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

1 ㈲小勝電機商会 建設業 茨城県
かすみがうら市稲吉２－８
－１５

2 ㈱アオキ 製造業 茨城県
小美玉市大谷字船玉台５３
１－１

3 ㈱ナカムラ運輸 運輸業 茨城県
東茨城郡城里町石塚６３６
－１１

4 ㈱エスコン 製造業 茨城県
常陸太田市高柿町１０５９
－１

http://www.scon.co.jp

5 Smart Solutions
スマート　ソリューションズ

㈱
情報通信業 茨城県

つくば市二の宮２－１２－
１１　第１

6 鹿嶋エアテック㈱ 建設業 茨城県 鹿嶋市宮中５１６１

7 大堀メンテナンス㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県 つくば市北条１７６０ http://www.ecodentai.co.jp

8

㈱AVANZARE
㈱アクージング　（アクセ
スムーンひたちなか店、ア
クセスムーン赤塚店、アク
セスムーン米沢店）

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県
本部　水戸市吉沢町３５４
－３０　（米沢店　水戸市
米沢町２６８－１８）

http://www.accessmoon.com/

9
㈱AVANZARE
㈱仁　（アクセスムーン
つくば店）

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県
本部　水戸市吉沢町３５４
－３０

http://www.accessmoon.com/

10
㈱AVANZARE
㈱文　（アクセスムーン研
究学園店、石岡店）

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県
本部　水戸市吉沢町３５４
－３０

http://www.accessmoon.com/

11
㈱AVANZARE
㈱ヴァンクール　（アクセ
スムーン　自治医大店）

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県

本部　水戸市吉沢町３５４
－３０　　（自治医大店
栃木県下野市駅東５－３－
４）

http://www.accessmoon.com/

12 ㈱丸三老舗　　① 卸売・小売業 茨城県 鹿嶋市宮中１－９－２２ http://www.marusanrouho.jp

13
㈲エイトプランニングオ
フィス

専門・技術サービ
ス業

茨城県
日立市大久保町１－２－１
２　多賀東邦ビル４Ｆ

http://www.eightstudio.com/

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

15 美容室マドンナ
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 牛久市田宮３－１－２４

16
社会福祉法人　山水苑
（特別養護老人ホーム
山水苑）

医療、福祉 茨城県 日立市下深荻町１７７０ http://care-net.biz/08/sansuien/

17
㈱産栄ゴム工業　（石岡
工場）

製造業 茨城県
小美玉市上吉影７４０－１
２７

http://sanei-gk.co.jp/

18 株式会社　ＫＣＣ 教育、学習支援業 茨城県
筑西市乙８３２　ニュー田
中ビル

19
オフィイス弐拾壱　有限
会社

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

20 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

21 不二美工機株式会社 製造業 茨城県 下妻市高道祖１３８５－３

平成２７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）



22 株式会社　じだんぼ 医療、福祉 茨城県
古河市上大野１９４３－１
１

23 ㈱小松工業 製造業 栃木県 宇都宮市芦沼町１５３２
24 ㈱日光智光薬湯 医療、福祉 栃木県 鹿沼市加園２５２０ http://www.care-net.biz/091/kusuriya/

25 ㈱横山リビング 卸売・小売業 栃木県 那須塩原市朝日町６－２１ http://www.yokoyama-living.jp

26 ㈱サニーフーズ 製造業 栃木県 那須塩原市北赤田１５７７

27 ㈱ララ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市中今泉５－２０－
５

http://www.laladleam.co.jp

28 一般社団法人心桜福祉会
専門・技術サービ
ス業

栃木県
那須塩原市共墾社１４９－
２

29 有限会社　松村 飲食店、宿泊業 栃木県 足利市五十部町1135-3 www.taiho-s.jp
30 柏崎組 建設業 栃木県 足利市今福町790-10-108
31 株式会社　エフエムティ 製造業 栃木県 足利市小俣町1790-5

32 株式会社　タクト 金融・保険業 栃木県
下都賀郡野木町友沼6508-
23

33 春山プレス工業 製造業 栃木県 足利市松田町996-3

34
株式会社　シー・アー
ル・エス

建設業 栃木県 足利市葉鹿町1286-14

35 有限会社チロリン村 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市所野１５３５－４ http://www.chirorin.com

36 株式会社アサバ 製造業 栃木県 日光市大室２０７４－１０ http://www.asaba.ne.jp

37
株式会社栃木カヤックセ
ンター

その他のサービス
業

栃木県 日光市小佐越１９７－２ http://www.nos1.jp/

38 有限会社サカモト 卸売・小売業 栃木県 日光市今市本町２６－２

39 有限会社半田自動車販売
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/

40
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

41 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

42 株式会社　太陽総業 その他 群馬県 前橋市元総社町一丁目8-3
43 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/

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

45 社会福祉法人　光塩会 医療・福祉 群馬県 前橋市上増田町600
46 スギウラ　株式会社 卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町2-2-8 http://www7.wind.ne.jp/sugiura/

