淵野辺１－
２０－６

1574 株式会社　日相印刷
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市南区麻溝台８－２
－７

1575 株式会社　プロテック 製造業 神奈川県
相模原市南区麻溝台６－５
－３

1576 株式会社　髙橋精密工業 製造業 神奈川県
相模原市中央区東淵野辺５
－１５－１１

1577 株式会社　トライテック 製造業 神奈川県
相模原市南区古淵１－３１
－６

1578 寿司・和風料理　瓢亭 飲食店、宿泊業 神奈川県 伊勢原市伊勢原１－５－４
1579 西進開発　株式会社 建設業 神奈川県 厚木市温水１５４２－１５
1580 株式会社　セルダン 製造業 神奈川県 厚木市金田１６５５

1581 ユーエスディ　株式会社 製造業 神奈川県
相模原市南区大野台４－１
－７７

1582 株式会社カワゾエ
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県
相模原市南区若松３－４７
－１５

1583 有限会社　大進館 飲食店、宿泊業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津６８９０
－１

1584 若 愛川店 飲食店、宿泊業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4067-2

1585 株式会社キャドネット 製造業 神奈川県
厚木市中町４－６－１８－
４Ｆ

1586 つばき歯科クリンック 医療、福祉 東京都
豊島区池袋2－18－1タムラ
第1ビル４Ｆ

1587 有限会社　スリーエル 飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区相模原３－
８－２２

1588 火焔山餃子房 飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区田名塩田２
－８－８

1589 敦煌酒楼 飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区相模原３－
８－２２

1590 火焔山餃子房厚木 飲食店、宿泊業 神奈川県 厚木市上荻野２７７－１



1591
有限会社　スリーエル麻
布店

飲食店、宿泊業 東京都 港区南麻布２－５－１６

1592
横河レンタ・リース株式
会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区矢部１－２
７－１５

1593 ちゃいるどはうす保育園 医療・福祉 茨城県 水戸市笠原町１５０

1594
ちゃいるどはうす森のほ
いくえん

医療・福祉 茨城県 水戸市平須町２３６６－１

1595 ㈱タナカ築庭 建設業 茨城県
水戸市石川2丁目４０７４
－８

http://www.chikutei4128.com

1596 関東工営㈱ 建設業 茨城県
水戸市石川１－４００９－
７

1597 ㈲豆庄 製造業 茨城県 土浦市東崎町１２－６
1598 福智建設工業㈱ 建設業 茨城県 龍ヶ崎市馴馬町２９３１ http://ｐark3.wakwak.com/~fukuchikensetu/

1599 ㈲ステーキいづつや
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 宇都宮市上桑島町１３９３ http://www.idutsuya.com/

1600 ピジョン真中㈱ 医療・福祉 栃木県 栃木市昭和町８番地２３号 http://www.pigeonmanaka.jp/kigyo01.html

1601 芳成電設㈱ 建設業 栃木県 真岡市根本１０１４－１

1602 ㈲丸岩水産 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市下栗町２２９２－
８

1603 ㈱森インテリア商会 建設業 栃木県 宇都宮市砥上町２１２－１ http://www.mori-interior.co.jp/

1604
㈱カネコアルトップ鹿沼
工場

製造業 栃木県
鹿沼市武士字田中台１０８
８－２４

http://www.altop.co.jp

1605 ㈱アルエ 建設業 栃木県 鹿沼市茂呂２５２－４５ http://www.arue.jp

1606 ㈱ウィン
教育、学習支援
業

栃木県 真岡市さくら３－５－６ http://www3.plala.or.jp/pswin/

1607 グランデハウス㈱
不動産業、物品
賃貸業

栃木県
宇都宮市大通り４丁目３番
１８号

http://www.grandy.co.jp

1608 川俣電設㈱ 建設業 栃木県
下野市仁良川１６５７－２
４

1609 ㈱白相酒造 製造業 栃木県 那須郡那珂川町７１５－２

1610 ㈲那須バイオファーム 製造業 栃木県
塩谷郡高根沢町大字花岡１
６２６－１

http://nasbiofarm.jp/

1611 ㈱創電社 建設業 栃木県 宇都宮市細谷町５５４－４

1612 長嶋工業㈱ 建設業 栃木県
小山市大字網戸字大鏡１８
９１番地

1613 石原精密㈲ 製造業 栃木県 鹿沼市深程６０８－２

1614 ㈲ル・フェスタ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市平出町３６５０－
１

http://www.rufesute.com

1615 ㈱エネ創 建設業 栃木県
宇都宮市山本１－２３－１
８

http://www.enesou.com

1616 共立精機㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市茂原１丁目２番１
９号

http://www.kyoritsu-seiki.co.jp

1617 イワクラホモゲン販売㈱ 製造業 栃木県 那須塩原市上大貫２２１１ http://www.iwakura-homogen.co.jp/

1618 サトーカメラ㈱ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市陽東３丁目２７－
１５

http://www.satocame.com

1619 ㈱科研 製造業 栃木県
日光市木和田島１７０６－
１

1620 程塚商事㈱ 運輸業、郵便業 栃木県 宇都宮市元今泉３－８－５ http://www.hotozuka.co.jp/company/

1621 佐藤縫製 製造業 栃木県 宇都宮市下岡本１９９７

1622 ㈱サンシャイン
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
宇都宮市東宿郷２丁目３番
１号

http://www.k-ueno.co.jp/annai/enkaku.htm

1623 ㈱前田工業 製造業 栃木県 下野市中大嶺３０８－２ http://www.mm-group.jp/

1624
合資会社　バクープラン
ニングファクトリー

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
小山市駅前通り１－２２－
３０ＴＳビルⅢ２階

http://www.baku-pf.com

1625 ㈱明治フード 卸売業、小売業 栃木県
栃木市大平町西水代２１１
５番地

http://www.meijifood.co.jp/

1626 栃木ハウス㈱ 建設業 栃木県 鹿沼市上野町３３１－１ http://www.tochigi-house.com/

1627 ㈱テクニカル 製造業 栃木県
那須塩原市北赤田１５８３
番地９

http://technical.sakura.ne.jp/

1628 ㈱新電興 製造業 栃木県 小山市城山町２－２－１８ http://www8.ocn.ne.jp/~sdenkou/

1629 ㈲竹澤建設 建設業 栃木県 宇都宮市川俣町８４番地 http://www.k-takezawa.co.jp



1630 ㈱佐山鉄筋事業部 建設業 栃木県
栃木市園部町４－１０－１
１

1631 コジマテクノ㈱ 建設業 栃木県
さくら市上大阿久津３３３
－５

1632 社会福祉法人　光塩会 医療・福祉 群馬県 前橋市上増田町600

1633
株式会社　シュウワエン
ジニアリング

その他 群馬県 高崎市下豊岡町1482 http://www.shuuwaeng.com

1634 株式会社　フジ建装 医療・福祉 群馬県
渋川市北橘町八崎３９４番
地2

http://www.fujikenn.co.jp 

1635
医療法人春香会　プラン
タンおおまま

医療・福祉 群馬県
みどり市大間々町桐原
1570-498

http://www15.plala.or.jp/printemps-o/

1636
株式会社　Ｐｒｅｃｉｏ
ｕｓ

医療・福祉 群馬県 前橋市江田町352-6 http://preciousmikannohana.web.fc2.com/

1637 グループホームひいらぎ 医療・福祉 群馬県 高崎市我峰町889

1638
株式会社　ニューライフ
サポート

医療・福祉 群馬県 渋川市白井585-1 http://www.newlife-s.jp

1639 社会福祉法人　長野会 医療・福祉 群馬県 高崎市菊地町434
1640 旭鉄工株式会社 建設業 群馬県 前橋市天川大島町2-3-6
1641 株式会社　長坂製作所 製造業 群馬県 太田市大原町1076-2

1642
株式会社　田子商会
Blanche Neige

生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県
渋川市有馬132-3　マン
ショントマル1階

http:// tagosyoukai.com      BlancheNeigeHP/http://blancheneige-t.com

1643 株式会社 北関東鋼材 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市境美原15-2 http://www.e-business.ne.jp/kitakanto/

1644 株式会社 グンエイ 製造業 群馬県 伊勢崎市香林町2丁目969-1

1645
大前千鶴子司法書士事務
所

専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市太田町300番地

1646 美容室アシック
専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市連取本町9番地6 http://www.hairsalon-achic.com

1647 株式会社アペックス
専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市下道寺町82番地6 http://apex-e.co.jp

1648 株式会社アポロ技研 製造業 群馬県
伊勢崎市西久保町三丁目
641-2

http://www.apollo-eng.co.jp

1649 株式会社 正仁舎 医療、福祉 群馬県
高崎市旭町113-7ハートス
クエア長建１F

1650 有限会社　石井商店
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 太田市西新町２０－６

1651 両毛成型品塗装株式会社 製造業 群馬県 太田市西新町５５ http://onetech.tec-lab.pref.gunma.jp/21/21012.html

1652
株式会社　イマジン＆ク
リエイト

サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県
邑楽郡大泉町古梅３５２－
３

1653
株式会社　ＡＩコンツェ
ルン

運輸業 埼玉県 八潮市大曽根2198 http://webservice.main.jp/ai-kon.co.jp

1654 有限会社　チェックマン 運輸業 埼玉県 上尾市平方４２４８－５

1655
株式会社　Ｎ－Ｋワーク
ス

製造業 埼玉県 川口市青木１－２２－６ http://www.n-k-works.co.jp

1656
社会保険労務士事務所ス
テラコンサルティング

学術研究・専
門・技術サービ
ス業

埼玉県
さいたま市大宮区吉敷町１
－１０３

http://www.shougai-navi.com

1657 （株）彩 卸売・小売業 埼玉県
所沢市松葉町４－２５　オ
ハナビル

1658
（医法社）白報会　有料
老人ホーム所沢幸楽苑

医療、福祉 埼玉県 所沢市松葉町７－２４ http://www.kourakuen-kaigo.com/tokorozawa/

1659 （株）高砂精密 製造業 埼玉県
川越市古谷上２，６９９－
１

http://homepage2.nifty.com/takasago-s/

1660 （株）栄光
教育、学習支援
業

埼玉県
さいたま市南区文蔵１－２
－９

http://www,eikoh.co.jp

1661 （株）エヌ・イー・エス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市桜区新開１－１
０－１０

http://www.kknes.com

1662
NICHIGAS Communications
（株）

卸売・小売業 埼玉県
さいたま市見沼区大和田町
１－８００－１　３Ｆ

http://nichicom.co.jp

1663 フォーク（株） 製造業 埼玉県 加須市土手１－１１－２４ http://www.folk.co.jp
1664 アルマックス 金融・保険業 埼玉県 川越市南田島５３３－１



1665 城南木材市場（株）
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市中央区鈴谷３－
１－２５

http://www.athenaquamates.com

1666 髙橋通信（株） 建設業 埼玉県
さいたま市北区宮原町３－
５１０－２

1667 （株）共同土木
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 上尾市原新町２６－１ http://www.kyodohdoboku.co.jp

1668 シオン理容室
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市岩槻区本町１－
４－２０

1669
（社福）新 中新田自立ス
クエア

医療、福祉 埼玉県 狭山市中新田７３－３ http://www.arata.or.jp

1670
（有）みずほトラベル
サービス

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
富士見市西みずほ台１－１
－３－１１１

1671
（有）第一ｺﾝｻﾙﾃﾝﾝｸﾞ･ｵ
ﾌﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 飯能市新町１５－３

1672 （医）豊仁会三井病院 医療、福祉 埼玉県 川越市連雀町１９－３ http://www.mitsui-hospital.com

1673 （株）ｸﾘｰﾝﾃｯｸｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 情報通信業 埼玉県
さいたま市南区内谷６－１
－７

1674
（学）石井学園　さくら
幼稚園

教育、学習支援
業

埼玉県 熊谷市箱田１－７－２１ http://www.sakurayochien.ac.jp/

1675
アイスター（有）アフ
ラックサービスショップ
ベイシア行田店

金融・保険業 埼玉県 行田市持田１０８０ http://www.ai-star.com

1676 （株）シ・エイチ・エス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
新座市東北２－３０－２１
宮原ビル３階

http://www.chs-corp.co.jp

1677 フコク生命　熊谷営業所 金融・保険業 埼玉県
熊谷市銀座３－３７　坂田
ビル２Ｆ

http://www.fukoku-life.co.jp

1678
（株）甲和オートサービ
ス

卸売・小売業 埼玉県 熊谷市久下４－１ http://www.kouwaauto.co.jp/

1679
シグマベンディングサー
ビス（株）

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市大宮区桜木町４
－２４２

http://www.sigma-obs.co.jp

1680 蕨商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 蕨市中央５－１－９ http://www.warabicci.org

1681 埼玉新都市交通（株） 運輸業 埼玉県
北足立郡伊奈町大字小室２
８８

http://www5.ocn.ne.jp/~snut

1682
（社）埼玉県商工会議所
連合会

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市大宮区桜木町１
－７－５

http://www.cci-saitama.or.jp

1683 上尾商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 上尾市二ツ宮７５０ http://www.ageocci.or.jp

1684 秩父商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 秩父市宮側町１－７ http://www.chichibu-cci.or.jp/

1685 （株）ボン
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 新座市大和田５－２－２５ http://estiful.com

1686 （株）ニューウェーブ 金融・保険業 埼玉県
熊谷市新堀７１３－１　丸
角ビル１Ｆ

http://www.e-newwave.com

1687 （株）マルヨシ 不動産業 埼玉県 越谷市大沢３－１９－１１ http://0021.tol

1688
（有）トミナガアカデ
ミー

教育、学習支援
業

埼玉県 上尾市愛宕１－１６－１０ http://www.tommys gaigo.jp

1689
特定非営利活動法人福祉
クラブちゃのみ

医療、福祉 埼玉県 狭山市柏原２，２３０－１ http://members3.jcom.home.ne.jp/

1690 アリス東亜ＤＫＫ（株） 製造業 埼玉県 狭山市大字北入曽６１３

1691 （株）豊美 卸売・小売業 埼玉県
東松山市石橋１，６８８－
１

1692 （株）エバンス 不動産業 埼玉県
川口市本町４－７－１　セ
ラード川口２Ｆ

http://evansnet.co.jp

1693 エイシンテクノ 製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－３８



1694
医療法人恵雄会川鶴ナー
シングホーム

医療、福祉 埼玉県
川越市下広谷１，１０８－
２

http://www.kawatsuru-g.jp

1695
（社福）相愛福祉会すみ
れの里・川越

医療、福祉 埼玉県
川越市古谷本郷下組１，４
８７－１

http://www.kawatsuru-g.jp

1696
（医〕恵雄会　ケアハイ
ツ・川越

医療、福祉 埼玉県
川越市古谷本郷１，４７５
－１

http://www.kawatsuru-g.jp

1697
（医〕恵雄会　富士見の
里

医療、福祉 埼玉県 富士見市みどり野南３－１ http://www.kawatsuru-g.jp

1698
（社福）相愛福祉法人
こぶしの里

医療、福祉 埼玉県 富士見市上南畑２，８３６ http://www.kawatsuru-g.jp

1699
（社福）相愛福祉会　あ
やめの里

医療、福祉 埼玉県 ふじみ野市中福岡２６３ http://www.kawatsuru-g.jp

1700
（医）恵雄会　さくらの
里

医療、福祉 埼玉県 ふじみ野市福岡新田４－１ http://www.kawatsuru-g.jp

1701 （株）ＩＳＰアカデミー
教育、学習支援
業

埼玉県 川越市脇田本町２４－３ http://www.isp-ac.co.jp

1702
（医）歯健長壽会　本町
歯科診療所

医療、福祉 埼玉県 久喜市本町２－１－４３ http://www.shiken-tyoju.com

1703 （有）泰然
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 新座市東北２－３０－１６ http://www.sympatik.jp

1704 （有）山本美創 製造業 埼玉県 熊谷市肥塚５５０－１３ http://www.y-kanban.jp

1705
（株）Ｋ＆Ｄレストラン
ズ

飲食店、宿泊業 埼玉県
さいたま市中央区下落合４
－１４－２２

http://www.kd-r.jp/

1706 フジ化学（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 坂戸市千代田５－１－６ http://www.fujikagaku.com/

1707 （有）あおば調剤薬局 医療、福祉 埼玉県
さいたま市北区日進町２－
９２５－３

http://www.aoba-mc.net

1708 むさしの歯科 医療、福祉 埼玉県 川越市下赤坂６５１－１０ http://www.k2.dion.ne.jp~mdc/

1709 （有）深谷配合粘土工業 製造業 埼玉県 深谷市明戸５９７
1710 （株）サンアイホーム 建設業 埼玉県 熊谷市石原３４３－１ http://www.suni-home.co.jp

1711 （有）栄興 卸売・小売業 埼玉県 加須市戸川７１３ http://di-planning1.co.jp

1712 （株）サテライトネット
教育、学習支援
業

埼玉県
熊谷市筑波３－９３　小林
ビル２Ｆ

1713
（株）エボルバビジネス
サポート

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
熊谷市筑波２－４８－１
大栄日生熊谷ビル

http://www.n-bs.co.jp

1714 （有）丸豊住販 不動産業 埼玉県 所沢市緑町３－３６－１８ http://marutoyo-j.jp/

1715 さいたま商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市浦和区高砂３－
１７－１５

http://www.saitamacci.or.jp

1716 （株）創和リハウス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
志木市本町５－１４－１９
沼尻ビル

http://www.sowa-rehouse.com/

1717 （株）荒川瀧石
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 秩父市荒川上田野７７２

1718
デイサービスセンター桃
太郎・心和庵

医療、福祉 埼玉県 秩父市中村町４－９－５ http://www4.ocn.ne.jp/~daymomo/

1719 三花自動車（株） 卸売・小売業 埼玉県 越谷市宮本町５－２４３ http://www.sanhana,co.jp

1720 東邦化研（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 越谷市流通団地３－３－８ http://www.tohokaken.co.jp/

1721 髙元建設（株） 建設業 埼玉県 越谷市御殿町２－１１ http://www.takamoto-cnst.co.jp

1722 イチコー工業（株） 建設業 埼玉県 朝霞市溝沼２－１０－２５ http://www.ichiko-k.co.jp

1723
センチュリー２１ハウス
ウェル（株）

不動産業 埼玉県
さいたま市大宮区大成町３
－４１４

http://www.housewell.co.jp

1724 （株）アクアマリンズ 建設業 埼玉県
さいたま市岩槻区飯塚１，
３２３－７

1725 （有）岩槻タクシー 運輸業 埼玉県
さいたま市岩槻区加倉１－
１－１４

http://www.iwatuki-taxi.jp/

1726 （株）エステイアール 情報通信業 埼玉県
大里郡寄居町大字桜沢４７
４－２

http://www.str.co.jp

1727 （株）市川 卸売・小売業 埼玉県 所沢市北岩岡３６８－２ http://www.ihc36.co.jp



1728 （有）フジ企画印刷 製造業 埼玉県 川越市脇田新町１６－９

1729 （株）ビックサドー
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 上尾市浅間台１－７－６ http://www.bigsurdo.com

1730 （株）ワガクリナース
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市大宮区仲町３－
１２９

http://www.cleaning-waga.com/

1731 和賀クリーニング
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市大宮区仲町３－
１２９

1732 （株）トピック 製造業 埼玉県 川口市上青木１－７－３６ http://www.topic-dic.com

1733 （有）きものやまや京都 卸売・小売業 埼玉県 深谷市深谷町８－５－２
1734 （株）益基樹脂店 製造業 埼玉県 三郷市栄４－２２１－１
1735 （株）アクリア 金融・保険業 埼玉県 熊谷市下川上１，６０２
1736 ケイケイプロセス（株） 製造業 埼玉県 川口市柳崎５－３－６ http://www.kkprocess.co.jp

1737 （株）翔和 製造業 埼玉県 越谷市川柳町２－５４４ http://www.j-showa.com/

1738 （有）クニタケ 製造業 埼玉県
さいたま市南区根岸２－１
０－１６

1739 （株）Ｄｅｃｉｄｅ
教育、学習支援
業

埼玉県
入間市下藤沢１，３１３－
４

1740
あいおいニッセイ同和
エージェンシー（株）

金融・保険業 埼玉県
狭山市富士見１－２８－２
５

http://www.ind-agency.com/

1741
（株）トップセキュリ
ティ

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市大宮区三橋１－
１，３２９

1742 （株）松島製本 製造業 埼玉県 新座市馬場１－１－１２

1743
マーキュリー行政書士法
人

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市桜区上大久保５
１９－１

http://www.mercury.or.jp

1744
（株）タカインフォテク
ノ

情報通信業 埼玉県 川越市脇田本町２２－２ http://taka-infotechno.co.jp

1745 スクールＮＡＣ東川口校
教育、学習支援
業

埼玉県
川口市東川口２－２－３０
－１０１

http://www.school-nac.com

1746 秋山建材工業（株） 建設業 埼玉県
北足立郡伊奈町小室５，０
６０

http://akiyamakenzai.com

1747 （株）躍進 建設業 埼玉県
さいたま市見沼区中川１０
６－１

http://www.yakushin.jp

1748 （株）プラテック 製造業 埼玉県
さいたま市岩槻区笹久保
１，１３７－２

1749
（株）ブリティッシュカ
ルチャーアカデミー

教育、学習支援
業

埼玉県 川口市本町２－２－１５

1750 （株）タガヤ 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市岩槻区本町４－
３－３

1751
ユナイテッドインシュア
ランス（株）

金融・保険業 埼玉県
さいたま市浦和区仲町４－
２－２０

http://www.utdi.co.jp

1752
竹澤サービス（株）川越
営業所

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川越市南台３－１－３ http://takezawa-s.com

1753 アサヒ金属工業（株） 製造業 埼玉県 川口市朝日３－２－１４ http://asahi-metals.com/

1754 アスリート工業（株） 製造業 埼玉県
川口市南鳩ヶ谷６－９－１
６

http://www.athlete-kogyo.co.jp

1755 伊藤鉄工（株） 製造業 埼玉県 川口市元郷３－２２－２３ http://www.i-g-s.co.jp
1756 エース工業（株） 製造業 埼玉県 蕨市中央１－３５－３ http://www.ac.auone.net.jp/~ace.co/

1757 （株）エスビーケイ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 戸田市本町４－４－１６ http://www.s-b-k.co.jp

1758 NPO法人　友垣の里 医療、福祉 埼玉県
川口市上青木西３－３－１
８

1759 ガッドブレス（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市中青木２－１－３ http://www.g-bless.co.jp

1760 川口鋳物工業協同組合
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市元郷２－１－３ http://www.kawaguchi-imono.jp

1761 川口機械工業協同組合
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市本町３－３－６ http://www.machinemate.or.jp

1762 柳川（株） 医療、福祉 埼玉県 川越市鯨井１，５５６－２



1763 川口市農業協同組合
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市坂下町１－９－６ http://www.ja-kawaguchishi.or.jp/

1764 共和熱処理（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 川口市領家５－５－２０

1765 （株）銀座コージー 製造業 埼玉県 川口市上青木６－３５－７ hhtp://www.cozycorner.co.jp

1766
（医法社）厚生会　埼玉
厚生病院

医療、福祉 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷６－５－５ http://www.saitamakousei.net/

1767
国際化支援有限責任事業
組合

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川口市西青木２－４－３ http://www.gs-llp.org

1768 児玉鋳物（株） 製造業 埼玉県 川口市本町４－９－３ http://www.cablenet.ne.jp/~kodama-h/

1769 （株）埼京印刷 製造業 埼玉県 戸田市笹目南町２７－２５ http://www.saikyo-pr.jp

1770 サニーポート川口 医療、福祉 埼玉県 川口市東川口５－４－１０ http://sanypet.co.jp/new/

1771
有料老人ホーム　サニー
ライフ戸田公園

医療、福祉 埼玉県 戸田市本町２－９－８ http://www.sunnylife-group.co.jp

1772 （株）三愛電機 製造業 埼玉県 川口市東領家４－３－４
1773 （医）産育会　厚川医院 医療、福祉 埼玉県 川口市戸塚２－４－１０ http://www.5ocn.ne.jp~.atukawa

1774
NPO法人障害者の地域生活
をひらく会

医療、福祉 埼玉県 川口市本町１－１２－２８

1775 （株）誠興社 建設業 埼玉県
川口市芝中田１－２４－１
１

http://www.kk-seikosha.co.jp/

1776
（社福）埼玉療育友の会
埼玉療育園

医療、福祉 埼玉県
大里郡寄居町蒔田１７９－
１

http://www.aught.jp/ryouikuen/

1777 公益財団法人西熊谷病院 医療、福祉 埼玉県 熊谷市石原５７２番地 ｈｔｔｐ：//www17.ocn.ne.jp/~nisikuma

1778 大和屋(株) 不動産業 埼玉県 熊谷市末広2丁目118番地 ｈｔｔｐ：//www.yamatoya-kk.co.jp

1779 (有)三和自動車
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市佐谷田３３１５

1780 (株)梅林堂 製造業 埼玉県 熊谷市佐谷田１０００－１ ｈｔｔｐ：//www.bairindo.co.jp

1781
(有)ナトーライフコンサ
ルタント

医療、福祉 埼玉県 熊谷市小島４４９－１ ｈｔｔｐ：//www.natolife.com/

1782 庭工房「優樹園」 建設業 埼玉県
三郷市三郷１－２－４－２
０２

1783 アイリス歯科 医療、福祉 埼玉県
春日部市一ノ割４－１－１
０

http://irisdental.net/

1784 さくら建設株式会社 建設業 埼玉県
春日部市豊町５丁目５-６
ガーデンハウス弐番館２０
７

1785 株式会社クラフト 情報通信業 東京都
豊島区高田３－１４－２９
ＫＤＸ高田馬場ビル２階

http://www.craft-group.jp/index.html

1786 株式会社ミリーラボーテ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区奥沢６－３１－３

1787 トップハンズ株式会社 情報通信業 東京都
練馬区春日町２－１９－１
１　船林ビル２F

http://www.tophands.co.jp

1788 株式会社ルビキタス 情報通信業 東京都
港区芝大門２－７－１　ハ
イリーフ芝大門１０２

https://rubyquitous.co.jp/

1789 株式会社セラップ 医療、福祉 東京都
千代田区神田淡路町１－１
－１

http://therap.co.jp/

1790
ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａ
ｐｈｒｏｄｉｔｅ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区恵比寿４－５－２８
－１０１

http://www.aphrodite.ne.jp

1791 ミールボックス 飲食店、宿泊業 東京都
板橋区赤塚新町１－２２－
６　下赤塚ビル２階

1792 岡部社会労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都
江東区亀戸４－１８－１１
－２０２

http://okabe-consulting.com

1793
合同会社ＮＥＦＴ　ＦＩ
ＬＭ

情報通信業 東京都
中野区本町６－３５－１４
アダチビル８階

http://neftfilm.com

1794 株式会社ａｎｄｒｅｙ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区北青山３－５－２　第
二青朋ビル５階

www.hairandrey.com

1795 株式会社ラヴィニール
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
新宿区歌舞伎町１－５－４
第２２東ビル７階

http://www.h-lavenir.com

1796 株式会社タツフト 卸売・小売業 東京都
品川区西五反田２－７－１
１　ｉｎｔｅｘビル４F

http://www.tatsufuto.co.jp

1797 株式会社Ｒ・Ｋ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 足立区六町３－５－１３ http://www.hair-rave.com



1798 司法書士法人コスモ
専門・技術サー
ビス業

東京都 中央区八重洲２－６－２１ http://www.cos-mo.jp

1799 ミモッサ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
目黒区目黒本町２－１４－
５

http://carina-ginza.com/

1800
株式会社ａｒｃ　ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区恵比寿３－２－１－
２Ｆ

http://arc-i.jp

1801 株式会社ベイス 飲食店、宿泊業 東京都
杉並区高井戸東４－５－１
０－３０１

http://www.base-burger.com

1802
ヴァンテージＩＴ株式会
社

情報通信業 東京都
中央区築地２－１４－６
ＬＸＳ築地５０２

http://www.vantageit.co.jp

1803 ㈱ビジョナリング 卸売・小売業 東京都 小平市大沼町３－１３－９ http://visionagroup.jp
1804 ㈱エコリマくにたち 卸売・小売業 東京都 国立市中１－１－１ http://emalico.com/shunka/

1805 ㈱ミューズポート
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港南区上大岡西1-
11-7第10ｵｰｳﾞｧﾙﾋﾞﾙ7F

http://muse.port.jp

1806
社会保険労務士法人エー
ル

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区大豆戸町1018
ｴｰﾙﾋﾞﾙ1F

http://www.sr-yell.cow

1807
合同会社890カラダファク
トリー菊名店

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 横浜市港北区菊名4-2-8-3F

1808
ソフィア横浜社労士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区新横浜3-7-18
第2上野ﾋﾞﾙ

http://sofia-sr.jp

1809 株式会社　味ん味ん 飲食店、宿泊業 神奈川県 厚木市関口１５９－１ http://www.y-minmin.com/

1810
株式会社　味ん味ん田名
店

飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区田名２２２
４－８

1811
株式会社　味ん味ん宮下
店

飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区宮下本町２
－２７－２０

1812
株式会社　味ん味ん相模
大野店

飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市南区相模大野３－
１－７

1813
株式会社　味ん味ん愛川
店

飲食店、宿泊業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津７２４

1814
株式会社　味ん味ん京王
堀之内店

飲食店、宿泊業 東京都
八王子市堀の内３－３－１
９

1815
株式会社　味ん味ん橋本
店

飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市緑区橋本８－２－
１

1816
株式会社　味ん味ん町田
店

飲食店、宿泊業 東京都 町田市中町２－１７－２０

1817
株式会社　味ん味ん片倉
店

飲食店、宿泊業 東京都 八王子市片倉町４８４－１

1818
株式会社　味ん味ん西八
王子店

飲食店、宿泊業 東京都 八王子市散田町５－９－８

1819
株式会社　味ん味ん鶴間
店

飲食店、宿泊業 神奈川県 大和市林間１－１５－２８

1820
株式会社　味ん味ん高座
渋谷店

飲食店、宿泊業 神奈川県 大和市下和田７７８

1821
株式会社　味ん味ん矢野
口店

飲食店、宿泊業 東京都 稲城市矢野口１６３３－１

1822
株式会社　味ん味ん淵野
辺店

飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区共和３－７
－１０

1823
株式会社　味ん味ん綾瀬
店

飲食店、宿泊業 東京都 綾瀬市寺尾西３－６－１

1824
株式会社　味ん味ん日野
店

飲食店、宿泊業 東京都 日野市日野台２－４１－５

1825
株式会社　味ん味ん三ツ
堺店

飲食店、宿泊業 神奈川県
横浜市瀬谷区二ツ橋町３０
９－１

1826
株式会社　味ん味ん若葉
台店

飲食店、宿泊業 東京都 稲城市若葉台１－５５

1827
相菱エンジニアリング
株式会社

製造業 神奈川県
相模原市中央区相模原５－
１－６

1828 マキシム　ナカイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区東林間４－９
－５－１Ｆ

1829
Private Beauty Salonn
Tiare

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港北区綱島西１－１
－１２－４Ｆ

1830 NailSalon Ruce
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市都筑区仲町台１－１
８－１３－４０１



1831
ネイルサロンドレスアッ
プ北戸田店

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
戸田市美女木東１－３－１
イオン３F

1832
ネイルサロンドレスアッ
プ川崎店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市川崎区小田栄２－２
－１ヨーカドー３F

1833
株式会社デジタルデザイ
ンシンク

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区相模原３－
７－１ー２Ｆ

1834 株式会社　メデコム 情報通信業 神奈川県
相模原市南区麻溝台７－２
８－３８

1835
株式会社　メデコム　新
宿事務所

情報通信業 東京都
新宿区新宿２－７－３ー８
０６

1836 成立工業　株式会社 製造業 神奈川県 厚木市下川入115-15

1837
株式会社ハートフルス
タッフ

複合サービス事
業

東京都
八王子市明神町２－１４－
２京王八王子１F

1838
株式会社ホームスタイリ
ング

製造業 神奈川県
相模原市南区相模大野８－
４－２

1839 有限会社河野製作所 製造業 神奈川県
相模原市南区麻布台５－１
７－４

1840 有限会社坂本企画 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区大野台１－９
－１７

1841 株式会社技研 製造業 神奈川県
相模原市南区麻溝台２８２
１

1842 有限会社　碧山園 農業・林業 神奈川県
愛甲郡愛川町半原１４３８
－５

1843
株式会社安間エンジニア
リング

建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町田代５２７

1844 ㈱ビースタイル

生活関連サービ
ス業（エステ
ティックサロ
ン）

茨城県 水戸米沢町２６９－２ http://www.recella-fairy.jp

1845 ㈱アスカ技研 製造業 茨城県 高萩市高萩滝原１０２６ http://www.askgr.co.jp
1846 ㈲大畑化工 製造業 茨城県 茨城郡城里町増井２７７０

1847 ㈲ミブオート
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県
下都賀郡壬生町大字壬生甲
３３６６番地

1848 おしゃれサロンみどり
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市さつき３丁目９－
３

1849 ㈱長工業 建設業 栃木県 小山市大字羽川４８４－４ http://www.cho-kk.com

1850 ㈱佐川商店 卸売業、小売業 栃木県
那須塩原市黒磯幸町６－２
３

http://www.sagawa-shoten.com/

1851 宇都宮電子㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市御幸が原町４４－
１６

http://www.uecc.co.jp

1852 ㈱シンデン 製造業 栃木県 小山市東野田５９１ http://www.7311.jp
1853 ㈱アズ 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市上横田町６－１ http://www.az-orchid.com/

1854 ㈲コア
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 鹿沼市鳥居跡町９９１－４

1855
ＬＵＣＣＡ　ＨＡＩＲ’
Ｓ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 宇都宮市中今泉３－９－１

1856 ㈱サンエー
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 小山市若木町１－２３－４ http://www.3san-a.com

1857 ㈱花のギフト社 卸売業、小売業 栃木県 小山市乙女２－２０－２３ http://www.087gift.co.jp/

1858 幸栄瓦工業㈱ 建設業 栃木県 栃木市箱森町１０－２６ http://www.koueikawara.co.jp/gaiyou.htm

1859 佐藤精工㈱ 製造業 栃木県 鹿沼市府中町３９５－１ http://www.sato-seiko.jp/sub1.html

1860 徳原工業㈱ 製造業 栃木県 鹿沼市武士１０８８－２８ http://www.tokuhara-ind.co.jp/

1861 川崎工業㈱ 卸売業、小売業 栃木県 那須郡那珂川町馬頭４２２ http://www.kawasaki-kougyou.com/

1862 ㈱若目田製作所 製造業 栃木県
宇都宮市石井町１６５９－
５

http://www.wakameda.co.jp

1863 三益工業㈱那須工場 製造業 栃木県 那須塩原市野崎２０７ http://www.mmsk.co.jp

1864 ㈱栃木中村 製造業 栃木県
那須塩原市二区町４５８番
地

http://n-shokokai.or.jp/publics/index/137/

1865 坂本木工㈲ 製造業 栃木県 鹿沼市樅山町６２６－３



1866 ㈱小倉建設 建設業 栃木県
栃木市都賀町大柿１１６７
－３

http://www.cc9.ne.jp/~ogura-net/

1867 ㈱カルックス 製造業 栃木県 鹿沼市大和田町１番地 http://www.karux.com/
1868 ㈲ミナミ商事 運輸業、郵便業 栃木県 宇都宮市横田新町１９－３ http://www.minamiexp.co.jp/GAIYOU.HTM

1869 ㈲那須セラテック 製造業 栃木県
那須塩原市下厚崎５－４５
６

http://www.ns-ceratech.co.jp/company.html

1870
医療法人ヒポクラテス介
護ステーションたけむら

医療・福祉 栃木県 鹿沼市西茂呂４－４６－３ http://take2002.on.arena.ne.jp/care/care.html

1871 ㈲仁平製作所 製造業 栃木県 鹿沼市日吉町４９５ http://www.nihei-works.com/

1872 ㈱雀宮産業 製造業 栃木県 宇都宮市五代１－２－４ http://suzumenomiya.jp/s01.html

1873 ㈲関東実行センター
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 小山市大字外城１５７－３ http://www.kantou-jc.co.jp/

1874 岡田冷熱機工株式会社 設備工事 栃木県 足利市五十部町971
1875 スマートソース 専門サービス 栃木県 足利市通1-2670 www.smartsource.jp
1876 株式会社虎谷 食品製造 栃木県 足利市新山町1-6 www.ashikaga-toraya.com/