47 共進工業㈱ 製造業 群馬県 邑楽郡大泉町吉田１２２１ http://www.kyoshin-g.co.jp

48 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

49
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

50
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/

51
株式会社ベスト・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/

52 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

53 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/

54 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

55
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/

56 ＣａｎｐａｓＶｉｓｔａ 情報通信業 群馬県
群馬県太田市龍舞町１９１
９－１ ＳＡＫＡＥ２０６

57
株式会社　クワドリ・
フォリオ

サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
群馬県太田市岩瀬川町５３
４－５

http://www016.upp.so-net.ne.jp/qad/

58 有限会社　ザップ
専門・技術サービ
ス業

群馬県
群馬県太田市薮塚町２１７
６－７

http://www.zap1993.com

59 リラステ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
群馬県太田市本町20-11ハ
ウズマンション2F

http://www.relasthe.com/

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

61 株式会社VIERISE
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
群馬県太田市飯田町１０４
５ OK-BLDG203

http://www.yvespiaget.com

62 有限会社　レイテック
電気・ガス・熱供
給・水道業

群馬県 群馬県太田市古戸町946-8 http://www.raytechs.com/



63
有限会社　サイコ・ソマ
ティックケアー

医療、福祉 群馬県
群馬県太田市藪塚町４１４
９－３

64 須裁株式会社 製造業 群馬県 群馬県桐生市東5-4-9

65 有限会社モークル 情報通信業 群馬県
群馬県桐生市広沢町1-
2562-2

http://www.moocl.com/

66
カミ・コーポレーション
株式会社

専門・技術サービ
ス業

群馬県
群馬県邑楽郡邑楽町大字石
打1571－2

67
株式会社  ひさかたろま
ん

製造業 群馬県
群馬県桐生市天神町２－９
－７

http://www.hisakataya.jp/

68
株式会社　ハッピーフラ
ミンゴ

医療、福祉 群馬県
群馬県太田市富沢町１４７
－３

http://kasorisekkotsuin.jp/index.php

69
有限会社　タカラプロ
モーション

教育、学習支援業 群馬県
群馬県太田市本町２０－１
９

http://www.takarapro.com/

70 桐生小型運送　株式会社 運輸業 群馬県
群馬県群馬県太田市大原町
２１７６－７

http://www.k-kogata.com/

71
株式会社　ＩＢＣホール
ディングス

専門・技術サービ
ス業

群馬県
群馬県邑楽郡大泉町仙石２
丁目１６番１０号

http://www.ibchs.com

72 おおたモール歯科 医療、福祉 群馬県
群馬県太田市飯塚町626－1
ベイシアおおたモール内

http://omdc.jp/

73 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

74
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/

75 （有）彩光建設 建設業 埼玉県 春日部市緑町２－８－５１
76 （株）麻生土木 建設業 埼玉県 春日部市増戸６５５－２

77 （株）雄商 建設業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字
本郷７３９番地１

http://www.yusho-inc.co.jp

78 （株）中村工業所 建設業 埼玉県 久喜市小右衛門１３４９
79 （株）沙官弥 建設業 埼玉県 草加市八幡町４６６－１２

80 （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/

81 （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

82 （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

83 （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
84 渡辺製作所 製造業 埼玉県 春日部市不動院野２１３５

85 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

86 （有）大東鉄工 製造業 埼玉県 八潮市二丁目１０２３

87 （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

88 （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

89 （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

90 （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

91 （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/

92 高砂製菓（株） 製造業 埼玉県 久喜市北青柳１３３７－１ http://takasagoseika.co.jp

93 （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

94 （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

95 （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

96 （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

97 （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/

98 山田運輸（有） 運輸業 埼玉県 春日部市増富４５４－６
99 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/

100
（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



101 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/

102 （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

103
（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

104 （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/

105 （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

106 （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/

107 （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

108
（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

109
（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

110 （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/

111
（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

112 （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

113 （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

114 （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

115 （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

116
（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

117
（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

118
（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

119 （株）まごころ 医療、福祉 埼玉県 春日部市豊町２－７－２

120
（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/

121 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/

122 （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

123 （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/

124
（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

125
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

126 （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

127
（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

128
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

129
（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/

130 （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/

131 （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

132
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

133 （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/

134 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



135 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

136
（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

137
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

138 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

139 （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

140
（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

141 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

142 （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/

143 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

144 （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/

145 （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

146 （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

147 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

148 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

149 （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

150 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

151 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/

152 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

153 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

154 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

155 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

156 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

なし

157 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

なし

158 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

159 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

160 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/



161
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

162 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/

163
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

164 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

165
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

166
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

167
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

168 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

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

171
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

172 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/

173
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

174 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

175
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/

176
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

177 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

178 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

179 株式会社　清水製作所 製造業 埼玉県 吉川市中井７６

180 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

181
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

182 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

183
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

184
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

185 森興業 建設業 埼玉県 三郷市東町２２７－２

186 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

187 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

なし

188
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/

189 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

190
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

191
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

192 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/

193 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

194 旭商運㈱ 運輸業 埼玉県 春日部市増戸６８３－１



195
㈱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

196 株式会社大共建設 建設業 東京都
杉並区上高井戸１－６－７
ブルウムエス１０１

http://www11.ocn.ne.jp/~dkinetsu/index.html

197 ㈲ピーエイチカンパニー 情報通信業 東京都
武蔵野市吉祥寺北町１－１
－１桜井ビル２－B

http://ph-company,com

198
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
神奈川県横須賀市汐入町４
－５３－１０１

199
有限会社　ソーゴーケン
キ横須賀

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横須賀市太田和４－２２２
６－２

200
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/

201 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

202 株式会社　マルチコート 製造業 神奈川県
川崎市多摩区登戸３８１６
－６

203
株式会社　東京エンヂニ
アリング

製造業 神奈川県
川崎市中原区上小田中４－
３－５

http://www.tokyoeng.co.jp

204
サンハウジング　株式会
社

不動産業 神奈川県 横須賀市東逸見町３－８２ www.sun-housing.net

205 有限会社　タカヤマ 医療、福祉 神奈川県
横須賀市久里浜７－３０－
１２

206
Ａｎｎａ　Ｖｉｃｔｏｒ
ｉａ

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市本町２－１６ www.anna-victoria.jp