1877 江原会計事務所 専門サービス 栃木県 足利市朝倉町2-1-7
1878 三洋発條株式会社 金属製品製造 栃木県 足利市南大町473

1879 アンドー株式会社
プラスチック製
品製造

栃木県 佐野市堀米町1236

1880 わたらせテレビ株式会社 放送業 栃木県 足利市有楽町853 www.watv.ne.jp
1881 日新染工㈲ 繊維工業 栃木県 足利市今福町459
1882 イケダ創建㈲ 建築工事 栃木県 足利市五十部町354-7

1883 ㈱小林産業
プラスチック製
品製造

栃木県 足利市鹿島町426-5

1884 オグラ金属株式会社 金属製品製造 栃木県 足利市川崎町1310 www.ogura-gr.co.jp
1885 株式会社小林産業 金属製品製造 栃木県 足利市若草町4-30
1886 オグラ金属株式会社 繊維工業 栃木県 足利市真砂町7-32
1887 赤石工業㈱ 金属製品製造 栃木県 足利市大月町94-2
1888 北進工業株式会社 金属製品製造 栃木県 足利市富士見町70

1889 大同化学株式会社
プラスチック製
品製造

栃木県 足利市借宿町609-1 http://www.daido-chemical.co.jp/

1890 株式会社開倫塾 専門サービス 栃木県 足利市堀込町145 http://www.kairin.co.jp

1891
フロンティアハウスサー
ビス㈱

不動産 栃木県 足利市堀込町2090-1

1892 足利印刷㈱ 出版・印刷 栃木県 足利市福居町282 www.watv.ne.jp/~ashiin/

1893 ㈱浅沼経営センター 専門サービス 栃木県 足利市本城2丁目1901-8 www.asanuma21.com

1894 本所自動車㈱
輸送用機械器具
製造

栃木県 足利市名草下町1-2-3 www.honjo-body.co.jp

1895
㈲ココ・ファーム・ワイ
ナリー

食品製造 栃木県 足利市田島町611

1896 ㈲ナカヤマ
家具什器家庭用
機械器具小売業

栃木県 足利市利保町1-11-9

1897 月星食品㈱ 食品製造 栃木県 足利市錦町77 www.tsukiboshi-s.co.jp
1898 (協)足利給食センター 食品製造 栃木県 足利市福居町1770 www.taikobashi.co.jp

1899 ㈱トチセン
プラスチック製
品製造

栃木県 足利市福居町1143 www.tochisen.co.jp

1900 ㈱エコアール 機械器具卸売業 栃木県 足利市久保田町838-1 www.eco-r.jp/
1901 ㈱横田商事 専門サービス 栃木県 足利市羽刈町763-12 http://www1.ocn.ne.jp/~kkyokota/

1902
㈱ライフアドバイザリー
センター

保険 栃木県 足利市江川町3-10-7

1903 ㈱ニューミヤコホテル
旅館その他宿泊
所

栃木県 足利市南町4254-1

1904
共栄観光足利サービスセ
ンター

専門サービス 栃木県 足利市南町4254-1

1905 ㈲テックマネージメント
プラスチック製
品製造

栃木県 足利市中川町3644-3

1906 葛生製袋工業株式会社 その他製造業 栃木県 佐野市葛生西1-3-13 www.kuzuuseitai.co.jp
1907 ㈱ファニー 繊維製品製造 栃木県 足利市問屋町1177-11 www.fanny-lace.co.jp
1908 ニッシン㈲ 職別工事 栃木県 足利市猿田町3-40

1909 アートレスメタル㈱
輸送用機械器具
製造

栃木県 足利市借宿町591

1910 ㈲アクド建設 職別工事 栃木県 足利市利保町521-4
1911 株式会社ラピス その他卸売業 栃木県 足利市通2-12-12



1912 株式会社シオダ食品 食品製造 栃木県 佐野市御神楽町17-1 www.syougaya.co.jp

1913 有限会社松崎加工
プラスチック製
品製造

栃木県 佐野市堀米町1347-3

1914 有限会社ひまわり 社会福祉・介護 栃木県 佐野市小見町753 www.hanano-hiroba.sakura.ne.jp

1915 ㈱金子建設 建築工事 栃木県 足利市島田町781-1

1916
佐野ケーブルテレビ株式
会社

放送業 栃木県 佐野市大橋町2000-7 www.sctv.jp

1917 社会福祉法人すぎのこ会 社会福祉・介護 栃木県 下都賀郡岩舟町鷲巣302-1 www16.ocn.ne.jp/~suginok/

1918
株式会社ハルプエンター
プライズ

社会福祉・介護 栃木県 宇都宮市東宿郷5-3-4 www.halp.co.jp

1919 ㈱データサイエンス 専門サービス 栃木県 足利市堀込町2625-1
1920 丸仁産業㈱ 設備工事 栃木県 足利市伊勢町4-3-8

1921
株式会社明徳　ケアサ
ポート愛

社会福祉・介護 栃木県 佐野市葛生西3丁目11-4

1922
関東名鉄カーゴ・サービ
ス㈱

旅客・貨物運送 栃木県 足利市野田町1120-18

1923 有限会社和建築 建築工事 栃木県 足利市借宿1-20-2

1924
エスケープラント株式会
社

設備工事 栃木県 足利市朝倉町663-6 www.sk-plant.co.jp

1925 有限会社東武機工 金属製品製造 栃木県 足利市南大町237-5

1926
特別養護老人ホーム清明
苑

社会福祉・介護 栃木県 足利市大月町1042-2 www.seimeien.or.jp/

1927
特別養護老人ホーム緑風
苑

社会福祉・介護 栃木県 栃木市藤岡町355-2

1928
有限会社マイコミュニ
ティ

社会福祉・介護 栃木県 佐野市田沼町565-2

1929
特別養護老人ホーム唐沢
静山荘

社会福祉・介護 栃木県 佐野市奈良淵町701-2 www.karasawaseizan.jp

1930 株式会社田部井製作所 金属製品製造 栃木県 足利市羽刈町921-1 www.axis-tabei.co.jp

1931
特別養護老人ホーム蓬莱
荘

社会福祉・介護 栃木県 佐野市長谷場町1798-1

1932 株式会社高橋プロダクト 金属製品製造 栃木県 足利市朝倉町2-6-10 www.t-product.co.jp
1933 有限会社ハイテック 金属製品製造 栃木県 足利市島田町403
1934 有限会社かたくり 社会福祉・介護 栃木県 佐野市飯田町209-1
1935 東両毛通運株式会社 旅客・貨物運送 栃木県 足利市野田町1120-27

1936
株式会社エステート・ワ
ン

不動産 栃木県 足利市伊勢町3-4-14

1937 社会福祉法人ひまわり会 社会福祉・介護 栃木県 佐野市石塚町1018

1938 有限会社櫻井建設工業
窯業・土石製品
製造

栃木県 足利市名草中町3807-1

1939
ロジパートナーズ株式会
社

旅客・貨物運送 栃木県 足利市名草下町111 WWW.logipartners.co.jp

1940 友禅・江原㈱ 旅客・貨物運送 栃木県 足利市福居町3-2

1941
株式会社足南シルバー
サービスほほえみ

社会福祉・介護 栃木県 足利市堀込町1648-1

1942
株式会社金吾堂製菓栃木
工場

食品製造 栃木県 栃木市藤岡町都賀1208 www.kingodo.co.jp

1943
中外油化学工業株式会社
佐野工場

その他製造業 栃木県 佐野市出流原町444-2 www.chugai-yuka.co.jp

1944
藤岡ニューロング株式会
社

一般機械器具製
造

栃木県 栃木市藤岡町藤岡4254 www.nlwww.com

1945 藤岡商事株式会社 職別工事 栃木県 栃木市藤岡町大前646 www.fujiokashoji.co.jp
1946 ケアハウス　いちごの里 社会福祉・介護 栃木県 佐野市田島町213
1947 株式会社板橋製作所 金属製品製造 栃木県 足利市川崎町1323
1948 やすらぎの里　八州苑 社会福祉・介護 栃木県 栃木市藤岡町太田1394-1
1949 株式会社富士興油 その他製造業 栃木県 佐野市免鳥町342-1 www.fuji-koyu.com/
1950 社会福祉法人　愛光園 社会福祉・介護 栃木県 足利市稲岡町500
1951 菊池電気 電気工事 栃木県 足利市小俣町260-1

1952
株式会社　マツダアン
フィニ両毛

その他の小売業 栃木県 足利市助戸町1-644

1953 有限会社　協悦 金属製品製造 栃木県 下都賀郡岩舟町静和355-1 WWW.cc9.ne.jp/~kyouetsu/

1954
社会福祉法人　縁盛会
温寿苑

社会福祉・介護 栃木県 佐野市馬門町1470



1955
有限会社　ティアンドエ
ス

社会福祉・介護 栃木県 佐野市山形町296

1956
ＮＰＯ法人 両毛ケアサー
ビス

社会福祉・介護 栃木県 足利市駒場町568-1 www.n-p-o.or.jp

1957
特別養護老人ホーム　プ
ロムナードひこや

栃木県 足利市葉鹿町2019-1

1958 ケアハウス　ひこやの里 栃木県 足利市葉鹿町2019-1
1959 株式会社　田中商事 旅客・貨物運送 栃木県 足利市寺岡町476-4

1960 株式会社　斎藤精機
一般機械器具製
造

栃木県 足利市南大町475-7

1961 株式会社　佐取工務店 建築工事 栃木県 足利市常見町3-7-6

1962
さくらファミリー　株式
会社

保険 栃木県 足利市田島町57-

1963 株式会社　野口建設 栃木県 足利市芳町34-2

1964
有限会社　人事・労務ｺﾝｻ
ﾙﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽ

専門サービス 栃木県 佐野市浅沼町801 http://tamura-sr.jp

1965 株式会社　さくら屋 不動産 栃木県 足利市通り４丁目2573
1966 株式会社　ソリシター 栃木県 佐野市堀込町602-23
1967 有限会社　赤い屋根 社会福祉・介護 栃木県 佐野市浅沼町21

1968
有限会社　アイエスエス
オートサービス

栃木県 足利市寿町8-13

1969 有限会社　タナカ防災 栃木県 足利市大橋町1818-16
1970 有限会社　横田冷熱 栃木県 足利市上渋垂町1114

1971 株式会社　パワーライン
一般機械器具製
造

栃木県 足利市錦町32-6

1972 合名会社　亀屋商店 その他の小売業 栃木県 足利市福居町574
1973 株式会社　タマル工業 金属製品製造 栃木県 佐野市栄町3-3

1974
関東エクストロン商事株
式会社

栃木県 足利市福富町1097

1975
株式会社　コトラミート
カルチャ

栃木県 足利市堀込町1558

1976 株式会社　マルヤ 専門サービス 栃木県 佐野市若宮上町2-24
1977 株式会社　グランド 専門サービス 栃木県 足利市相生町389-5 www.grand-inc.co.jp
1978 中里建設　株式会社 建築工事 栃木県 佐野市栃本町1051
1979 日本総建　株式会社 建築工事 栃木県 佐野市堀米町613 http://www.rinjirou-nb.com

1980 株式会社　福寿草 社会福祉・介護 栃木県 佐野市堀米町613
1981 株式会社　Ｕ建築工房 建築工事 栃木県 足利市島田町151-1
1982 有限会社　ホアシ 保険 栃木県 足利市助戸新山町1537-7

1983
株式会社　スマイルフェ
イス

社会福祉・介護 栃木県 足利市田中町915-17

1984 株式会社　ＦＰＩ 保険 栃木県 足利市小俣南町２９－１

1985
有限会社　ホテル三吉野
別館

旅館その他宿泊
所

栃木県 佐野市富岡町324 www.hoteｌmiyoshino.co.jp

1986
株式会社　ＭＡＲＵＢＩ
ＳＨＩ不動産

不動産 栃木県 足利市田中町827

1987 株式会社　星秀社 金属製品製造 栃木県 小山市外城90-6 www.seisyusya.com
1988 三陽建設　株式会社 土木工事 栃木県 佐野市岩崎町1349 www.34const.co.jp
1989 株式会社　ホリモク 建築工事 栃木県 足利市家富町2253
1990 株式会社　ピカテック 専門サービス 栃木県 足利市川崎町2283
1991 Ｉｍａｇｉｎｅ＆Create 専門サービス 栃木県 足利市八幡町1-21-4
1992 アロマスクール＆月の桃 専門サービス 栃木県 足利市八幡町1-21-4

1993
丸山メンテナンス　株式
会社

設備工事 栃木県 足利市久松町33-3

1994 有限会社　初山染工 繊維工業 栃木県 足利市借宿町319

1995
新葉社会保険労務士事務
所

専門サービス 栃木県 足利市上渋垂町246-6

1996 社会福祉法人　鹿島会 社会福祉・介護 栃木県 足利市大沼田町2163-1
1997 有限会社　勝クリエート 社会福祉・介護 栃木県 足利市上渋垂町369-10
1998 モノプラン 設備工事 栃木県 足利市藤本町706-20
1999 株式会社　Ｓ’ｕａｖｅ 専門サービス 栃木県 足利市福富町1234-20
2000 有限会社　穂高運輸 旅客・貨物運送 栃木県 佐野市堀米町3859-2

2001
税理士法人　アイ・ブレ
インズ

専門サービス 栃木県 足利市山川町52-2

2002 有限会社　山栄電子 その他製造業 栃木県 足利市山下町1523-2



2003
朝摘み野菜の洋食館　路
遊亭

飲食業 栃木県 栃木市境町11-13 www.jiyuutei.com

2004 株式会社　J・O・Ｙ 専門サービス 栃木県 佐野市伊勢山町1440-1 http://joybb.jp/
2005 株式会社　吉川油脂 専門サービス 栃木県 佐野市飛駒町3845-3 www.y-yushi.com

2006
株式会社　ベネック　関
東支店

専門サービス 栃木県 佐野市栃本町1073-1 www.benex-co.co.jp

2007 正田フーズ　株式会社 食品製造 栃木県 佐野市町谷町2945
2008 有限会社　元起製作所 金属製品製造 栃木県 足利市鹿島町1125-3
2009 永倉自動車　有限会社 その他の小売業 栃木県 足利市堀込町190-3
2010 有限会社　山喜木材 その他の卸売業 栃木県 足利市山下町917
2011 有限会社　増田製作所 金属製品製造 栃木県 佐野市門馬町1672
2012 株式会社　ｂｏｗｔｅｃ 内装工事 栃木県 足利市百頭町2011-3

2013
ファイナンシャルソ
リューソンズ株式会社

専門サービス 栃木県 小山市喜沢1470-1 www.hokenprojet.co.jp

2014
株式会社　ＴＡＫＡＳＨ
ＩＮ

内装工事 栃木県 足利市大月町453-1

2015 江原自動車販売株式会社 その他の小売業 栃木県 足利市福居町5-3
2016 有限会社　大塚工芸 木製品加工 栃木県 足利市南大町3303
2017 株式会社　田口運輸 運輸 栃木県 足利市上渋垂町246-4
2018 有限会社　松村 飲食業 栃木県 足利市五十部町1135-3 www.taiho-s.jp
2019 柏崎組 建設業 栃木県 足利市今福町790-10-108
2020 株式会社　エフエムティ 金属製品製造 栃木県 足利市小俣町1790-5

2021 株式会社　タクト 専門サービス 栃木県
下都賀郡野木町友沼6508-
23

2022 春山プレス工業 金属製品製造 栃木県 足利市松田町996-3

2023
株式会社　シー・アー
ル・エス

建築業 栃木県 足利市葉鹿町1286-14

2024 浜岡工業　株式会社 製造業 栃木県 足利市板倉町149-6
2025 株式会社　ＣＩＮＱ 製造業 栃木県 足利市八幡町2-7-14 WWW.repair5.net
2026 有限会社　金子鉄工 製造業 栃木県 足利市福居町1757

2027 有限会社　高野
宿泊・飲食・
サービス業

栃木県 足利市朝倉町410-7

2028 株式会社　なるせ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市八幡町1-9-8 WWW.magokoro-naruse.com

2029 柳田メディア　株式会社 卸売業、小売業 栃木県 足利市田中町32-14 www.y-media.co.jp
2030 株式会社　日興　佐野店 卸売業、小売業 栃木県 佐野市伊勢山町1853 WWW.nikko-kaminarimon.com

2031 有限会社　和泉専 卸売業、小売業 栃木県 足利市福居町684-5 www.ginmaru.net

2032
足利伊萬里グループ銀丸
本店

宿泊・飲食・
サービス業

栃木県 足利市昌平町2359

2033 もりきん 卸売業、小売業 栃木県 足利市堀込町2031
2034 (有)　アラマキ 運輸業、郵便業 栃木県 足利市田島町1/26-1
2035 (有)大塚鉄工所 製造業 栃木県 足利市利保町3-9-11
2036 (株)鶴田ファ-ミング 農業・林業 栃木県 足利市羽刈町956-1

2037 手打ちそば　伊とう
宿泊・飲食・
サービス業

栃木県 足利市巴町3890-17

2038 光和ケアーズ(有) 医療、福祉 栃木県 栃木市本町17-9

2039
ノアグローバル・コーポ
レーション(株)

教育、学習支援
業

栃木県 佐野市相生町2816

2040 坂野商事㈱ 卸売業、小売業 栃木県 日光市所野６８９－２１

2041
久保田行政書士・労務管
理事務所　久保田哲也

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

群馬県
伊勢崎市昭和町1883-5　協
和昭和ビル2F

http:// tk-souzoku-support.com/

2042 NAIL Dr 　村岡真奈
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 桐生市相生町1-597-1　F号 http:// s.ameblo.jp/namimata/

2043 有限会社　エール
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 前橋市青柳町210-1

2044 おひさま 医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大久保
1666-1

http://12.ｗind.ne.jp/themilkyway/ 

2045 金井金属工業　株式会社 製造業 群馬県 前橋市元総社町337-4
2046 川添工業　株式会社 製造業 群馬県 渋川市川島2175 http://www.kawazoe-k.com

2047 株式会社丸山機械製作所 製造業 群馬県 高崎市小八木町304-2 http://www.maruyamakikai.co.jp/

2048
株式会社日東システム開
発

情報通信業 群馬県 太田市清原町5-8 http://www.nittosys.co.jp/



2049
株式会社 群馬フェリー
チェ学園

教育、学習支援
業

群馬県 佐波郡玉村町飯塚328番地 http://www.felice.ed.jp/

2050
介護センターななくさ株
式会社

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市豊城町1866-1 http://www.7793.co.jp