207
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

208
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 http://www.tetol.jp

209 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

210 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

211
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

212
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

213
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

214
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

215
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

216
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６
２－２８

217 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

218 株式会社　ナカムラ 建設業 神奈川県 厚木市旭町２－５－８
219 お菓子工房Sala 卸売・小売業 神奈川県 厚木市愛甲１－１８－２０

220
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

221
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

222
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

223 株式会社　ルーム 建設業 神奈川県
相模原市南区当麻８９４－
２

224
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

225 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



226 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２－
６－２３

227
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

228
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

229 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

230 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

231 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

232 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

233 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

234 ㈲ベルワン
サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県
ひたちなか市東大島１－３
－３

http://www.beru1.com/

235 ㈱とんぼらいふ 医療、福祉 茨城県 つくば市花畑１－１７－４ http://tombow-life.jp/

236 ㈱エイコー 製造業 茨城県 那珂市横堀１５２０－１５
237 小林紙商事㈱ 卸売・小売業 茨城県 水戸市米沢町３３３－２

238 ㈱大蔵塗装工業 建設業 茨城県
東茨城郡茨城町大戸３６２
７－１

http://www.ookuratosoukougyou.co.jp

239 スタッフプランナー㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県 つくば市小野崎１３１－１ http://www.staff-planner.jp

240 岡田板金㈱茨城工場 製造業 茨城県 小美玉市三箇２０７－１ http://www.oban.co.jp

241 ㈱小松崎商事 運輸業 茨城県
かすみがうら市下谷３２１
－８

http://komatuzaki-syouji.com

242 ㈱若柳建築事務所
専門・技術サービ
ス業

茨城県 つくば市台町１－８－１ http://wakayanagi.co.jp

243 ㈲日工自動車サービス
専門・技術サービ
ス業

茨城県
日立市滑川町１－１３－１
８

http://www.nikko-club.com

244
株式会社アキデザイン工
房

飲食店、宿泊業 茨城県 古河市尾崎４３２５－１６ http://www.aki-design.co.jp

245 有限会社アクシス 飲食店、宿泊業 埼玉県
春日部市中央１－１４－１
８

http://www.ono2.com

246 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 http://ｗｗw.nagahama-ppt.co.jp

247 日東電線工業株式会社 製造業 茨城県
坂東市辺田１４０３番地の
１

http://www.nittodensen.co.jp

248
社会福祉法人征峯会　特
別養護老人ホームしらと
り

医療、福祉 茨城県 筑西市上平塚５９０－１ http://www.seihoukai.org/tokuyou/

249 中山株式会社 卸売・小売業 茨城県
結城市小田林２５２０－１
５

http://www.nakayamakk.com/

250 ㈱モルティー
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

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

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

252 ㈱どりーむ就 教育、学習支援業 栃木県 那須塩原市豊町１－２９

253 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.dokodemo.or.jp/mci01.html

254 ㈱テイーアイエム
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

255 浜岡工業　株式会社 製造業 栃木県 足利市板倉町149-6
256 ユニオンソース㈱ 製造業 栃木県 日光市木和田島３１０９ http://www.unionsause.co.jp

257 ㈱プレトライアル 製造業 栃木県 日光市土沢１４９６－９１ http://www.pretryal.co.jp

258 ㈱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

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

259 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

http://www.kgh..co.jp

260 ㈱三光精密 製造業 栃木県 日光市土沢１４５４－３ http://www.sanko⁻seimitsu.co.jp

261 ㈱科研 製造業 栃木県
日光市木和田島１７０６－
１

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



262 ㈱NICO 医療・福祉 栃木県 日光市豊田３３０－７
263 ㈱ヤギサワ 製造業 栃木県 日光市瀬尾２５２ http://yagisawa-nikko.jp

264 ㈲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

265 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/kaishaannai/index.html

266
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/

267 株式会社幸栄 医療・福祉 群馬県 前橋市下沖町125 http://www.minnanokaigo.com/corp/H023000/

268
太陽ビルサービス株式会
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
前橋市三俣町一丁目4番地
の1

http://www.taiyobs.co.jp/

269
パノラマアドヴェン
チャーズ

生活関連サービ
ス・娯楽

群馬県
利根郡みなかみ町高日向7
番地

http://panorama-advs.com/

270
株式会社　ライフプラ
ネット

サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
前橋市下沖町125(佐波郡玉
村町下新田402-2）

まだ未設置との事

271 大利根電機㈱ 製造業 群馬県
邑楽郡千代田町大字上五箇
283-3

272
特定非営利活動法人お互
いさまネットワーク

医療・福祉 群馬県 館林市北成島1829-5

273 エネアース㈱ 建設業 群馬県 邑楽郡大泉町吉田2424-1 http://www.ene-earth.jp

274 田島縫製㈱ 製造業 群馬県
邑楽郡千代田町大字上五箇
246

http://www.tajima-sewing.co.jp/

275 ㈲菅沼縫製所 製造業 群馬県 館林市西本町4-18 senmu@green.ocn.ne.jp

276
行政書士つつじ国際法務
事務所

学術研究、専門・
技術サービス業

群馬県 館林市成島町581-1-203 http://www.aoyamagyoseishoshi.jp/

277
ダイドーティスコムビバ
レッジ㈱

卸売業、小売業 群馬県 館林市青柳町1023-3

278 ㈱津端 建設業 群馬県 館林市羽附旭町409

279
㈱マツシマコーポレー
ション

医療・福祉 群馬県 館林市本町一丁目2-12

280 ㈱落合鉄工所 製造業 群馬県 太田市新田木崎町54 http://www.ochiai-mfg.com/

281
特別養護老人ホーム　み
どりの風

医療・福祉 群馬県
邑楽郡千代田町大字瀬戸井
386

282 ニプロ医工㈱ 製造業 群馬県 館林市松原二丁目19-64 http://www.nipuro-ikou.co.jp

283 竹澤株式会社 製造業 群馬県 みどり市笠懸町鹿2542-9

284 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/

285 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/

286 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/

287
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/

288
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

289 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/

290 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/

291 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/

292
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

293 有限会社　上武工業所 製造業 群馬県 群馬県太田市粕川町２００

294 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

295 ウエルド工業　株式会社 製造業 群馬県
群馬県太田市西新町１１０
－１４

http://www.weld.co.jp

296 セキヤ工業　株式会社 製造業 群馬県
群馬県太田市東新町４１５
－１

http://www.sekiya-industry.co.jp

297
株式会社　ダンボワーク
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
群馬県邑楽郡大泉町西小泉
2-21-14-2F

http://danbo.co.jp/company.html

298 ㈱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



299 ㈱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

300 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

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

302
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

303
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

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

305 (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

306
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

307 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

308 （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

309 アイティオール株式会社 情報通信業 東京都
東京都港区浜松町１－２－
１７　ストークベル浜松町
ビル７階

http://www.itall.co.jp/

310 株式会社クレステック 卸売・小売業 東京都
東京都練馬区石神井町２－
１３－１５

http://www.crestech.co.jp

311
株式会社オーディーピー
センター

製造業 東京都
東京都千代田区飯田橋２－
１４－７　光ビル

http://www.odp-center.co.jp

312 みらい保育園 教育、学習支援業 東京都
多摩市豊ヶ丘１－１－４フ
ラワーマンションコヤタⅡ

313 清水開発㈱ 不動産業 東京都 国分寺市本町２－９－８ http://www.shimizu-kaihatsu.co.jp/

314 ライフプランニング㈱ 医療、福祉 東京都
小平市小川町「１－４７４
－２０

http://lfplanning.jimdo,com

315 ㈱井関製本 製造業 東京都 三鷹市井口２－１２－２５

316
有限会社　オプト・タカ
オ

専門・技術サービ
ス業

神奈川県 横須賀市林１－２１－５ www.opttakao.co.jp

317
ジャストビューティ　株
式会社

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
横須賀市大滝町１－７－２
サンピア横須賀１０１

http://www.just-hair.jp

318
有限会社カギの横浜ロッ
クサービス

建設業 神奈川県
横浜市南区中里１－１３－
６

http://www.kagi.co.jp

319
株式会社フェアリーラン
ド

医療、福祉 神奈川県
横浜市都筑区仲町台1-3-7
ﾔﾏﾋｮｳﾋﾞﾙＢ館１階

http://fairy-land-2012.jp

320 株式会社トライアングル 建設業 神奈川県
横浜市鶴見区鶴見中央3-
24-5

http://www.tri-angle.jp

321
株式会社Ｃｌｅｖｅｒ
（クレバー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市西区岡野1-1-16 Ｗ
ｅｓｔ ２３横浜１階

http://www.art-laulea.com

322 J'S メディカル整体院
生活関連サービ
ス・娯楽業

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横浜Ｂ102

http://www.js-seitai.com

323 株式会社アクアホールド 建設業 神奈川県 横浜市南区大岡１－２－６

324 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

325
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

326
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

327
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

328
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３７０
０

329 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７－１
５－４－１０２

330
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

331 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－
１７０２

332 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



333
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

334
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

335
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

336 火焔山餃子房 飲食店、宿泊業 東京都 町田市原町田2-3

337
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

http://www.tomplanning.com

338
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

339
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

340 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

341
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

342
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

343 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

344 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

345 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

http://www.kyouei-dc.com

346
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

347 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

348
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

349
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

350 伊藤機電㈱ 卸売業・小売業 東京都
中央区日本橋茅場町2丁目7
番5号

351 株式会社ホーム・コム 建設業 神奈川県
横浜市中区太田町４－４８
川島ビル７０１

http://home-com.jp

352 株式会社ビット 情報通信業 神奈川県
横浜市神奈川区西神奈川１
－７－２

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

353 株式会社泰成 建設業 神奈川県
横浜市青葉区市ヶ尾町１７
３０

http://www.taisei34.co.jp

354
株式会社ＩＮＧ（アイエ
ヌジー）

卸売・小売業 神奈川県
横浜市緑区十日市場町８５
５－３　第３ベルビュー２
階

http://ing-eco.jp

355
社会福祉法人 美希福祉会
小さなあしあと保育園

医療、福祉 神奈川県 横浜市南区宿町4丁目75-1 http://www.ashiato-hoikuenn.com

356 長田歯科医院 医療、福祉 神奈川県
横浜市鶴見区上末吉１-16-
22

http：//www.osada-dental..ｊｐ

357 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.