2051 島村めぐみ保育園
教育、学習支援
業

群馬県 群馬県伊勢崎市境島村2509

2052 かとう歯科 医療、福祉 群馬県
みどり市大間々町大間々
566-1

2053
医療法人社団 優志会 ヒ
ロデンタルクリニック

医療、福祉 群馬県
伊勢崎市宮子町3556-1ハイ
パーモールメルクス1F

2054 国民宿舎サンレイク草木 飲食店、宿泊業 群馬県 みどり市東町草木1654-1 http://www.sunlake-kusaki.net

2055 株式会社　英技研 製造業 群馬県 佐波郡玉村町上之手2103 http://www.hanabusagiken.co.jp

2056 株式会社　ブライト 建設業 群馬県 伊勢崎市連取町1864-1

2057
O2ハリーテクノ　株式会
社

製造業 群馬県 伊勢崎市境伊与久3263-2 http://www.o2harry.com/

2058
有限会社　針谷研磨工業
所

製造業 群馬県 伊勢崎市境東新井1052

2059
株式会社足利セラミック
ラボラトリー

医療、福祉 群馬県 群馬県太田市東新町６７２ http://www.acl-jp.com

2060
医療法人社団三思会ブ
ルーメンハイム・トー
ホー

医療、福祉 群馬県
群馬県太田市藪塚町３４４
６－１

http://www.blumen.jp

2061 FAST＆EASY 美容業 埼玉県 所沢市東所沢和田2-17-11
2062 ㈱古谷福祉音芸 介護福祉 埼玉県 所沢市星の宮2-3-29

2063 ㈱ベンチャー広報
その他のサービ
ス

埼玉県
さいたま市桜区神田２５９
－３

http://www.v-pr.net

2064 （株）橋本製作所 製造業 埼玉県
川越市芳野台１－１０３－
５０

http://www.kkhashimoto.co.jp

2065 （株）椿本鋳工 製造業 埼玉県 飯能市新光２０ http://www.tsubakimoto.jp/tic/

2066 日高市商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
日高市大字南平沢１，０８
３

http://www.shokokai.or.jp/11/hidaka/

2067 観光タクシー（有） 運輸業 埼玉県
東松山市若松町１－１－１
７

http://kankotaxi.web.fc2com/index.html

2068 （有）東和管理サービス 不動産業 埼玉県 草加市旭町３－５－７ http://touwa-ks.com/

2069
（有）ふれあいネット
ワーク

医療、福祉 埼玉県 鴻巣市上谷２，２３１－１ http://www.fureainet.jp/

2070
ナルミナス・キャリア
（株）

教育、学習支援
業

埼玉県
富士見市ふじみ野西４－１
－１

http://www.naluminous.com/takken/

2071 社会福祉法人　健友会 医療、福祉 埼玉県 川越市大字吉田２０４－２ http://www.minamikaze.or.jp

2072 ㈱テライ 製造業 埼玉県 羽生市北袋632

2073 （合同）Place
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 北足立郡伊奈町小室4703-1

2074
（有）さつきケアサービ
ス

医療、福祉 埼玉県 行田市荒木2131-3 http://www.satsukihome.co.jp

2075
(社福）永楽会特別養護老
人ホームひまわり

医療、福祉 埼玉県
比企郡川島山ヶ谷戸５１９
－１

ｈｔｔｐ：//ｅｉｒｋｕｋａｉ．ｏｒ．jp

2076
（有）野崎プラスティッ
ク工業所

製造業 埼玉県 川越市下広谷１１０２

2077 （株）リンクス 金融・保険業 埼玉県
さいたま市中央区下落合１
０７０－２

ｈｔｔｐ：//www．fｐｃｌｕｂ．co.jp

2078 （株）アルナ 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市緑区大崎２５６
２－２６

2079 （有）いりそ不動産 不動産業 埼玉県 狭山市南入曽５６０ ｈｔｔｐ：//ｉｒｉｓｏ．iｎｆｏ

2080
ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ
ＢＬＥＳＳＩＮＧ

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市南区南浦和２－
１４－１１

ｈｔｔｐ：//ｈａｉｒ　－blessing@com

2081
甲斐エレトロニクス
（株）

製造業 埼玉県
狭山市狭山台４－２４－２
０

ｈｔｔｐ：//ｋａｉ－ｅlｃ．co．ｊｐ　　　

2082 （株）シンミドウ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市大宮区仲町３－
４８－２仲町ビル１F

ｈｔｔｐ：//www．sinmido．com　　

2083 （株）ジーピーエム 建設業 埼玉県 所沢市北原町８６６－１６ ｈｔｔｐ：//g-p-m．ｃｏ．Ｊｐ　

2084 （株）和孝 不動産業 埼玉県
さいたま市南区南本町１－
１２－１３三貴ビル４F

ｈｔｔｐ：//www．gaisou-wako.co.jp　　



2085 廣島電子工業（株） 医療、福祉 埼玉県 戸田市新曽２２４５

2086 （有）テック大宮
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県
さいたま市見沼区蓮沼１９
９－５

2087 （有）プラスアルファー 医療、福祉 埼玉県
ふじみ野市上福岡１－１５
－２

ｈｔｔｐ：//www．hikari-seikotsuin.com　

2088
（株）谷澤総合コンサル
タント

不動産業 埼玉県
富士見市ふじみ野西１－２
０－６

ｈｔｔｐ：//www．yazawasougou.co.jp

2089
（非営利）ぽぽらーと
さとっこ

医療、福祉 埼玉県 三郷市幸房１０５７－３

2090
すみえ社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市中央区上落合２
－３－２　５Ｆ

ｈｔｔｐ：//www．sumie-sr.com

2091 （株）鈴木人形 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市岩槻区本町３－
５－１６

ｈｔｔｐ：//www．suzuki-mingyo.com

2092
日本フェルト（株）埼玉
工場

製造業 埼玉県 鴻巣市原馬室８８ ｈｔｔｐ：//www．felt.co.jp

2093 （株）ＣＳテクノス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 戸田市笹目７－１０－２６

2094
（株）ウェルディングア
ロイズ・ジャパン

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
久喜市菖蒲町昭和沼２４－
１

ｈｔｔｐ：//www．waj.co.jp

2095 ㈱森村自動車 卸売・小売業 埼玉県
児玉郡上里町神保原町841-
1

ｈｔｔｐ：//morimaru.com

2096 ㈱須賀 建設業 埼玉県 児玉郡上里町金久保1095

2097 （有）いりプロパン
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 児玉郡上里町五明643-1

2098 ㈱上里建設 建設業 埼玉県 本庄市見福3-14-14 ｈｔｔｐ：//kamiken.info

2099 ラジエンスウエア㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 児玉郡上里町堤696-7 ｈｔｔｐ：//www．radianceware.co.jp

2100 ㈱はせがわ 卸売・小売業 埼玉県 児玉郡神川町新宿48-3
2101 （有）マチダサポート 製造業 埼玉県 児玉郡神川町新里182-5
2102 （有）埼北陸自 運輸業 埼玉県 児玉郡神川町植竹543-1
2103 ㈱塚本ルーフ 建設業 埼玉県 児玉郡神川町八日市182-2 ｈｔｔｐ：//www．tsukamoto-yane.com

2104 報徳石産㈱
鉱業・採石業・
砂利採取業

埼玉県 児玉郡神川町元阿保47-2

2105 （有）スマイルサービス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡美里町阿那志775

2106 ㈱坂井住設 建設業 埼玉県 児玉郡美里町白石1452-16 ｈｔｔｐ：//www．sakaijyuusetu.co.jp

2107 ㈱ニューエイト
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡美里町沼上1266-4 ｈｔｔｐ：//www．autopark8.com/

2108 ㈱小林畜産 卸売・小売業 埼玉県 児玉郡美里町関70 ｈｔｔｐ：//www14.ocn.ne.jp

2109 （有）こめ吉商店 卸売・小売業 埼玉県 本庄市千代田1-3-33

2110 ㈱ビジネスサポート
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 本庄市五十子3-6-17 ｈｔｔｐ：//www.k.65.co.jp

2111 マルキ工業㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 本庄市栄1-6-12 ｈｔｔｐ：//members.home.ne.jp/marukik.k/index.htm

2112 （有）根岸設備
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 本庄市本庄4-8-38

2113 （有）岡芹タイル商会 建設業 埼玉県 本庄市今井723-1

2114 ㈱サイセキ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 本庄市若泉3-4-7

2115 ㈱シックスサービス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡上里町七本木2881 ｈｔｔｐ：//www．six-service.co.jp

2116 高橋自動車㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 児玉郡上里町七本木2913-2 ｈｔｔｐ：//www．takahashi-car.com

2117 （有）ロイヤル工業 製造業 埼玉県 児玉郡美里町関2072-3

2118 サン英クリーンサービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
児玉郡上里町七本木896-1
ドゥプレックスⅡ103

2119 坂本建興㈱ 建設業 埼玉県 本庄市前原2-1-13
2120 （有）ケンコー 建設業 埼玉県 本庄市前原2-1-13
2121 アベ建材（有） 建設業 埼玉県 本庄市栄1-4-38 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ8.plala.or.jp



2122 （社福）宥和 医療、福祉 埼玉県 本庄市北堀2041
2123 ㈱グッドワン 建設業 埼玉県 本庄市見福4-2-16
2124 ㈱三立製作所 製造業 埼玉県 本庄市千代田2-1-17
2125 フリージア㈱ 医療、福祉 埼玉県 児玉郡上里町七本木3617-7
2126 ㈱髙邦運輸 運輸業 埼玉県 本庄市今井548-4

2127 ㈱東庄
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 本庄市朝日町3-1-40 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.tosho-co.jp

2128 むさしサービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 本庄市朝日町3-1-40

2129 （有）三宅不動産 不動産業 埼玉県 本庄市見福2-8-14
2130 本庄福島病院 医療、福祉 埼玉県 本庄市北堀1780

2131 ㈱ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙソフトウェア
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 本庄市見福3-11-10 ｈｔｔｐ：//www．globals.jp

2132 武正㈱ 卸売・小売業 埼玉県 本庄市前原2-3-25 ｈｔｔｐ：//www．takemasa.co.jp

2133 温井住設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市若泉1-11-30 ｈｔｔｐ：//www．nukui-j.net

2134 ㈱関口組 建設業 埼玉県 本庄市日の出2-1-46
2135 ㈱高岸塗装 建設業 埼玉県 本庄市柏1-7-16
2136 埼玉北部ヤクルト販売㈱ 卸売・小売業 埼玉県 本庄市東台4-8-4 ｈｔｔｐ：//www．mahokubu-yakult.co.jp

2137
（医社団）服部クリニッ
ク

医療、福祉 埼玉県 本庄市東台4-1-22

2138 （社）本庄法人会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 本庄市朝日町3-1-35 ｈｔｔｐ：//www．honjohojinkai.jp

2139 （有）シーピーエス
教育、学習支援
業

埼玉県 本庄市南2-4-5BAビル1F ｈｔｔｐ：//www.cpsnet.jp

2140 ㈱上武 製造業 埼玉県 本庄市共栄116 ｈｔｔｐ：//www.jo-buco.jp

2141 神川町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 児玉郡神川町植竹900-4 ｈｔｔｐ：//www.shokokai.or.jp

2142
㈱日本ヒーティングプラ
ン

製造業 埼玉県 本庄市見福4-2-16 ｈｔｔｐ：//www.raiz.info

2143 （有）高橋工業 運輸業 埼玉県 本庄市共栄56-1
2144 山照共和㈱ 製造業 埼玉県 本庄市今井354-4

2145 ㈱イーグル
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 本庄市仁手1612-3

2146
（有）本庄ニューグンイ
チ

製造業 埼玉県 本庄市若泉3-7-3

2147 金子熱機工業㈱ 製造業 埼玉県 本庄市台町927-1
2148 ㈱誠和 製造業 埼玉県 本庄市小島南3-9-10
2149 ㈱横尾材木店 建設業 埼玉県 本庄市本庄1-1-7 ｈｔｔｐ：//www.yo-ko-o.com

2150 真下建設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市日の出1-5-7 ｈｔｔｐ：//www.mashimo.co.jp

2151 本庄生コン㈱ 製造業 埼玉県 児玉郡上里町大御堂95
2152 （有）マルエー 卸売・小売業 埼玉県 本庄市西富田281-1
2153 埼北三菱自動車販売 卸売・小売業 埼玉県 児玉郡上里町七本木3005 ｈｔｔｐ：//www．saihoku-mmc.com

2154 （医法）柏成会青木病院 医療、福祉 埼玉県 本庄市下野堂1-13-27
2155 高橋ソース㈱ 製造業 埼玉県 本庄市下野堂604-7 ｈｔｔｐ：//www．takahashisauce.com

2156 （有）本庄研磨工業所 製造業 埼玉県 本庄市寿3-1-15
2157 ㈱矢島防水布加工所 製造業 埼玉県 本庄市小島2-2-19

2158 上里町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 児玉郡上里町七本木925-6 ｈｔｔｐ：//www．syokoukai.or.jp

2159 ㈱ウラノ 製造業 埼玉県 児玉郡上里町七本木3563 ｈｔｔｐ：//www．kk.uramo.jp

2160
（医）博成会中央歯科医
院

医療、福祉 埼玉県 本庄市駅南2-15-3 ｈｔｔｐ：//www．chuo-dental.com

2161 本庄ガス㈱
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 本庄市銀座3-4-21 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.honjogas.co.jp

2162 児玉商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 児玉郡児玉町児玉325-5 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.syokoukai.or.jp/kodama

2163 ㈱サン21
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
本庄市千代田3-2-11丸山店
舗



2164 ㈱才武給食 製造業 埼玉県 本庄市小島6-11-37
2165 横尾建設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市小島6-11-67 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yokoo-ke.co.jp

2166 金田理化学工業㈱ 卸売・小売業 埼玉県 本庄市銀座2-12-16

2167 ㈱サイセン
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 本庄市日の出3-7-9 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.saisen.biz.inder.html

2168 本庄測量設計㈱
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 本庄市本庄3-5-7

2169 永井運輸㈱ 運輸業 埼玉県 児玉郡美里町北十条400-1

2170 美里町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 児玉郡美里町木部323-3

2171 岡崎電機㈱ 製造業 埼玉県 本庄市寿3-2-47
2172 福島工業㈱ 製造業 埼玉県 本庄市北堀1509

2173 本庄ケーブルテレビ㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 本庄市西富田648-1 ｈｔｔｐ：//www．hcatv.net/

2174 PLAMO㈱ 製造業 埼玉県 本庄市仁手279 ｈｔｔｐ：//www.plamo-k.com

2175 本庄商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 本庄市朝日町3-1-35 ｈｔｔｐ：//www.honjocci.or.jp

2176 （有）野口石材 建設業 埼玉県 本庄市滝瀬1434

2177
アン・モール・エーケー
㈱

卸売・小売業 埼玉県 本庄市東台5-4-13

2178 井河自動車㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 本庄市東台1-4-14

2179 （有）御菓子司せきね 卸売・小売業 埼玉県 本庄市中央3-3-41
2180 （有）鈴木不動産 不動産業 埼玉県 本庄市銀座2-10-9 ｈｔｔｐ：//wwwl.ocn.ne.jp
2181 竹並建設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市西富田303-1 ｈｔｔｐ：//www.takenami.co.jp

2182 (特非）ワクワクボード
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
本庄市けや木1-26-18STビ
ル２階

ｈｔｔｐ：//www.members.my.home.ne.jp

2183 ㈱ジャパンエクシード 医療、福祉 埼玉県 本庄市下野堂1-20-8 ｈｔｔｐ：//www.gokannosato.com

2184 ㈱大野木産業 卸売・小売業 埼玉県 本庄市銀座2-10-12

2185 (株)小林茂商店
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市今井１１０６ ｈｔｔｐ：//www.kobasyo.net/

2186 （有）武蔵野ブレーン
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市桜木町２－３５

2187 秋保（株）
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市石原１６３－５ ｈｔｔｐ：//www.akiu.me/

2188 ふかや市商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 深谷市永田1420番地 ｈｔｔｐ：//www.syokoukai.or.jp/fukaya/

2189 くまがや市商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市妻沼１７０６－１ ｈｔｔｐ：//www.kumagaya-syoukoukai.com/

2190 株式会社　中村印刷 製造業 埼玉県
久喜市菖蒲町上大崎５３９
－７

http://www.nakamuraprinting.co.jp

2191
神保社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 春日部市栄町２丁目１０８ http://jimbo-sr:com