358
株式会社　Life　Design
川崎支社

金融・保険業 神奈川県
川崎崎市川崎区駅前本町
10-5　クリエ川崎１１階

http://l-d.co.jp

359 株式会社エイトノット
サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
川崎市高津区二子2-1-3
東海ビル2階ーB

http://www.8knot.com

360 フロウスタイル 情報通信業 神奈川県 横浜市鶴見区梶山1-10-18

361
Nail　Salon Ruce (ネイ
ルサロン　ルーシェ）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市都筑区仲町台1-18-
13 リベラル仲町台401

http://ruce-nail.com

362
株式会社サンデーマン
crocs　fam　ららぽーと
店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市都筑区池部町４０３
５－１

http://sundayman.jp/



363 株式会社テクノジャパン 建設業 神奈川県
横浜市中区太田町１－４－
２

364 ㈱GW福祉農場 医療、福祉 茨城県 つくば市東岡５３６－１

365 ㈱共和製作所 製造業 茨城県
常陸太田市太平町９３０－
３

366 ㈱ゴールデンリーベスト 不動産業 茨城県 水戸市城南２－８－３８ http://www.century21golden.co.jp

367
インターソシオシステム
㈱

情報通信業 茨城県 ひたちなか市春日町８－４ http://www.socio.co.jp

368 茨城弘報㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 水戸市酒門町４２６９－６ http://plaza-mito.co.jp

369 ㈱鈴木設計
専門・技術サービ
ス業

茨城県 水戸市泉町２－２－３０

370
㈲フルハウスカンパニー
（ケアープランセンター
ひまわり）

医療、福祉 茨城県
日立市諏訪町１－２０－１
８

371 ㈱ダイセツ 建設業 茨城県
鹿嶋市長栖１８７９－３７
２

http://www.daisetu.jp/

372
社会福祉法人　秀心会
（こどものいえ保育園）

サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県
日立市日高町１－１４－１
１

http://www.net1.jway.ne.jp/kodomonoie/

373 有限会社須藤クレーン 建設業 茨城県 結城市上山川２７１２－２ http://suto-crane.com

374 東陽学院 教育、学習支援業 茨城県 稲敷市江戸﨑甲７５５－１
375 株式会社ナカザワ 卸売・小売業 茨城県 筑西市甲２８１ http:://nakazawakamiten,web.fc2.com/

376 ㈲DOUXコーポレーション
生活関連サービス
業、娯楽業

栃木県
宇都宮市下岡本４５５２－
２

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

377 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/index

378 ㈲栃の玉食品 製造業 栃木県 宇都宮市徳次郎町２４７３ ー
379 ㈱コアミ計測機 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

380 ㈱トヨタケ 建設業 栃木県 宇都宮市宝木本町２１３３

381 ㈱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.com/

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

383
㈲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－
６　東ビル１F

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

384 ㈱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

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

http://www.seasons-web.jp

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

387 トバ精工㈱ 製造業 栃木県
芳賀郡市貝町大字塙２６３
８番地

388 ㈲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

389 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

390 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

391 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

392 ダイアケミカル㈱ 製造業 栃木県 小山市城北二丁目１番地３ http://www.diac.co.jp

393 ＲＯＳＥＴＴＹ
学術研究、専門・
技術サービス業

栃木県 那須塩原市本町７－２４ http://www.rosetty.daa.jp

394 金子メディックス㈱ 製造業 栃木県
那須塩原市新南１６３－３
５５

http://www.kaneko-medix.co.jp/

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

396 ㈱アド宣通 建設業 栃木県
宇都宮市下荒針町２６７８
－４４３

http://www.ad-sentsu.co.jp

397 ㈱那須技研 製造業 栃木県
那須塩原市北赤田１５８４
－８

http://www.nishinasuno-business.net/nasugiken.html

398 ワタレイ㈱ 建設業 栃木県
栃木市皆川城内町２９８９
－１４

http://www.watarei.co.jp

399
Ａｌｏｍａｔｉｃ　Ｒｅ
ｌａｘａｔｉｏｎそらり
す

生活関連サービス
業、娯楽業

栃木県
宇都宮市若草３－１－１０
リステル西村２－１０２

ー

400
㈲エイテイシーフィット
ネス

サービス業（他に
分類されないも
の）

栃木県
那須塩原市上厚崎１３３－
１

http://www.atcfitness.jp/



401 ㈱三栄マンシング 製造業 栃木県
河内郡上三川町上郷２２１
０－５

http://www.san-ei-mc.co.jp/

402 福田精密㈱ 製造業 栃木県 矢板市片岡１１４４－１ ー

403 ㈲大礒開発
不動産業、物品賃
貸業

栃木県
宇都宮市上戸祭町９４－５
０

http://www.ooisokaihatsu.co.jp

404 ㈱コスモクリエイト
学術研究、専門・
技術サービス業

栃木県
宇都宮市平出町３７７９番
地１０

ー

405 ㈱オータニ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市平出工業団地３７
－３

http://www.sp-otani.com/company/outline.html

406 ㈱クロサワ 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市菊水町１２－５ http://www.bombom.co.jp