2192 神保税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 春日部市栄町２丁目１０８

2193
株式会社やさしい手南・
やさしい手春日部訪問事
業所

医療、福祉 埼玉県
春日部市新宿新田３３３－
１４０ー２０２

2194 株式会社AndBeauty
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
越谷市南越谷１丁目１１－
８第一金子ビル４階

http://www.dropnail.jp/

2195
ビー・アイ・シー社会保
険労務士法人

専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区日本橋人形町２－１
５－１５　新扇堂ビル５階

http://www.bic-sr.com/

2196
アップシードレジデン
シャル株式会社

不動産業 東京都
新宿区四谷１ー７－２　第
２鹿倉ビル２階

http://www.upseed.co.jp/

2197 株式会社妃粋
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
目黒区鷹番３－６－２０
三澤堂ビル２階

http://locomo-stretch.com



2198 株式会社ワイズ 情報通信業 東京都
北区赤羽台３－７－４　赤
羽ＢＡＮＳＡＹＳ２Ｆ

http://www.wisenet.co.jp/

2199 株式会社地方総合研究所 飲食店、宿泊業 東京都 北区東田端１－１３－９ http://www.uknet.co.jp

2200
株式会社うえじまインベ
ストメント

情報通信業 東京都
北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟７階

http://www.uknet.co.jp

2201
株式会社オープン・シス
テム・ソリューションズ

情報通信業 東京都
北区東田端１－１３－１０
ツインビル田端Ａ棟５階

http://www.uknet.co.jp

2202 株式会社アグリゲート 卸売・小売業 東京都 渋谷区広尾３－１７－２５ http://agrigate.co.jp

2203 リエゾン雪谷店
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 大田区南雪谷２－２－１０

2204
株式会社アイスリーデザ
イン

情報通信業 東京都
渋谷区渋谷２－６－１２
ベルデ青山２Ｆ

www.i3design.jp

2205 株式会社ケーシーツー
専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区勝どき６－３－１
ＴＨＥ ＴＯＫＹＯ ＴＯＷ
ＥＲＳシータワー２２１６

http://kc2.co.jp/ 

2206
株式会社日本マイクロリ
ンク

情報通信業 東京都
台東区東上野１－１４－５
ユーエムビル４Ｆ

www.mlink.co.jp/ 

2207 株式会社コヤナギ 卸売・小売業 東京都 文京区本郷４ー１７ー８ www.kyng.co.jp

2208
アイビーウエーブ株式会
社

情報通信業 東京都
新宿区西新宿７－１８－５
中央第７西新宿ビル

www.ivywave.com/ 

2209
株式会社ＣＳ保険アドバ
イザーズ

金融・保険業 東京都
渋谷区代々木　２－１１－
５

www.cshoken.jp/

2210
株式会社UKトレーディン
グ

卸売・小売業 東京都 目黒区五本木３－７－８ www.car-port.co.jp

2211 Ｇｉｆｔ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
世田谷区祖師谷１－８－１
５　玉村ビル２階

http://www.gift-hd.com

2212 株式会社アース 情報通信業 東京都
渋谷区円山町２３－９－１
００３

http://www.airth.co.jp

2213 新大橋運輸株式会社 運輸業 東京都 江東区辰巳３－１４－２１ http://www.sinohasi.jp

2214
リラクゼーションスパ五
感

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
豊島区東池袋１－３６－５
第二成澤ビル８階

http://www.gokan-spa.com

2215 株式会社アプサ 情報通信業 東京都
文京区白山５－３６－９
白山麻の実ビル１０Ｆ

http://www.apsa.co.jp

2216
アルファックス　株式会
社

製造業 神奈川県
川崎市中原区下新城３－１
３－１３

http://www.alphax.co.jp

2217 ＴＲＵＳＴＹ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県
横須賀市若松町１－１８－
９ダイヤモンドビル２階

http://trusty-hair.com/

2218 有限会社　諏訪誠商店 卸売業、小売業 神奈川県
横須賀市根岸町５－２３－
１

2219 辻飼料園芸部 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市上町３－３１

2220 株式会社　西久 卸売業、小売業 神奈川県
川崎市宮前区水沢１－１－
１川崎中央卸売市場北部市
場

http://www.nisikyu.co.jp/index.html

2221 有限会社　松商 建設業 神奈川県
三浦市南下浦町上宮田１１
９６－１

2222
株式会社　横須賀葉山ラ
イフネット

医療・福祉 神奈川県 横須賀市芦名１－１－１

2223
有限会社　Ｃｏｃｃｉ
グループホームちゃばし
ら

医療・福祉 神奈川県
横須賀市坂本町５－５－１
８

2224 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ
宿泊業、飲食
サービス業

神奈川県 横須賀市津久井１－４－７ http://bluemoon-yokosuka.jimdo.com/

2225
三光エンジニアリング
株式会社

建設業 神奈川県
横浜市泉区中田東１－３６
－９たてビル

2226 高津通信　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市宮前区野川４０７１
－１

http://www.taka-2.co.jp

2227
有限会社　浅葉塗装工業
所

建設業 神奈川県 三浦市三崎１－１２－４ http://www.painter-asaba.jp

2228 ㈱ジャパウイン 医療、福祉 神奈川県
川崎市川崎区東田町5-3ﾎﾝﾏ
ﾋﾞﾙ8階

http://www.japawin.jp/

2229 ㈱ワンズオン 情報通信業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎東2-6-
13

2230 ㈱川越サイン 建設業 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区新桜ヶ丘
1-19-1-203



2231 ㈲アイン精巧 製造業 神奈川県 横浜市都筑区池辺町3468 http://www.ainseiko.com

2232 アンティリーフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市高津区下作延2-7-41
ｺﾛﾅｰﾃﾞ溝口208

http://r.goope.jp/antileaf

2233 ㈲ベストパートナー
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横浜市神奈川区台町8-14ﾍﾞ
ｲｼﾃｨ滝川602

http://www.galu-agency.co.jp

2234 ㈱ウェルメ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市金沢区柳町34-2 http://www.hilo.asia/

2235 ㈱スマイルチェリー
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市鶴見区諏訪坂20-24 http://www.kurumayatsurumi.com

2236 石川社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
厚木市中町2-13-14ｻﾝｼｬｲﾝ
ﾋﾞﾙ601

http://www.isikawa-sk.com/

2237 はぐくみカンパニー㈱ 医療、福祉 神奈川県 横浜市緑区鴨居4-76-10

2238
㈱ｔｒｅａｔ（Bike Shop
Loop)

卸売・小売業 神奈川県
横浜市青葉区荏田西1-1-5-
101

http://www.ps-loop.com

2239
アルムヒューマン　株式
会社

複合サービス事
業

神奈川県
厚木市寿町３－４－５　米
山建物１Ｆ

2240
アルムヒューマン株式会
社川崎事業所

複合サービス事
業

神奈川県
川崎市川崎区富士見１－６
－３

2241
アルムヒューマン株式会
社飯山事業所

複合サービス事
業

神奈川県 厚木市飯山３１５０

2242
アルムヒューマン株式会
社緑ヶ丘事業所

複合サービス事
業

神奈川県 厚木市緑ヶ丘５－１８－２

2243 社会福祉法人　報徳会 医療、福祉 神奈川県 相模原市南区磯部４３６３

2244
特別養護老人ホーム　は
なさか

医療、福祉 神奈川県 相模原市南区磯部４３６３

2245 Primo Nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町４－１２－５
サツキプラザ２０２

2246 大野土建　株式会社 建設業 神奈川県
相模原市中央区千代田3-
19-9

2247
大野土建　株式会社　愛
川支店

建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津7439番地

2248
大野土建株式会社愛川機
材センター

建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津7391

2249
大野土建内陸工業団地機
材センター

建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4083

2250
大野土建志田機材セン
ター

建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増2689

2251 有限会社　ダイショウ 不動産業 神奈川県
厚木市愛甲東１丁目１４番
２号

2252
神奈川県内陸工業団地協
同組合

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 厚木市上依知３００１番地

2253 株式会社　内田製作所 製造業 神奈川県 厚木市上依知3021

2254 岩井機械工業　株式会社 製造業 東京都
大田区東糀谷3丁目17番10
号

2255
岩井機械工業株式会社厚
木工場

製造業 神奈川県 厚木市上依知3006-3

2256
岩井機械工業株式会社厚
木第二工場

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4036-6

2257
フレアーナガオ　株式会
社

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増359-5

2258
フレアーナガオ　株式会
社　工場

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増359-5

2259
フレアーナガオ　株式会
社　厚木工場

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4010

2260
日本ハードメタル　株式
会社

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4004

2261 株式会社　ニッキ 製造業 神奈川県 厚木市上依知3029番地

2262
株式会社 シンクスコーポ
レーション

製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津桜台
4057-2

2263
東京スチールセンター株
式会社　相模原工場

製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台２丁目
８−２１



2264
東京スチールセンター株
式会社

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4020-6

2265
アズフィット株式会社
愛川センター

運輸業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津4036番11
号

2266
株式会社牧野フライス製
作所厚木事業所

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4023

2267
株式会社ニチベイ生産本
部

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4024

2268
日本フルハーフ　株式会
社

製造業 神奈川県 厚木市上依知上ノ原3034

2269 厚木瓦斯　株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県 厚木市上依知3014

2270 大久保歯車工業株式会社 製造業 神奈川県 厚木市上依知3030番地

2271
大久保歯車工業株式会社
厚木工場

製造業 神奈川県 厚木市上依知3010番地

2272
株式会社 ユニカフェ　工
場

製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津字桜台
4026‐9

2273 株式会社オーネックス 製造業 神奈川県
厚木市上依知字上ノ原
3012-3

2274
農事組合法人愛川杜仲の
郷

農業・林業 神奈川県 愛甲郡愛川町田代６６７

2275 日本冷食開発株式会社 運輸業 神奈川県 厚木市関口４０７－４
2276 株式会社三光 金融・保険業 神奈川県 厚木市下萩野１４８４－２

2277
株式会社ジャパンクリエ
イティブ

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
厚木市中町２－１３－１０
オリンピックマンション７
０２

2278
株式会社ニューデリカ相
模原

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区相模原３－
９－２１

2279
株式会社ニューデリカ橋
本店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区西橋本５－１
－１

2280
株式会社ユニティビュー
ティアカデミー

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区相模原２－
１３－１４小津ビル

2281 株式会社五十鈴 製造業 神奈川県 厚木市金田１２５－１

2282
有限会社田所啓二建築設
計事務所

建設業 神奈川県
相模原市中央区田名５５８
１

2283
有限会社　フジ設計事務
所

建設業 神奈川県
相模原市中央区相模原６－
２０－１２－１Ｆ

2284 大器機械　株式会社 製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町中津４０２８
－１

2285 Loop for hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区古淵１－１８
－２５

2286
サステナブル・クルー
株式会社

卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区相模大野６－
７－９－６Ｂ

2287
有限会社　ふるーる　あ
ん

卸売・小売業 神奈川県 秦野市柳町１－２２－１

2288 箱根料理宿　弓庵 飲食店、宿泊業 神奈川県
足柄郡箱根町二ノ平１２９
７－２４８

2289 ホテル　東山閣 飲食店、宿泊業 栃木県 日光市川治温泉川冶５２

2290 株式会社　キャドネット
複合サービス事
業

神奈川県
愛甲郡愛川町半原２６４９
－９

2291 ㈱本郷屋
サービス業（他
に分類されない

埼玉県 草加市神明1-11-4 http://hongouya.com/

2292
㈱オーナーサポートコン
サルティング

不動産コンサル
タント

埼玉県
さいたま市大宮区大門町3-
22-2

http://www.no1-osc.com

2293 ㈱東京チタニウム 製造業 埼玉県
さいたま市岩槻区古ヶ場２
－３－１０

http://tokyo-titanium.co.jp

2294 桜田電設㈱ 建設業 埼玉県
さいたま市西区内野本郷６
１７－７０

http://sakurada-d.co.jp

2295 （株）エコロジテム 運輸業 埼玉県 東松山市下唐子１，５５４ http://www.eco-logitem.co.jp

2296 （株）大村製作所 製造業 埼玉県 東松山市下唐子１，６０６ http://www.ohmurasei.co.jp/

2297 （株）小島光学製作所 製造業 埼玉県
秩父郡東秩父村御堂７４０
－１

http://www.kojima-kogaku.co.jp

2298 関口産業（株） 製造業 埼玉県 東松山市下唐子１，９５５ http://www.sekiguchi-sangyo.com



2299 セキネシール工業（株） 製造業 埼玉県
比企郡小川町下里１，５０
３

http://www.sekineseal.co.jp

2300 高橋精機（株） 製造業 埼玉県
東松山市大字新郷８８－２
０

2301 ニチバンプリント（株） 製造業 埼玉県
比企郡小川町大字西古里９
２５－１

http://www.nichibanprint.co.jp/

2302
特養老人ホーム　鳩山松
寿園

医療、福祉 埼玉県
比企郡鳩山町大字小用５５
４

2303
ユニシアジェーケーシー
ステアリングシステム
（株）

製造業 埼玉県 比企郡滑川町都２５－１０ http://unisiajkc.co.jp/

2304 飯能商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 飯能市本町１－７ http://www.hanno-cci.org/

2305
（株）ワイ・イー・デー
タ

製造業 埼玉県 入間市新光１８２ http://www.yedata.co.jp

2306 長生館 飲食店、宿泊業 埼玉県 秩父郡長瀞町長瀞４４９ http://www.choseikan.com

2307 共和電機（株） 建設業 埼玉県 秩父市寺尾３，９５５－１ http://www.kyowa-jp.co.jp/d

2308 （株）タイセー 製造業 埼玉県 秩父市下吉田６，９７２ http://mkt-taisei.co.jp/
2309 太洋建設（株） 建設業 埼玉県 秩父市近戸町１５－１３

2310 （株）タナカ技研 製造業 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野
１，６５８

http://www.tanakagiken.co.jp

2311
（株）三喜ビジネスコー
ポレイション

金融・保険業 埼玉県
さいたま市南区沼影１－２
０－１

http://www.myfavorite.bz/miki/pc/

2312 （有）山口製作所 製造業 埼玉県 吉川市小松川６６７－２ http://www.yamaguchiss.com

2313
エヌ・ティ・ティシステ
ム開発（株）

情報通信業 埼玉県
さいたま市中央区上落合８
－１４－２３

http://www.ntt-rpnet.co.jp/k

2314 秩父エレクトロン（株） 製造業 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野
１，１１１

http://www.cec.kk.co.jp

2315 秩父電子（株） 製造業 埼玉県 秩父市山田２１７８ http://www.ec-kk.co.jp
2316 （株）寺尾工げい 製造業 埼玉県 秩父市寺尾２８０４－４
2317 （株）和銅鉱泉旅館 飲食店、宿泊業 埼玉県 秩父市黒谷８２２－１ http://www.wadoh.co.jp

2318 小沢電気工事（株） 建設業 埼玉県 行田市宮本１５－８ http://www.ozawadenki.co.jp

2319 （医）弘人会　中田病院 医療、福祉 埼玉県 加須市元町６－８ http://www.nakada-hp.com

2320
（株）ファイブイズホー
ム

建設業 埼玉県 行田市持田３－２－１７ http://www.fiveishome.jp/

2321 （有）フクシ　藤の里 医療、福祉 埼玉県 加須市鴻茎２１６８－１ http://2943.jp
2322 儘田産業（株） 卸売・小売業 埼玉県 羽生市南５－３－２１ http://www.mamada-web.com

2323 (社福)大吉会 医療、福祉 埼玉県 越谷市大吉５５２－１ http://www.ooyoshikai.jp

2324 第一線材鋼業（株） 建設業 埼玉県
越谷市南越谷４－１８－１
２

http://www.daiichi-senzai.com

2325
田辺工業（株）埼玉技術
センター

建設業 埼玉県 吉川市旭３－４ http://www.tanabe-ind.co.jp

2326
ティーエルロジコム
（株）吉川支店

運輸業 埼玉県 吉川市旭１－１ http://www.tl-logicom.co.jp

2327 草加商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 草加市中央２－１６－１０ http://www.sokacity.or.jp

2328 ムサシパッケージ（株） 製造業 埼玉県 草加市弁天４－２４－２６

2329
（学）武田学園　ツンビ
ニ幼稚園

教育、学習支援
業

埼玉県 川越市宮元町１－１４ http://www.kawagoe-runbini.jp/

2330 （有）横綱 医療、福祉 埼玉県 坂戸市中富町７３－２７ http://www.sakado-kids.com

2331 （株）書楽 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区上落合２
－３－５　アルーサＢ館

http://www.syoraku.co.jp

2332 （有）いずみ製作所 製造業 埼玉県 川口市柳崎２－１９－２５ http://www.izumiseisakusyo.co.jp

2333 （株）ユタカ電機製作所 製造業 埼玉県 皆野町大字皆野１６３２ http://www.yutakadenki.jp

2334 （有）川連制作所 製造業 埼玉県 横瀬町横瀬５０８ http://www12.plala.or.jp/kawa-ltd/

2335
（株）アグリカルチャー
センター

製造業 埼玉県 秩父市神宮地町３０－２０

2336 （株）埼玉富士 製造業 埼玉県 秩父市山田７８３ http://www.saitamafuji.co.jp/

2337 日本施設（株） 建設業 埼玉県 秩父市下宮地９－８

2338 関東粉化工業（有） 製造業 埼玉県
皆野町大字皆野３０５３－
３

2339 （株）山口組 建設業 埼玉県 秩父市大野原１３３３ http://www.yg1.co.jp



2340
ボッシュ（株）東松山工
場

製造業 埼玉県
東松山市箭弓町３－１３－
２６

http://www.bosch.co.jp

2341 竹澤サービス（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 小川町大字靭負１１３ http://www.takezawa-s.com

2342 （有）安藤螺子制作所 製造業 埼玉県 小川町大塚５５６

2343 （株）クリディアル 建設業 埼玉県
さいたま市浦和区針ヶ谷３
－７－７－１０１

http://www.credeal.co.jp

2344 飯能老年病センター 医療、福祉 埼玉県 飯能市下加治１４７ http://www.hanno-geriatric-hospital.jp

2345 日東商工（株） 製造業 埼玉県 日高市原宿４００

2346
北川辺学童保育の会　げ
んきクラブ

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 加須市麦倉１１９０

2347 （株）ベルク 卸売・小売業 埼玉県 寄居町用土５４５６ http://www.belk.jp

2348 嵐山町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 嵐山町菅谷４４５－１ http://www.ranzan.or.jp

2349
（株）昭工舎　毛呂山工
場

製造業 埼玉県 毛呂山町毛呂本郷３１０ http://www.shokosha.co.jp/

2350 （株）オガワ制作所 製造業 埼玉県 小川町小川１２７２ http://www.ogawa-mfg.co.jp

2351 （株）新堀製作所 製造業 埼玉県 日高市大字新堀３０１－１ http://www.niihori-ss.co.jp

2352 （有）角仲林業 農業・林業 埼玉県 秩父市大滝９６３ http://www.kakunaka-chichibu.com

2353 （有）システック 医療、福祉 埼玉県 深谷市東方３７６８－１７

2354
エス・ピー・アイ・イグ
ティブ（株）

建設業 埼玉県 熊谷市肥塚６９７－３ http://sora.spino.jp/

2355
村田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
飯能市大字双柳３５３－５
２

2356 （株）シュトルツ 製造業 埼玉県
さいたま市南区辻６－２－
４

http://www.stolz.co.jp

2357 （株）ユニックス
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 蕨市塚越２－３－１４ http://www.uniz.co.jp

2358 （株）角田 製造業 埼玉県 熊谷市久保島９３６－１ http://www.k-tsunoda.co.jp

2359 （株）白山制作所 製造業 埼玉県 飯能市新光１番地 http://www.hakusan-mfg.co.jp

2360 （株）日本グリーン企画 建設業 埼玉県 深谷市人見４７９－４

2361
埼玉療育友の会
　障害者支援施設　山鳩
よりい

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 寄居町大字藤田３２２－１ http://www.yamabato-yorii.jp