407 富士発条㈱ 製造業 栃木県
那須郡那須塩原市東小屋４
７４

http://www.nasu-web.or.jp/fujihatsujyo

408 ㈱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/

409 ㈱アイ電子工業 製造業 栃木県
大田原市美原３丁目３３２
３－１２

http://www.ailove.co.jp/index.h

410 ㈱ジョイ・ステップ
学術研究、専門・
技術サービス業

栃木県
宇都宮市東簗瀬１丁目５番
３１号ﾜｲｳｯﾄﾞﾋﾞﾙ５Ｆ

ー

411 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

412 松栄運送㈲ 運輸業、郵便業 栃木県
宇都宮市鐺山町東原１９６
－１

413 アクリーグ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

栃木県 小山市大字外城８１番地９ http://www.acreeg.co.jp/

414 有限会社　松村 飲食店、宿泊業 栃木県 足利市五十部町1135-3 www.taiho-s.jp
415 柏崎組 建設業 栃木県 足利市今福町790-10-108
416 株式会社　エフエムティ 製造業 栃木県 足利市小俣町1790-5

417 株式会社　タクト 金融・保険業 栃木県
下都賀郡野木町友沼6508-
23

418 春山プレス工業 製造業 栃木県 足利市松田町996-3

419
株式会社　シー・アー
ル・エス

建設業 栃木県 足利市葉鹿町1286-14

420 浜岡工業　株式会社 製造業 栃木県 足利市板倉町149-6

421 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

422 わたらせテレビ株式会社 放送業 栃木県 足利市有楽町853
423 日新染工㈲ 繊維工業 栃木県 足利市今福町459
424 ㈲赤羽精密 製造業 栃木県 日光市森友３４３－７ http://www.akabane.co.jp

425
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 http://www.npo-hatofuru.or.jp/

426 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

427
株式会社　ライフプラ
ネット

卸売業、小売業 群馬県 前橋市下沖町125 未設置

428 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/

429 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/

430
税理士法人　田子会計事
務所

学術研究、専門・
技術サービス業

群馬県 前橋市東上野町94 http://www.tagokaikei.jp/page_033.html

431
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 http://www.seikouso.com/

432
太陽ビルサービス株式会
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
前橋市三俣町一丁目4番地
の1

http://www.taiyobs.co.jp

433 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

434
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

435 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/

436
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

437
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/

438
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/

439 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
440 株式会社　AIC 製造業 群馬県 伊勢崎市間野谷町651-6



441 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
442 株式会社　ZEST 製造業 群馬県 伊勢崎市八斗島町1053-103
443 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/

444 丸五自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
群馬県太田市東長岡町１７
９２－１

445
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
群馬県桐生市新宿１－８－
１

http://www.lavie-wedding.co.jp/company/company.htm

446 有限会社　長山製作所 製造業 群馬県 群馬県太田市西新町５－８ http://www.nagayama-coat.co.jp/

447
シンコージャパン　株式
会社

製造業 群馬県
群馬県太田市大久保町１２
４－３

http://www.shinkojapan.jp

448 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

449 ㈱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/

450
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

451 (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

452 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/

453 (株）Ｖｉｖｉｏ 不動産業 埼玉県
草加市高砂２－２１－２２
２Ｆ

454 （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

455 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

456 （株）富士精工 製造業 埼玉県
ふじみ野市鶴ケ舞３－４－
５

457 （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

458
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

459 (株）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

460 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

461 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

462 （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

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

464 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/

465
（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/

466 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

467 （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

468 （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

469 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

470 （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

471 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

472 （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

473 （有）ピナクルズ 運輸業 埼玉県 川口市弥平１－５－１１

474
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/

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

476 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/



477 （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

478 （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

479 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

480 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

481 （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/

482 （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

483
（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

484
（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

485 （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

486 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

487 飯島医院 医療、福祉 埼玉県
さいたま市浦和区駒場１－
１２－１

488 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

489 （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/

490 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

491
（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

492 川崎機電（株） 製造業 埼玉県
さいたま市桜区栄和１－８
－２２

493 （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

494 （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

495 （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

496 （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

497 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

498 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/

499 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

500 （株）三和 製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影１－１
７－１０

501
（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

502
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

503 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

504
（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/

505 （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５７
４－３

http://taiyo-syoko.jp

506 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

507 （株）たまご 医療、福祉 埼玉県
さいたま市緑区三室１，２
９０－３

508 （株）千代田技工 製造業 埼玉県
さいたま市南区内谷２－１
－１６



509 （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

510 （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

511 松江精機工業（株） 製造業 埼玉県
さいたま市浦和区東仲町１
５－２１

http://www.matsue.co.jp

512 （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

513 （株）美薗工芸社 製造業 埼玉県
さいたま市緑区大門２，８
２４－７

http://www.misono-web.com

514 （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

515 森田電機（株） 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市浦和区常盤２－
１６－２０

516 （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

517 （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

518
（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

519 （株）押田工業所 製造業 埼玉県
さいたま市西区宮前町６９
０－３

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

520 （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

521 （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/

522 （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２，４
９２－２

523 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

524 （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

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

526 日本製罐（株） 製造業 埼玉県
さいたま市北区吉野町２－
２７５

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

527 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，
７５１－１

528
（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

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

530 （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－
２０９－１

http://www.libertas-co.com

531 あおぞら歯科 医療、福祉 埼玉県
深谷市武蔵野３，６６５－
３

532 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/

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

534 （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

535 （株）ワイ・ケイ 建設業 埼玉県 戸田市下前２－８－１７

536 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

537 （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

538 （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

539 （株）アルパス 製造業 埼玉県 川口市元郷１－４－２

540
（株）辰未トランスポー
ト

運輸業 埼玉県 川口市赤井２－４－２６



541 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

542 （有）関根小型運輸 運輸業 埼玉県 川口市青木１－２２－１１
543 （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

544
（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/

545 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

546 （株）高通サービス 運輸業 埼玉県 戸田市笹目４－２－４

547 （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

548
（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/

549 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/

550 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

551 （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

552
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/

553 （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

554 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/

555 （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

556 （株）シュウエイ 製造業 埼玉県
川口市東領家４－１６－２
０

http://www.bb-shuei.co.jp

557 （株）アイビーエス 製造業 埼玉県 熊谷市葛和田１８０８－２
558 （株）ミタカ 製造業 埼玉県 熊谷市妻沼１７６５－１ http://www.t-mtk.co.jp

559 （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/

560 高田製薬（株） 製造業 埼玉県
さいたま市西区宮前町２０
３－１

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

561 （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

562 （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

563 神谷工業（株） 製造業 埼玉県 川越市下赤坂７０１

564
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

565 （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

566 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

567 （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/

568
（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

569
（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

570 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

571
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

572 （株）吉野鉄工所 建設業 埼玉県 川越市石田本郷１３
573 （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

574 （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

575 （株）スギヤマ巧芸社 製造業 埼玉県
さいたま市緑区三室１２０
５－３

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

576 （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

577
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/

578 （株）生きいき 医療、福祉 埼玉県
さいたま市緑区中尾３２３
３

579 （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/

580
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１１９
４－４

http://saitamakusuda.co.jp

581 （株）プラスチック光学 製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影１－２
８－１３

http://www.purakou.co.jp

582 （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/



583 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/

584 古屋歯科医院 医療、福祉 埼玉県
さいたま市浦和区常盤９－
１０－１１第3スミダビル
２Ｆ

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

585 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/

586 （株）クリスタルアート 製造業 埼玉県
戸田市美女木３－２４－１
２

http://www.crystalart.co.jp

587 （有）ティンズクラフト 製造業 埼玉県 伊奈町寿２－３１３

588 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

589 （有）白鳳堂 卸売・小売業 埼玉県 川口市戸塚東１－２－２９

590 （株）アイジェクト 製造業 埼玉県
日高市駒寺野新田２５１－
１４

http://www.i-ject.com

591 （有）ハートフル 金融・保険業 埼玉県
坂戸市千代田４－１０－１
９

592 ㈲伊藤商事部 不動産業 埼玉県 川越市菅原町７－５ info@kawagoe-dail.com

593
㈲Ｓｏｎｇ　・Ｏｆ・Ｈ
ｅａｒｔ

医療、福祉 埼玉県 川越市脇田町２２－２ inho@hanamizuki-home.com

594
（医）八徳会　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

info@chiaki-clinic.com

595 (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

596 (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

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

598 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/

599 (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）

600
(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

601 (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

602
(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

603 (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

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

605
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/

606
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/

607
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

608 （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

609
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/

610
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/

611 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

612
東京ラッキー自動車株式
会社

運輸業 東京都
東京都板橋区上板橋２－１
１－１２

http://www.tokyoluckytaxi.co.jp

613 株式会社ＫＥＡ工房 卸売・小売業 東京都
東京都港区北青山３－５－
３０　入来ビル

http://www.kea-kobo.com

614 日総工産株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横浜市港北区新横浜１－４
－１

http://www.nisso.co.jp

615 株式会社仁装 建設業 神奈川県
横浜市戸塚区前田町74番地
２

http://www.jinso.jp

616 株式会社ＦＬＯＷ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港北区綱島西２－２－
１８　２階

http://hair-cierge.com

617
社会保険労務士やなばら事
務所

専門・技術サービ
ス業

東京都
千代田区麹町１－３－２３－
３０２

http://counter-partner.net



618
ヘアーサロンポパイ　（ ㈱
スーパーカット）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町２－３－１　厚木
ダイヤプラザビル１階

619
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３－１９
－１６

620 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９－３－１
０２

621 株式会社　トラスティ 製造業 神奈川県 秦野市清水町１０－２１

622
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

623 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

624 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

625 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

626 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

627 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

628
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

629
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

630
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

631
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

632
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

633 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

634 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

635
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

636 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

637 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

638 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

639 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

640 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

641
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

642 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

643
美容サロンＤＯＴ１１０
１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

644 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

645
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

646 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

647
ロイヤルインダストリー
ズ　株式会社

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

648
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

649 関東興発㈱ 建設業 茨城県
ひたちなか市東石川３０９１
－４

650 昭和造園土木㈱ 建設業 茨城県 笠間市笠間４３５８－２

651
㈱エル・ドラード
（アクセスムーン那珂
店）

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 水戸市吉沢町３５４－３０ http://www.accessmoon.com