2362 シャロム電子（株） 製造業 埼玉県 飯能市岩渕４２５－１ http://www.cdk-shalom.co.jp/

2363
丸美屋食品工業（株）
埼玉工場

製造業 埼玉県 日高市旭ヶ丘９９５ http://www.marumiya.co.jp

2364 飯能資材（株） 建設業 埼玉県 飯能市双柳７６０－１４ http://www.hanno.co.jp

2365 （株）水花
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市肥塚１０９４－１

2366 （株）藤沢商事 製造業 埼玉県 熊谷市問屋町２－５－５ http://www.fujisawa-s.co.jp/

2367 （社福）花園公益会 医療、福祉 埼玉県 深谷市小前田２６７７
2368 （株）パクセル 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市弥藤吾２１２５－１

2369
（有）フレッシュサンク
リーン

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市千代６４－８ http://homepage2.nifty.com/sunclean

2370
（NPO法人）三山の家
グループホームあすか村

医療、福祉 埼玉県 熊谷市善ヶ島５６８－３

2371 勝田あすなろ保育園 医療・福祉 茨城県
ひたちなか市武田９０１－
２

http://www.asunaro.ed.jp

2372 ㈱オーク
生活関連サービ
ス業（フィット
ネスクラブ等）

茨城県 水戸市備前町3-38

2373 ㈱日立エクステリア 建設業 茨城県 日立市末広町5丁目11-2 http://www.hitachi-ex.com

2374 ㈱小沢食品 製造業 茨城県 那珂市向山１０４８－３ http://www.kozawafoods.jp/

2375 ㈲ｱｲオート
その他サービス
業（自動車販
売、整備）

茨城県
水戸市見和2丁目４８９－
１

2376
特定非営利活動法人艫づ
な会　ひまわり学園

医療・福祉 茨城県
つくば市上横場２２３６－
１

http://www.himawari-gakuen.or.jp



2377
㈲キューベット　ひまわ
り動物病院

専門・技術サー
ビス業
（動物病院）

茨城県 東海村白方１７４９－１ http://www.ah-himawari.com

2378 笠間塗料㈱ 卸売・小売業 茨城県 笠間市石井1843
2379 日新合成工業株式会社 製造業 茨城県 筑西市伊讃美９１５

2380 中山　株式会社 卸売・小売業 茨城県
結城市小田林２５２０－１
５

2381 有限会社　尾見製作所 製造業 茨城県 桜川市上谷貝４－１
2382 ㈱日石 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市竹林３４５

2383
社会保険労務士事務所レ
クシード

サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県
鹿沼市東末広町１９４０－
１２シマダヤビル３Ｆ

http://www.rexseed.jp

2384 ㈱ジェム総合設備
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市問屋町３４２６－
１８

http://www.gem-techno.com

2385
㈱ヴィップルーム（ＲＯ
ＯＭ３１１７）

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市駅前通り２－２－
１８

http://www.room3117.jp/

2386 ㈱町田建塗工業 建設業 栃木県 宇都宮市塙田３－１－１８ http://www.machidakento.co.jp

2387 ＨＣＣソフト㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県 さくら市馬場４１０－７８ http://www.hcc-soft.com/

2388 ㈱ホンダセンター栃木 卸売業、小売業 栃木県 真岡市並木町４－１０－２

2389
㈱ＡＬＬ　ＯＵＴ　ＡＤ
ＶＡＮＣＥ

宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
宇都宮市馬場通り２丁目３
番４号

2390
㈲エイテイーシーフィッ
トネス

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県 那須塩原市厚崎１３３－１ http：//www.atcfitness.jp

2391 日本硝子工業㈱ 製造業 栃木県 鹿沼市茂呂６５９－１３ http://www.n-garasu.co.jp/

2392 金子メディックス㈱ 製造業 栃木県
那須塩原市新南１６３－３
５５

2393 ㈱尾島リビング 建設業 栃木県 宇都宮市上戸祭町４０９ http://www.ojima-living.co.jp

2394 ㈱ユニケン 建設業 栃木県
宇都宮市白沢町１８２５－
３２　白沢工業団地

2395 ハイランドテクノ㈱ 製造業 栃木県 那須塩原市四区町１５４４ http://www.high-land.co.jp

2396 ㈱レックＥＭ益子 製造業 栃木県
芳賀郡益子町七井２４９４
－１

http://www.bio1ban.com/

2397 ㈱ララ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市中今泉５－２０－
５

http://www.laladream.co.jp

2398 ㈱サニーフーズ栃木工場 製造業 栃木県 那須塩原市北赤田１５７７
2399 ㈱横山リビング 卸売業、小売業 栃木県 那須塩原市朝日町６－２１ http://www.yokoyama-living.jp

2400 ㈱日光智光薬湯 医療・福祉 栃木県 鹿沼市加園２５２０ http://care-net.biz/09/kusuriyu/

2401 ラパン㈱
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県
宇都宮市元今泉７－３－１
３　ＭＳビル２階

http://www.u-lapin.co.jp

2402 うさぎや㈱ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市元今泉７－３－１
３　ＭＳビル２階

http://www.usagiya-web.com

2403 ㈱オータニ 建設業 栃木県
宇都宮市西川田南２－１６
－６

2404 ㈲高弁木工所 製造業 栃木県
鹿沼市御成橋町１－３１１
－２

2405 ㈱ＥＬＢＡ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市陽東６丁目２－１
ベルモール２Ｆ

http://www.hair-and-beauty-garden.com/

2406 富士発条㈱ 製造業 栃木県 那須塩原市東小屋４７４ http://www.nasu-web.or.jp/fujihatsujyo

2407 嶋田運送㈱ 運輸業、郵便業 栃木県 日光市今市１６５９－８５
2408 ㈱阿部商店 製造業 栃木県 日光市中三依１２０
2409 有限会社　アズ 医療・福祉 群馬県 高崎市新町3148番地
2410 関東運輸　株式会社 運輸業 群馬県 前橋市下佐鳥町468-1
2411 社会福祉法人　桔梗会 医療・福祉 群馬県 沼田市横塚町957-2 http://www.kikyou.or.jp
2412 株式会社　群電 建設業 群馬県 前橋市南町一丁目10-10

2413
有限会社　里見電気製作
所

製造業 群馬県 高崎市上里見482-3

2414
社会福祉法人　高崎福祉
倶楽部

医療・福祉 群馬県 高崎市南大類町1210

2415
高成ディサービスセン
ター

医療・福祉 群馬県 富岡市富岡2144

2416 有限会社　竹渕建材 鉱業・砕石業 群馬県 吾妻郡東吾妻町岩井495-5



2417
社会福祉法人　パースの
森

医療・福祉 群馬県 渋川市小野子3615-1

2418 株式会社　モンブラン 医療・福祉 群馬県
前橋市若宮町一丁目8番地
20

2419 有限会社　メックス 製造業 群馬県 伊勢崎市東小保方町3042-6
2420 株式会社　成瀬塗料 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市長沼町241番地 http://www.naruse-grp.co.jp/

2421 株式会社　メーコー 製造業 群馬県 伊勢崎市長沼町241番地 http://www.naruse-grp.co.jp/

2422 医療法人社団ふたば 医療、福祉 群馬県 伊勢崎市連取本町20-9
2423 千代田工業株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市喜多町52番地 http://www.cydnet.com/chiyoda/

2424 YK建物　株式会社 建設業 群馬県 伊勢崎市下触町841-2 http://crosshouse.jp/
2425 ブロードビュー株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市富塚町278-8 http://www.b-view.com

2426 株式会社　ホンダ 卸売・小売業 群馬県 桐生市錦町２－１０－３４ http://www.seneso.jp/

2427
株式会社　プライムサー
ビス

卸売・小売業 群馬県 太田市飯塚町1605

2428 株式会社  清心 製造業 群馬県 桐生市天神町２－９－７ http://www.hisakataya.jp/

2429
有限会社名栗温泉　大松
閣

サービス業 埼玉県
埼玉県飯能市下名栗９１７
－１

2430 美容室フラップ サービス業 埼玉県
さいたま市桜区田島５－１
０－２７

http://frap.hair.jp

2431 ＫＮＣ５５合同会社 医療、福祉 埼玉県
熊谷市新堀１０６１－２－
１０４

ｈｔｔｐ：//oasis-knc55.jimdo.com/

2432 古郡建設(株) 建設業 埼玉県 深谷市稲荷町２－１０－６ ｈｔｔｐ：//www.furugori.co.jp

2433 タカヒロフーズ(株) 製造業 埼玉県 熊谷市大原１－２－４７ ｈｔｔｐ：//takahirofood.ecnet.jp/

2434 (株)ヘッドプロオフィス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市石原９５０－１ ｈｔｔｐ：//brio.agiatohair.jp/

2435 ｂｒｉｏ
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市筑波２－６６－４ ｈｔｔｐ：//brio.agiatohair.jp/

2436
株式会社　クイックサー
ビス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
春日部市西宝珠花６８４－
１

2437
有限会社　おおしま　あ
おい

医療、福祉 埼玉県 蓮田市根金1698番地１ http://care-net.biz/08/o-sima/index.php

2438 株式会社アンテンドゥ 製造業 東京都 練馬区北町５－１１－１４ http://www.antendo.com/

2439 株式会社ｆａｉｔｈ－ｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
板橋区成増２－１５－１２
幸昇ビル３階

www.faith-s.net/

2440 リーフ歯科 医療、福祉 東京都
中央区日本橋兜町１４－１
０　兜ビル３階

www.leaf-dental.com/ 

2441 株式会社金福
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
江戸川区平井３－２４－２
１　深谷ビル２階

http://salon-mikado.cutegirl.jp/staff

2442 株式会社バーネット 情報通信業 東京都
新宿区下宮比町１－９　広
田ビル４階

http://www.barnet.co.jp

2443
株式会社アドカル
チャー・ワークス

情報通信業 東京都
千代田区神田駿河台３－４
龍名館本店ビル３階

https://www.adculture.co.jp

2444 株式会社アットアール
専門・技術サー
ビス業

東京都
港区南青山４－１６－１６
カルム南青山２０１

http://www.atr-web.net

2445 協立工業株式会社 建設業 東京都
千代田区内神田２－１１－
６

www.kyoritsu-ind.co.jp/ 

2446
株式会社ＲＯＭＡ ＧＲＯ
ＵＰ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
目黒区自由が丘１－５－１
０　カメリアビル２階

2447 株式会社Ａ－Ｐｌｕｓ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
千代田区神田北乗物町２番
地

http://www.angelic-beauty.jp/

2448
有限会社ＫＺフーズコン
サルティング

飲食店、宿泊業 東京都
武蔵野市吉祥寺本町３－３
－６

http://kz-foods.com

2449
イグニション・ポイント
株式会社

専門・技術サー
ビス業

東京都
渋谷区渋谷２－２２－６
幸和ビル４階

http://www.ignitionpoint-inc.com

2450 株式会社アグネス 飲食店、宿泊業 東京都 新宿区神楽坂２－２０－１ http://www.agneshotel.com

2451
株式会社リンクトゥモ
ロー

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
千代田区神田須田町２－１
９　Ｄ２ビル４階

http://www.lintomo.co.jp/

2452 株式会社大野孝
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
中央区日本橋本町３－２－
１２　新みやこビル１階

http://www.hair-ono.com/

2453
Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉ
ｃｅ株式会社

専門・技術サー
ビス業

東京都
千代田区隼町３－１９　隼
町ＭＴビル８階

http://www.e-practice.co.jp

2454 麻布指圧セラピー 医療、福祉 東京都
港区麻布狸穴町４１－５－
１０１

http://www.young.saloon.jp



2455
株式会社システム情報企
画

卸売・小売業 東京都
新宿区歌舞伎町２－４１－
８　第２下村ビル３階

http://www.system-joho.co.jp

2456 株式会社ブリコラージュ 情報通信業 東京都
新宿区新宿７－２－１　学
友社ビル３Ｂ

http://www.bric.jp

2457
株式会社ｎｉｎｅｔｙｎ
ｉｎｅ

情報通信業 東京都
港区六本木７－１７－３３
真田ビルⅡ１０３

http://www.ninetynine.co.jp

2458 株式会社タイムシェア 情報通信業 東京都
渋谷区幡ヶ谷２－２０－１
０　キュア－レＹＭＤ４階

http://www.tmshare.co.jp

2459 キラジェンヌ株式会社 情報通信業 東京都
渋谷区笹塚３－１９－２
青田ビル２階

http://www.kirasienne.com

2460
東京サンブライト株式会
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都 葛飾区南水元２－６－３ http://www.tokyo-sunbright.co.jp

2461
デリオンジャパン合同会
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
目黒区東が丘２丁目１２－
２０　リュウ・フランシュ
４０５

http://delion.jp

2462 ㈲ディップル
教育、学習支援
業

東京都
立川市幸町3-34-6ピュア
コート幸町１０１

http://dipl.jp

2463 ソフトホーム　株式会社 医療・福祉 東京都 新宿区坂町２８三廣ビル http://www.softhome.co.jp

2464 株式会社　スマイル 医療・福祉 神奈川県
横浜市西区北幸２－８－４
横浜西口ＫＮビル１７Ｆ

http://smile-kaigo.net/

2465 ソフトケア　株式会社 医療・福祉 東京都 新宿区坂町２８三廣ビル

2466
ＢＬＵＥ　ｈａｉｒ＆ｅ
ｙｅｌａｓｈ

生活関連サービ
ス業、娯楽業

神奈川県
横須賀市野比１－１６－２
３－２Ｆ

2467 エジック㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 横浜市都筑区早渕1-28-7 http://www.ezick.com

2468 ㈱ネクストアド 情報通信業 神奈川県 横浜市南区宿町2-46 http://nextad.co.jp

2469 AJITO　HAIR＆RELAXATION
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市西区みなとみらい3-
3-1三菱重工横浜ﾋﾞﾙ101-B

http://ajito-hair.net

2470
ミニストップ相模原星が
丘

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区星が丘２－
１－１

2471
グローウィング　株式会
社

情報通信業 神奈川県
相模原市中央区相模原４－
４－２－７Ｆ

2472 社会福祉法人　大地の会 医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区田名塩田２
－５－２４

2473 株式会社　オーエイ 製造業 神奈川県
相模原市中央区田名３０３
９－１６

2474
学校法人　神奈川経済専
門学校

教育、学習支援
業

神奈川県
相模原市緑区東橋本２－３
３－５

2475 株式会社　日本油機 製造業 神奈川県
相模原市中央区東淵野辺４
－２－２

2476 株式会社　アウェイク 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区東淵野辺５
－１－１０

2477 株式会社　フクスイ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市緑区橋本台２－７
－１８

2478 石橋ホーム資材株式会社 建設業 神奈川県
相模原市緑区相原５－１２
－１

2479 株式会社　髙井製作所 製造業 神奈川県
相模原市中央区宮下２－１
－５

2480 日本電子工業株式会社 製造業 神奈川県
相模原市中央区宮下３－１
０－１４

2481
株式会社ガーネットネイ
ルサロン川崎

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市川崎区小田栄２－２
－１ヨウカドウ－３Ｆ

2482 株式会社　リ・バース 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区田名４１４
７－２

2483
株式会社　ウェルフュー
チャー関東

医療、福祉 神奈川県
相模原市緑区三ヶ木８５９
－５

2484 株式会社　ヒロ住設 建設業 神奈川県 厚木市愛甲３－７－１５

2485 株式会社　小池設備 建設業 神奈川県
相模原市南区西大沼１－１
８－１２

2486
ビュアらいふ相模原三ヶ
木

医療、福祉 神奈川県
相模原市緑区三ヶ木８５９
－５



2487 リバースオート相模原 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区田名４１４
７－２

2488 白石社会労務士事務所
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横浜市磯子区岡村８－１－
２４－６０１

2489
ユーコーコミュニティー
株式会社

建設業 神奈川県
秦野市曲松１－３－９　２
Ｆ

2490 つくしの保険 金融・保険業 東京都 町田市高ケ坂５３－１５

2491 医療法人社団　東華会 医療、福祉 神奈川県
相模原市緑区寸沢嵐２８９
１

2492
医療法人社団橋本ファミ
リークリニック

医療、福祉 神奈川県 相模原市緑区下九沢1779-1

2493
医療法人社団　相模湖病
院

医療、福祉 神奈川県
相模原市緑区寸沢嵐２８９
１

2494
介護老人保健施設　たか
つ

医療、福祉 神奈川県
川崎市高津区子母口498番
地2

2495 小規模多機能施設 あさお 医療、福祉 神奈川県
川崎市麻生区王禅寺東5-
48-16

2496 クリスタルプラザたかつ 医療、福祉 神奈川県
川崎市高津区千年662ラ
フォーレちとせ101号

2497
さがみこデイサービスセ
ンター

医療、福祉 神奈川県
神奈川県相模原市緑区寸沢
嵐3092-1

2498 サリューブルたかつ 医療、福祉 神奈川県
川崎市高津区子母口498番
地4

2499 サリューブルいずみ 医療、福祉 神奈川県 横浜市泉区和泉が丘1-6-10

2500
サリューブルあさひ壱番
館

医療、福祉 神奈川県 横浜市旭区川井本町45-6

2501
サリューブルあさひ弐番
館

医療、福祉 神奈川県 横浜市旭区桐が作1804-16

2502 サリューブルとつか 医療、福祉 神奈川県
横浜市戸塚区東俣野町927-
3

2503
グループホーム サリュー
ブルあさお

医療、福祉 神奈川県
川崎市麻生区王禅寺東5-
48-16

2504 堀硝子　株式会社　本社 製造業 神奈川県 厚木市上依知3031番地

2505
堀硝子　株式会社　厚木
事業所

製造業 神奈川県 厚木市上依知3031番地

2506
堀硝子　株式会社　横須
賀事業所

製造業 神奈川県 横須賀市田浦港町1429-6

2507
コンポー　株式会社　本
社

製造業 神奈川県 厚木市上依知字上ノ原3025

2508
コンポー　株式会社　工
場

製造業 神奈川県 厚木市上依知字上ノ原3025

2509
コンポー　株式会社　愛
川工場

製造業 神奈川県
愛甲郡愛川町角田字戸倉
2232-1

2510 ㈱ＡＤＤＳＴＥＰ 卸売・小売業 茨城県
東京都町田市南つくし野３
－１２－８

http://addstep.jp

2511 ㈱DSD地盤 建設業 茨城県
土浦市板谷６－６５１－２
２５

2512 ㈲ウェアウッドワーク 製造業 茨城県
常陸大宮市高部２１６９－
１

http://www.tsujitohru.jp

2513 ㈱Ｈ.Ｔ.Ｒ 建設業 茨城県 水戸市東台２－３－８ http://nakajimatosou.jp

2514 サンエス通信建設㈱ 建設業 茨城県
水戸市姫子１－８０９－２
３

2515
特定非営利活動法人あゆ
み介護ステーション

医療・福祉 茨城県 稲敷市蒲ヶ山６５５

2516 合同会社　青山 医療、福祉 茨城県
結城市結城」８６２２－４
９

2517 羽田社会福祉士事務所 医療、福祉 茨城県 筑西市成田６２１－１４

2518
株式会社フィーリングオ
ブハピネス

専門・技術サー
ビス業

茨城県 古河市仁連１５０３－１

2519 有限会社　矢部自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

茨城県 筑西市折本４４９－３



2520 ㈱伸好舎那須工場 製造業 栃木県
大田原市本町２－２８３０
－４

http://www.shinkosha55.co.jp/

2521 ㈱アイ電子工業 製造業 栃木県
大田原市美原３３２３－１
２

http://www.ailove.co.jp/index.h

2522 総美㈲
生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市江曽島本町１２－
６

http://www.banet.jp

2523 松栄運送㈲ 運輸業、郵便業 栃木県
宇都宮市鐺山町東原１９６
－１

2524 アクリーグ㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 小山市大字城外８１番地９ http:///www.acreeg.co.jp/

2525 ㈱ビーライク 製造業 栃木県 下野市柴１９４－４

2526 ㈱プラスワーク
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 小山市天神町１－９－９ http:///www.pluswork.jp

2527
トヨタウッドユーホーム
㈱

建設業 栃木県
宇都宮市一の沢町２５６－
７

http:///www.toyota-woodyou.co.jp/

2528 宇賀神緑販㈱
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 鹿沼市奈良部町２７３ http://www.bc9.jp/~ryokuhan/

2529
㈱Ａｃｔｉｆ　QUATROイ
ンターパーク店

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市インターパーク１
－３－１

http://www.quatro-no1.com

2530 株式会社群馬バス 運輸業、郵便業 群馬県 高崎市緑町3-2-3 http://www.gunbus.co.jp

2531 寿倉庫　株式会社 その他 群馬県 伊勢崎市三室町6229
2532 医療法人群栄会田中病院 医療・福祉 群馬県 北群馬郡吉岡町大字陣場98 http://www.gunneikai.net

2533
優愛ライフサポート株式
会社

医療・福祉 群馬県 前橋市荒子町48-1

2534 株式会社　アペックス 卸売業、小売業 群馬県 高崎市上並榎町258-2 http://www.apexb1

2535
有限会社　グループホー
ム恵の家

医療・福祉 群馬県 沼田市沼須町750

2536 一井接骨院 医療・福祉 群馬県 前橋市鳥羽町802-1

2537
㈲メンテナンスサービス
ツーワン

製造業 群馬県 伊勢崎市三室町4073-5 http://ms-21.co.jp

2538 株式会社 Flower SAKURA 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市境1060番地2

2539
有限会社 居宅支援事業所
ふじの郷

医療、福祉 群馬県
みどり市大間々町大間々
624番地の6

2540
プラトーケアセンター伊
勢崎

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市境栄762

2541 石坂電器　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市波志江町1777 http://iszk-gr.jp

2542
株式会社　ケア・ヴィ
レッジせせらぎ

医療、福祉 群馬県
伊勢崎市市場町一丁目1345
番地

http://www003.upp.so-net.ne.jp/seseragi/index.html

2543 有限会社　千成屋 製造業 群馬県 伊勢崎市山王町324-1 http://sennariya.biz/index.htm

2544 有限会社　天武 飲食店、宿泊業 群馬県 伊勢崎市境771-2 http://www.amabu.jp
2545 有限会社　ヤストミ工業 製造業 群馬県 伊勢崎市国定町2-1559-18 http://yasutomi-industry.jp/index.html

2546
障害福祉サービス事業所
ぶどうの木

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市大正寺町136-1 http://www1a.biglobe.ne.jp/budou/

2547 株式会社 群馬ダイドー 卸売・小売業 群馬県
佐波郡玉村町大字板井
1257-4

http://www.g-dydo.co.jp

2548 Hair...DiA
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 伊勢崎市末広町149-1 http://hair-dia.jp

2549
ペット火葬セレモニー
イセサキＰＫサービス

生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
伊勢崎市波志江町4138番地
13

http://www.isesaki-pk.co.jp

2550 有限会社　大藤製作所 製造業 群馬県 伊勢崎市波志江町2085

2551
有限会社　加藤キルティ
ング

製造業 群馬県 太田市東新町１９７

2552
有限会社　清水キルティ
ング工業

製造業 群馬県 太田市矢場町２８９０

2553
株式会社　ソフトウィン
グ

情報通信業 群馬県 桐生市広沢町5丁目1221-15 http://www.swg.co.jp/

2554 ペコ動物病院 動物病院 埼玉県
戸田市下前１－１４－２６
ﾏﾝｼｮﾝ戸田１階

2555 トウトクエンジ（株） 製造業 埼玉県 三郷市小谷堀６１０ http://www.to-toku.co.jp

2556 （株）セイユー 製造業 埼玉県 八潮市鶴ヶ曽根９７３ http://www.seiyu-p.jp



2557 浦和測量設計（株）
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
さいたま市浦和区皇山町３
６－１２

http://www.urasoku.com/index.html

2558 南精機工業（株） 製造業 埼玉県
川口市南鳩ヶ谷３－２１－
１７

http://www.minamiseiki.com/

2559 新座市商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 新座市野火止１－９－６２ http://2134sci.or.jp

2560 （株）ＭＫ　ＡＵＴＯ 卸売・小売業 埼玉県
所沢市北中１－１８５－１
０

http://www.mk-auto.co.jp

2561 （株）サカモト 建設業 埼玉県 飯能市山手町２５－２１ http://www.eco-sakamoto.co.jp

2562 (株)笠原鉄工所 卸売・小売業 埼玉県 深谷市田中６２ ｈｔｔｐ：//www.kasaharatekkoujo.com/

2563
メンズヘアーサロン
ルーモ

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
本庄市緑２－１－６フジビ
ル１Ｆ

ｈｔｔｐ：//1cs.ｊｐ/lumo

2564
アジアート　ヘアー　メ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市箱田５－１０－７ ｈｔｔｐ：//brio.agiatohair.jp/

2565 松本米穀精麦(株) 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市末広１－７９ ｈｔｔｐ：//www.naozane.co.jp

2566 (株)サポートライフ 医療、福祉 埼玉県 熊谷市石原１２１１－１ ｈｔｔｐ：//www13.plala.or.jp/supportlife/

2567 (株)トミオカ薬局 医療、福祉 埼玉県 熊谷市鎌倉町１２１
2568 松本ファーム(有) 農業・林業 埼玉県 熊谷市揚井１７８０  ｈｔｔｐ：//www.sai-tamago.com/matsumoto-farm-aka.htm

2569 有限会社ブルーストーン
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市中央1－14－17 http://hair-float

2570
株式会社　イノセ建築設
計

建設業 埼玉県
春日部市南３丁目１８－２
７

2571
WakanaDesign一級建築士
事務所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
春日部市南１－１－７埼玉
県東部地域振興ふれあい拠
点施設5F-B-4

http://www.wakanadesign.com/.

2572 内田いわかみ歯科 医療、福祉 埼玉県
北葛飾郡杉戸町内田２－１
２－１５

2573
まごころケアマネジャー
事務所

医療、福祉 東京都
江戸川区一之江７－３３－
１８はなみずきビル４Ｂ号
室

http://hp.kaipoke.biz/etb/56726/index_0001.html

2574 株式会社アミ 医療、福祉 東京都
江東区猿江２－５－１２－
２０１

www.ami.gr.jp/

2575 株式会社ＭＡＲＫＳ 医療、福祉 東京都
豊島区高田２－１７－２０
サンシン目白ビル３階

www.mejiro-marks.com/

2576
株式会社ピーシーウイン
グ

情報通信業 東京都
新宿区信濃町８番坂田ビル
１０１号

http://www.pcwing.co.jp

2577
株式会社エフピー・ワ
ン・コンサルティング

金融・保険業 東京都
千代田区飯田橋３－４－３
坂田ビル３F

www.fp-one.co.jp/

2578 株式会社アンヴィル 情報通信業 東京都
千代田区神田神保町１－１
６－３ＴＳＩ神保町ビル５
F

www.anvil.ne.jp/

2579 中村太郎税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都
新宿区西新宿３－７－３３
ミツワバイナリー５０２

www.nakamura-taro.com/

2580 株式会社L.B.G
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
足立区千住中居町３３－１
アンビル第一ビル５F

2581 株式会社FB
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 台東区浅草３－１５－７

2582 株式会社ミリージュ 卸売・小売業 東京都
渋谷区恵比寿西１－３４－
１５ヒルズ代官山９０２

2583
綜合システム開発株式会
社

情報通信業 東京都
新宿区四谷１－８ＨＩＲＯ
四谷ビル３階

http://sogo-net.co.jp

2584 株式会社セントメディア
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都 新宿区新宿３－１－２４ http://www.saintmedia.co.jp

2585 株式会社ｆ’ｂｌｏｏｍ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 港区新橋２－９－８ www.fbloom.com/

2586 株式会社ビーブリッド 情報通信業 東京都
台東区上野３－１７－９タ
イムビルⅡ２階

www.bibrid.co.jp/

2587 ＣＯＴＯＮ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
中央区日本橋浜町２−２２−
３日本橋イーストＤＣ２０
１

www.coton-dream.com/



2588 成績アップゼミ㈱
教育、学習支援
業

東京都
多摩市愛宕４－６－２３第
13東菱ビル１F

http;//seisekiup-semi.com

2589 テクノリサーチ㈱ 製造業 東京都
東久留米市下里５－９－１
０

2590 岡田電機工業　株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市三春町２－３２ http://www.5a.biglobe.ne.jo/~e-okada/

2591
株式会社　神奈川福祉経
営研究所

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
藤沢市藤沢４９６藤沢森井
ビル６Ｆ

2592 株式会社　太洋 製造業 神奈川県
横須賀市公郷町１－５７－
７

http://www.taiyoo.co.jp

2593 岡田電機工業　株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市三春町２－３２ http://www.5a.biglobe.ne.jo/~e-okada/

2594
株式会社　神奈川福祉経
営研究所

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
藤沢市藤沢４９６藤沢森井
ビル６Ｆ

2595 株式会社　太洋 製造業 神奈川県
横須賀市公郷町１－５７－
７

http://www.taiyoo.co.jp

2596 ㈱Ｅ－ｙｅｌｌ 飲食店、宿泊業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
23-11ＯＳｾﾝﾀｰ南ﾋﾞﾙ4F

http://www.e-yell.co.jp/

2597 ㈱ジェーアンビシャス 医療、福祉 神奈川県
横浜市西区北幸2-15-14
ｳﾞｨｰﾅｽｳﾞｧｰｺﾞB-102

http://js-seitai.com/

2598 合同会社　ミタテ
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
秦野市南矢名２－１０－１
３

2599 株式会社　ＴＲＵＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
愛甲郡愛川町中津２１３４
－１－２

2600 株式会社　エモーヴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区渋谷１－１７－１Ｔ
ＯＣ第２ビル５０６

2601 合同会社　はるいろ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市岡田４－２２－３３

2602
Ｋ＆Ｋコーポレーション
株式会社

卸売・小売業 神奈川県 鎌倉市手広１－１０－１３

2603
Ｋ＆Ｋコーポレーション
株式会社

卸売・小売業 東京都 大田区大森西５－１５－３

2604 株式会社ふたばらいふ 医療、福祉 神奈川県 厚木市中荻野９４２－１

2605 株式会社　アサミホテル
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市南区古淵３－９－
８

2606 相模原第一ホテルANNEX
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市南区古淵３－９－
８

2607
伊勢原グリーンパレスホ
テル

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 伊勢原市桜台１－１１

2608 ミニストップ相模原 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区陽光台１－
６－１７－１０１

2609
サービスハウス　ポポロ
戸室

医療、福祉 神奈川県 厚木市戸室１－４１

2610
ベッキーキャンドル厚木
工房

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 厚木市下依知1192103号

2611
株式会社小池設備町田支
店

建設業 東京都 町田市忠生１－２９－９

2612
株式会社エンラージ厚木
店

建設業 神奈川県 厚木市厚木町3-9

2613
株式会社エンラージ南青
山店

建設業 東京都 港区南青山3-14-26

2614 株式会社　ニッパク
複合サービス事
業

神奈川県 秦野市平沢１７１－５

2615 有限会社　ＮＰＫ
複合サービス事
業

神奈川県 秦野市平沢１７１－５

2616 株式会社　現在企画 医療、福祉 神奈川県 大和市中央２－３－１９

2617 株式会社 双葉工業 製造業 神奈川県
相模原市中央区宮下２－１
１－５



2618
株式会社　ガーネット
ネイルサロン

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 秦野市堀山下７１３－４

2619
株式会社　オフィスＪ
ネット

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市南区相模大野３－
１３－６ー５Ｆ

2620 エステクィーン
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区鹿沼台１－
１５－１９ー２Ｆ

2621 有限会社　クィーン
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区淵野辺本町
３－１５－７－３

2622
三昌工業　株式会社　相
模原工場

製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台１－１
３－２２

2623 株式会社　ヤングハート 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区東大沼３－２
－１２

2624 株式会社　コイワイ 製造業 神奈川県 秦野市曽屋６０－１

2625 有限会社　長岡電機制御 製造業 神奈川県
相模原市中央区田名５４０
７－２

2626 株式会社　ルーム 建設業 神奈川県
相模原市南区当麻８９４－
２

2627 有限会社　Dandelion 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区大野台１－９
－１７

2628 有限会社　１REST 医療、福祉 神奈川県 南足柄市関本５６５－５

2629 ㈱冨田農園
農業（水菜・ベ
ビーリーフ等）

茨城県 鉾田市紅葉８９２－１００

2630
社会福祉法人あかね会
ケアハウス　マイホーム
五浦

医療・福祉 茨城県
北茨城市関本町関本中字辻
２６５－１

http://www.akanekai.com

2631
社会福祉法人　神栖啓愛
園

医療・福祉 茨城県 神栖市知手３６５３－１ http://www.silver-brain.com/ibaraki/kamisukeiaien/

2632 高島通信電設㈱ 建設業 茨城県
水戸市石川1丁目４０４５
－３

http://mito.ne.jp/~takaden

2633 アルベンス㈱ 農業・卸売 茨城県 鹿嶋市津賀１８９９－９９ http://www.arvense.com

2634 ㈱いいじま 卸売・小売業 茨城県 神栖市波崎７５７５

2635
社会福祉法人やまびこ
談話館

医療・福祉 茨城県 石岡市部原７８４－１

2636
社会福祉法人　征峯会
障碍者支援施設　ピアし
らとり

医療、福祉 茨城県 筑西市小塙５６１

2637 プレス精機株式会社 製造業 茨城県 結城市結城８６４９－２
2638 株式会社　関城造園 建設業 茨城県 筑西市関本肥土３６２

2639
㈱ユナイテッドファミ
リー

生活関連サービ
ス業、娯楽業

栃木県
宇都宮市東宿郷４－５－１
０

http://www.hair-select52.com

2640 ㈱清水造園 建設業 栃木県
宇都宮市下荒針町２６７８
番地１３７２

2641 ㈱アールピーアイ栃木
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

栃木県
宇都宮市鶴田町１３３３番
地１

http://www.rpi-t.com

2642 便利屋Deko
その他・サービ
ス業

栃木県 足利市八幡町600-20

2643 HRリード合同会社
教育、学習支援
業

栃木県 佐野市戸奈良町1491

2644 ㈱三本松茶屋 卸売業、小売業 栃木県 日光市中宮祠２４９３ http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/

2645 有限会社プライマリー 医療・福祉 群馬県 桐生市川内町4-425-4

2646 獏山美容室
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 前橋市荒牧町665-3 http://dan-b.com/bakuzan/

2647 有限会社　バードプラン
宿泊業、飲食
サービス業

群馬県 前橋市総社町2-6-20

2648 株式会社　タートル 医療・福祉 群馬県 前橋市総社町総社3136-1

2649
有限会社ネイチャー・ナ
ビゲーター

生活関連サービ
ス・娯楽

群馬県
利根郡みなかみ町湯原605-
1

http://www.nnraft.com/gaiyo.html

2650 ケイラ株式会社 医療・福祉 群馬県 沼田市下久屋町1075-7

2651 株式会社　セリオス
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 高崎市棟高町1802-222 http:// www.townkaigo.co.jp.

2652 株式会社　ぐんま厚生会 医療・福祉 群馬県 高崎市菅谷町77-106



2653 社会福祉法人　国府会 医療・福祉 群馬県 高崎市塚田町21-1
2654 株式会社　ファイン 医療・福祉 群馬県 高崎市上並榎町1180 http:// www.youzan.jp/

2655
社会福祉法人誠光会　障
害者支援施設誠光荘

医療・福祉 群馬県 渋川市渋川2908-1

2656 株式会社　正和 建設業 群馬県 高崎市飯塚町1504-5 http://www.a-showa.com

2657
医療法人　中沢会　上毛
病院

医療・福祉 群馬県 前橋市下大島町596-1

2658
株式会社　イデアエン
タープライズ

医療・福祉 群馬県 前橋市高井町1-26-22

2659 (株)マツモト設備 建設業 埼玉県 熊谷市小江川２２２４－３
2660 (株)本間製作所 製造業 埼玉県 熊谷市三ヶ尻５３６１番地 ｈｔｔｐ：//www.honma-k.co.jp/

2661 医療法人　善心会 医療、福祉 埼玉県 熊谷市柿沼３３４－１

2662 HAKUA(株)
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市本町２－７６－１ ｈｔｔｐ：//www.haku-a.co.jp/

2663 特定医療法人　好文会 医療、福祉 埼玉県 深谷市人見１９７５ ｈｔｔｐ：//www.anetosu.jp/

2664 株式会社Ｅ-Ｓｅｎｓｅ 情報通信業 東京都
北区赤羽３－３－３　ド
ミール赤羽２０２－２

www.e-sense.net/ 

2665
株式会社リベロ・プロ
ジェクト

情報通信業 東京都
港区海岸１－１１－１
ニューピア竹芝ノースタ
ワー１４階

www.libero-project.com/ 

2666 リタポンテ 医療、福祉 東京都
新宿区余丁町１１－１　枝
ビル１階

www.ritaponte.jp/ 

2667 株式会社ＺＥＮＳＩＮＧ 情報通信業 東京都
千代田区内神田１－１５－
６　ＷＡＫＯビル７階

www.zensing.jp/ 

2668
株式会社ＧＯＯＤＳＳＡ
ＬＥＳ

卸売・小売業 東京都
豊島区東池袋２－１－３－
３０１

www.goodssales.jp

2669 株式会社ギャラクシィ 情報通信業 東京都
文京区大塚５－３－１３
ユニゾン小石川アーバンビ
ル

www.galaxy.jp/

2670
暮らしリフォーム株式会
社

建設業 東京都
港区六本木４－１１－４
六本木ビル３０７

www.kurashi-reform.co.jp/ 

2671 高橋祐樹 情報通信業 東京都
世田谷区太子堂２－２０－
２３　山本ハイツ２０２

http://www.idom.world

2672
株式会社スカイ・プロ
ジェクト

情報通信業 東京都
台東区東上野３－１５－５
曽我ビル２階

http://www.skypj.jp

2673 株式会社ブラヴィッシモ 情報通信業 東京都
渋谷区渋谷２－１４－１３
岡崎ビル３階

www.bravi.co.jp/ 

2674 株式会社ＣＬＥＯ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区南青山３－８－５
アーバンプレム南青山２階

www.cleo-hair.jp/ 

2675
ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ ｂａ
ｂｏｏ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
豊島区巣鴨３－２９－６
米田ビル１階

www.baboobaboo.jp/ 

2676 ㈱イトーテキスタイル 卸売・小売業 東京都
武蔵野市中町１－２８－１
２F

2677 ㈱山水
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 東村山市栄町２－８－４ http://www.sansui777.com

2678 ㈲RIC
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
武蔵野市境南町２－７－１
ダイアパレス武蔵境２F

http://hair-ric.com

2679 ㈱winds
サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
青梅市柚木町２－４１１－
１

http://winds-rafting.jp

2680 新和産業　株式会社 製造業 東京都
渋谷区渋谷１－８－１第３
西青山ビル６Ｆ

2681 社会福祉法人　和みの会 医療・福祉 神奈川県
横浜市戸塚区東俣野町１７
０５

http://www.nagominosono.jp

2682 ㈱ヒューマンハート
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横浜市西区平沼1-1-13ﾊﾟｰｸ
ﾉｳﾞｧ横浜参番館105号

http://human-heart.co.jp

2683 ㈱　横浜アーチスト
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県 横浜市中区山下町1番地 http://www.y-artist.co.jp

2684 ㈱サンライフ 医療、福祉 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼3-16-66 http://www.sunlife-inc.jp/

2685
㈱青空　デイサービスそ
らの家

医療、福祉 神奈川県 川崎市中原区市ノ坪310 http://aosoraday.jimdo.com/



2686 サニーサイド
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 藤沢市藤沢966-3毛利ﾋﾞﾙ4F http://32side.com

2687 万国橋労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市中区海岸通5-25-2ｼｬ
ﾚｰﾙ海岸通616

http://sr-yokohama.com/

2688 株式会社GREENROOM 医療、福祉 神奈川県 厚木市上依知４０－５

2689
健康ハーフデイ厚木かみ
えち

医療、福祉 神奈川県 厚木市上依知４０－５

2690 昭栄物流　株式会社 運輸業 神奈川県
厚木市妻田北３－３２－１
１

2691
昭栄物流　株式会社　物
流センター

運輸業 神奈川県
相模原市南区麻溝台３－１
１－１１

2692 有限会社　和興工業 製造業 神奈川県
相模原市中央区相模原１－
７－８

2693
かなえ社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市都筑区南山田３９３
９－１－１０２

2694 株式会社　プラーナ 医療、福祉 神奈川県
相模原市中央区相模原２－
３－１６－Ｂ５０１

2695
有限会社　ディディコー
ト

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区淵野辺２－
１８－１５

2696
株式会社 デジタルスト
リーム

製造業 神奈川県
相模原市南区上鶴間本町４
－５０－４０

2697 株式会社 豊栄 建設業 神奈川県 相模原市南区双葉１－８

2698 有限会社　ワカヤマ 卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区東林間５－４
－１２

2699
株式会社　アークマリン
サービス

製造業 神奈川県 秦野市平沢３２０－６

2700 株式会社　テック 製造業 神奈川県 秦野市南矢名１７８９－２

2701 株式会社　みらい 医療、福祉 神奈川県
相模原市南区古淵２－１８
－３

2702
株式会社ガーネットネイ
ルサロン戸田

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
戸田市美女木東１－３－１
イオン北戸田３Ｆ

2703
ラム・インターナショナ
ル日本株式会社

運輸業 神奈川県
相模原市中央区大野台４－
３－１５

2704
株式会社　不二ダブリュ
ピーシ

製造業 神奈川県
相模原市中央区大野台４－
１－８３

2705
株式会社　コスモプリン
ト

サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
相模原市中央区大野台４－
１－５８

2706 株式会社　肉の田口 卸売・小売業 神奈川県 厚木市水引１－１５－１２

2707 有限会社　及川金型 製造業 神奈川県
相模原市中央区田名３１４
７

2708 ワッティー　株式会社 製造業 神奈川県
相模原市南区大野台４－１
－８２

2709 株式会社　エイティスト
複合サービス事
業

東京都
渋谷区恵比寿南２－２６－
１

2710
株式会社　ユニティ　伊
勢原

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
伊勢原市桜台２－２４－１
４

2711 有限会社　ケミカル電子 製造業 神奈川県
相模原市南区大野台４－１
－７２

2712 ケアセンター　あさひ 医療、福祉 神奈川県 厚木市旭町２－３－１３

2713
イチヒロハウジング　有
限会社

建設業 神奈川県 厚木市妻田西１－２２－２

2714
株式会社ユニティ　ダイ
エー戸塚

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市戸塚区吉田町884

2715
株式会社ユニティ　イオ
ン海老名

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 海老名市中央2-4-1

2716 株式会社　シノテスト 製造業 神奈川県
相模原市中央区大野台４－
１－９３

2717 株式会社　富士エコー 卸売・小売業 千葉県 市川市塩浜２－１２
2718 東名自動車工業株式会社 運輸業 神奈川県 海老名市社家７４５－１
2719 茨城ケアサービス㈱ 医療・福祉 茨城県 水戸市平須町２－７２

2720 ㈱小野写真館
生活関連サービ
ス業

茨城県
ひたちなか市東大島２－２
－１６

http://onosha.com/



2721
㈱ラフトレイド・エンジ
ニアリング

専門・技術 茨城県
ひたちなか市新光町３８
ひたちなかテクノセンター
２Ｆ

http://www.roughtrade-eng.com

2722 ㈱佐乃屋佛具
その他のサービ
ス業（葬祭業）

茨城県 土浦市霞ヶ岡２－１８ http://sanoya24.com

2723 株式会社　しもふさの郷 医療、福祉 茨城県 結城市武井１２４８

2724
社会福祉法人　修倫福祉
会

医療、福祉 茨城県 坂東市神田山２２０８

2725 高塚運送　株式会社 運輸業 茨城県
結城郡八千代町平塚３３６
１－２

2726 ヤマト精機　株式会社 製造業 茨城県 筑西市嘉家佐和２１０１

2727
株式会社　ファーストス
テップ

教育、学習支援
業

茨城県
結城市１３４３５　グラン
ドリームビル２０２

2728 ㈱室井住設 建設業 栃木県 那須烏山市藤田１３８２
2729 松井左官店 建設業 栃木県 日光市瀬川１０５

2730 ㈱あさの
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市平ケ崎１８８－１ http://www.info@asano-gr.com

2731 ㈱鮫島工業 建設業 栃木県 日光市荊沢５９９

2732
医療法人　順愛会　　角
田外科医院

医療・福祉 群馬県 沼田市上原町1555-3

2733
医療法人順愛会角田外科
医院　　介護者人保健施
設恵寿の園

医療・福祉 群馬県 沼田市上原町1555-3

2734
株式会社　ハープシステ
ム

サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県
前橋市総社町桜が丘1208-
10

http:// www.zinzai.jp

2735
社会福祉法人　健生会
特別養護老人ホーム花の
苑

医療・福祉 群馬県 沼田市戸鹿野町375-1 http:// www.hidaka-kai.com/hananosono/

2736 社会福祉法人　平成会 医療・福祉 群馬県 前橋市富田町1180番地の1 http://ｗｗｗ.sumiresou.org 

2737
特定非営利活動法人山脈
みやま工房

医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大字南下
983-2

2738
特定非営利活動法人山脈
キッチンハウスみやま

医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大字南下
983-2

2739
特定非営利活動法人山脈
ハーモニーやまなみ

医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大字南下
983-2

2740 株式会社　成電社 卸売業、小売業 群馬県 高崎市問屋町2丁目4-3 http://www.sdnsha.co.jp/

2741 東洋圧造　株式会社 製造業 群馬県 前橋市鳥取町157-2 http://www.toatsu.co.jp/

2742 株式会社　トムコ 製造業 群馬県 前橋市天川大島町1351 http://www.tomco-web.co.jp

2743 富士工　株式会社 製造業 群馬県 みどり市笠懸町久宮156-1 http://www.fujikokk.co.jp

2744 株式会社　ワイズサイン 製造業 群馬県 伊勢崎市三室町5808 http://www.ys-sign.com/

2745 有限会社　志村塗装工業 建設業 群馬県 伊勢崎市三室町4040 http://www.shimura-tk.co.jp

2746 新生ホンダ株式会社 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市上田町256 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-isesaki/

2747 （株）創和 医療、福祉 群馬県 桐生市黒保根町水沼497-6

2748
医療法人 寿和会 かず歯
科診療所

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市国定町2-2002-3

2749 有限会社　イング 製造業 群馬県
みどり市笠懸町阿左美927
番地の6

2750 （株）協和工業 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町473-1 http://www.kyouwakougyou.com

2751 Ｇｒａｃｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 太田市新島町６２０ http://sandersgrace.com

2752 有限会社　COCO-LO 医療、福祉 群馬県
桐生市相生町２－２６１－
３

http://coco-lo.net/corp/1.htm

2753 桐生小型運送株式会社 運輸業 群馬県 太田市大原町２１７６－７ http://www.k-kogata.com/

2754
株式会社フォーチュン
サークル

医療、福祉 群馬県
太田市鳥山上町１５６５－
２

http://fortune-circle.com/

2755
（社福）大吉会　白樺ホ
－ム

医療、福祉 埼玉県 北区吉野町２－１，３３１ http://www.ooyoshikai.jp

2756 サカエゴム工業(株) 製造業 埼玉県 熊谷市妻沼2181-1 ｈｔｔｐ：//sakaegom.com/

2757
ワイルドディープ株式会
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
江東区青海２－４－３２
タイム２４ビル４Ｆ

www.wilddeep.co.jp/ 

2758 炙り屋 飲食店、宿泊業 東京都
世田谷区玉川台２－２２－
１６



2759 株式会社日本水族館 卸売・小売業 東京都 荒川区町屋３－２２－１１ www.nissui.ne.jp/

2760
ジー・アンド・デー株式
会社

情報通信業 東京都
新宿区高田馬場２－１４－
２　新陽ビル８０３号

http://www.e-gandd.co.jp/

2761 株式会社國貞 卸売・小売業 東京都 足立区六木４－５－２９ http://www.kuni-sada.co.jp

2762
株式会社ビジョナリーク
ロス

専門・技術サー
ビス業

東京都 港区赤坂２－１６－６ www.vcross.jp/

2763
株式会社スプリームハウ
ス建築工房 川口・工務店

建設業 東京都
中央区日本橋浜町２－１１
－２　日本橋中央ビル８階
６号

www.supremehouse.jp

2764 株式会社アルバ 情報通信業 東京都
港区芝大門２－４－７　Ｋ
ＤＸ浜松町第２ビル４階

http://alba-group.co.jp

2765 千蔵工業株式会社 製造業 東京都 大田区千鳥２－３８－５ www.entrard.co.jp/chikura/

2766 北友システム株式会社 情報通信業 東京都
千代田区神田小川町２－６
－３

www.hokuyu-sys.co.jp/

2767 株式会社セレンディップ 卸売・小売業 東京都
新宿区水道町４－２４　磯
部ビル１Ｆ

www.serendip-jp.net/

2768
株式会社社会起業家パー
トナーズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 豊島区巣鴨４－２６－３ www.se-partners.jp/ 

2769
株式会社コスモ・コン
ピューティングシステム

情報通信業 東京都
港区元赤坂１－１－８　赤
坂コミュニティビル３階

www.cosmocomputing.co.jp/ 

2770
合同会社Ｆｒｉｅｎｄｓ
Ｕｐ

教育、学習支援
業

東京都
大田区東六郷２－６－９
ハイムウエルス1F

www.friendsup.jp/

2771
ＲＥＡＤＹＦＯＲ株式会
社

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
文京区本郷５－３３－１０
ＩＫＢ本郷ビル３階

www.readyfor.jp/ 

2772 ホットウェーブ株式会社 情報通信業 東京都
世田谷区松原１－３８－２
８　松原片桐屋ビル２階

www.hotwave.com/ 

2773 海光電業株式会社 卸売・小売業 東京都
渋谷区恵比寿南１－１１－
１５

http://www.kaikou.co.jp

2774 株式会社リビングライフ 不動産業 東京都
大田区西蒲田８－１１－１
１

www.living-life.co.jp/

2775 株式会社ＡＤＣＥＥ 情報通信業 東京都
新宿区新宿５－１０－１５
岩本ビル３階

www.adcee.jp/ 

2776
ジャパンエレベーター
サービスホールディング
ス株式会社

専門・技術サー
ビス業

東京都
千代田区東神田１－１１－
２　藤和東神田ビル

www.jes24.co.jp/

2777 クリスタル株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区南青山５－６－２４
南青山ステラハウス

www.penelope246.com/

2778
株式会社アンツビズシェ
ア

情報通信業 東京都
渋谷区東２－２３－９　渋
谷ソーシャルハイツ７階

www.ants-biz.jp/

2779 株式会社アロワーズ 建設業 東京都
新宿区新宿２－６－４　Ｋ
Ｎ新宿ビル１２階

www.arrowers.co.jp/

2780
株式会社ハート引越セン
ター

運輸業 東京都 葛飾区奥戸５－１２－４ www.hikkoshi8100.com/

2781
株式会社ハンク・ディー
シー

飲食店、宿泊業 東京都
多摩市一ノ宮４－２０－２
１－９０３

http://www.heikenosato.jp

2782 Do Oriented㈱ 医療、福祉 東京都
港区麻布十番１－１０－３
－３０３

http://harieq.com

2783
スイートメロディ　長島
元

専門・技術サー
ビス業

東京都
武蔵野市吉祥寺南町２－１
２－１２

2784 小田急シティバス(株) 運輸業、郵便業 東京都 世田谷区若林2-37-3 http:www.odakyu-citybus.jp/

2785 ㈱ポッシブル 情報通信業 東京都 調布市布田2-18-6 http://www.possible.jp.com

2786 ㈱春日屋 卸売業、小売業 東京都 府中市朝日町1-24-53

2787 松村設計㈱
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

東京都 府中市分梅町4-27-4

2788 ㈱満月堂 医療・福祉 東京都 多摩市桜ヶ丘1-28-6

2789
(有)ジェイシステム　珈
琲鳴館

卸売業、小売業 東京都 府中市府中町3-11-12 http://coffeemeikan.com

2790 ㈱アイビレッジ 卸売業、小売業 東京都 世田谷区宇奈根2-5-19

2791 (有)プカシェル
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

東京都 三鷹市井の頭2-15-2 http://www.puka-shell.com



2792 ㈱メディアベース 情報通信業 東京都
渋谷区南平台町16-29グ
リーン南平台ビル

http://www.mediabase.co.jp

2793 ㈱アールイー 医療・福祉 東京都
府中市寿町2-10-3宝栄府中
ビル4Ｆ

https://www.inc-re.com

2794 (有)泰平
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

東京都 国立市東1-6-23

2795 堀ノ内眼科診療所 医療・福祉 神奈川県
横須賀市三春町３－３０－
７

2796
株式会社　マキナエンジ
ニアリング

製造業 神奈川県
川崎市高津区宇奈根６６６
－７

http://www.maquin-eng.info/

2797 有限会社　七一三測量社
サービス業（他
に分類されない
もの）

神奈川県
横須賀市衣笠栄町３－５２
古谷ビル２Ｂ

2798 ㈱ラ・ギターラ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市中区本町6-58ｱﾙｽ桜
木町ｴﾚﾝｼｱ601

la.guitarra.inc@gmail.com

2799
㈱ｍｉｍｕｓ　ミムネイ
ル白楽店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市神奈川区白楽100-5
白楽ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F

http://www.mimunail.com

2800 有限会社　道央物流 運輸業 神奈川県 厚木市温水西１－１－５４
2801 社会福祉法人　くすのき 医療、福祉 神奈川県 厚木市愛甲３２０８－１

2802
特別養護老人ホームメイ
サムホール

医療、福祉 神奈川県 厚木市愛甲３２０８－１

2803
株式会社　テールウィン
ド

卸売・小売業 神奈川県 厚木市温水西１－１－５４

2804
株式会社富士エコー神奈
川センター

卸売・小売業 神奈川県 厚木市依知３０３２

2805
東名自動車工業株式会社
東京工場

サービス業（他
に分類されない
もの）

東京都
江戸川区東加西ー４８－１
２

2806
株式会社プラスアル
ファ・コンサルティング

専門・技術サー
ビス業

東京都
港区浜松町１－１８－１６
住友浜松町ビル５Ｆ

http://www.pa-consul.co.jp

2807 有限会社　レイテック
電気・ガス・熱
供給・水道業

群馬県 太田市古戸町946-8 http://www.raytechs.com/

2808
社会保険労務士法人　大
谷労務

専門・技術サー
ビス業

群馬県 太田市飯塚町1485－1. http://www.ootani-roumu.co.jp

2809
有限会社　イーアンド
ティー

卸売・小売業 群馬県 桐生市広沢町6-898-6

2810
カミ・コーポレーション
株式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
邑楽郡邑楽町大字石打1571
－2

2811 株式会社　カシワ建設 建設業 群馬県 太田市市場町１１４０－４ http://www.kashiwa-kk.com