652 日立ﾃﾞｻﾞｲﾝ㈱
専門・技術サービ
ス業

茨城県 日立市若葉町２－３－５ http://www.hitachi-design.co.jp

653 瑞井精工㈱ 製造業 茨城県 常陸太田市折橋町８２５ http://www.mizui.co.jp

654 ㈱いばらきのケア 医療、福祉 茨城県 常陸太田市木崎二町８４９ http://ibaraki.com/



655 ㈲佐賀電気工業
電気・ガス・熱供
給・水道業

茨城県
かすみがうら市稲吉３７６－
１６

656 ㈱ヒロ・カンパニー 医療、福祉 茨城県
ひたちなか市足崎１５１２－
１０

657 ㈱酒寄造園 建設業 茨城県 つくば市作谷１６２６－１１

658 新和自動車工業㈱
専門・技術サービ
ス業

茨城県 水戸市河和田町５５１－１ http://www.shinwa-cars.info/

659 有限会社ティンク
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 http://www.ao-smil.com/

660 株式会社ナガツカ 卸売・小売業 茨城県 古河市原町９－２９ http://www.nagatsuka.com

661 株式会社かすが 卸売・小売業 茨城県 結城市結城１００ http://kasuga.me/
662 ＨＣＣソフト㈱ 情報通信業 栃木県 さくら市馬場４１０－７８ http://www.hcc-soft.com/

663 ㈱ビーライト 製造業 栃木県 下野市柴１９４－４

664 東京防災㈱
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

665 ㈱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１－９－１ http://www.pluswork.jp

666
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/

667 ㈱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 ー

668 ㈱シオダ 製造業 栃木県 那須烏山市東原５３ http://www.shiodadental.com/index.html

669 ㈲澤畠縫製 製造業 栃木県 那須烏山市旭１－１８－５

670 ㈱メゾンドプラン
宿泊業、飲食サー
ビス業

栃木県
那須郡那須町高久乙５９４－
１０３

http://www4.ocn.ne.jp/~brun/index2.html

671 那須食販㈱
宿泊業、飲食サー
ビス業

栃木県 那須郡那須町大字湯本４－５ http://www.mizuhokura.com

672 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/

673 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/index.htm

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

675
㈲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２－１８－１
３

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

676 ㈱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３－１２－１３ http://www.ho-jo.co.jp/

677 ㈱島崎酒造 製造業 栃木県
那須烏山市中央１丁目１１番
１８号

http://www.azumarikishi.co.jp

678 ㈲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

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

680 ㈱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/

681 ㈱アイレック 建設業 栃木県
宇都宮市下川俣町２０９－６
０

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

682 ㈱ALL OUT ADVANCE
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

ー

683 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 ー

684 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

685 ㈱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１－１７－２６ http://b-i-c.jp/

686 ㈲花裕 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市石井町２９９２

687 横川食販㈱ 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市江曽島町１４４９ ー
688 深谷建設㈱ 建設業 栃木県 那須塩原市埼玉６－１０５９ http://www.fukayaom.com/

689
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１－８－１５ http://www.kodawarifudousan.com

690 喜連川漁業生産組合 漁業 栃木県 さくら市葛城１９２３ ー

691 ㈱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/

692 岡田冷熱機工株式会社 建設業 栃木県 足利市五十部町971

693 スマートソース
専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市通1-2670 www.smartsource.jp

694 株式会社虎谷 製造業 栃木県 足利市新山町1-6 www.ashikaga-toraya.com/

695 江原会計事務所
専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市朝倉町2-13-2

696 三洋発條株式会社 製造業 栃木県 足利市南大町473

697 イケダ創建有限会社 建設業 栃木県 足利市五十部町354-7

698 株式会社小林産業 製造業 栃木県 足利市鹿島町457



699 オグラ金属株式会社 製造業 栃木県 足利市川崎町1310 www.ogura-gr.co.jp

700
有限会社黒田プラスチッ
ク工業所

製造業 栃木県 足利市若草町4-30

701 鴇田プリント有限会社 製造業 栃木県 足利市真砂町7-32

702 赤石工業株式会社 製造業 栃木県 足利市大月町94-2

703 北進工業株式会社 製造業 栃木県 足利市富士見町70

704 大同化学株式会社 製造業 栃木県 足利市借宿町609-1 http://www.daido-chemical.co.jp/

705 株式会社開倫塾 教育、学習支援業 栃木県 足利市堀込町145 http://www.kairin.co.jp

706 足利印刷株式会社 製造業 栃木県 足利市福居町282 www.watv.ne.jp/~ashiin/

707
株式会社浅沼経営セン
ター

専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市本城2丁目1901-8 www.asanuma21.com

708 本所自動車㈱ 製造業 栃木県 足利市名草下町1-2-3 www.honjo-body.co.jp

709
㈲ココ・ファーム・ワイ
ナリー

卸売・小売業 栃木県 足利市田島町611

710 ㈲ナカヤマ 卸売・小売業 栃木県 足利市利保町1-11-9

711 月星食品㈱ 製造業 栃木県 足利市錦町77 www.tsukiboshi-s.co.jp

712 (協)足利給食センター 複合サービス事業 栃木県 足利市福居町1770 www.taikobashi.co.jp

713 ㈱トチセン 製造業 栃木県 足利市福居町1143 www.tochisen.co.jp
714 ㈱エコアール 製造業 栃木県 足利市久保田町838-1 www.eco-r.jp/
715 ㈱ニューミヤコホテル 飲食店、宿泊業 栃木県 足利市南町4254-1

716
共栄観光足利サービスセ
ンター

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市南町4254-1

717
株式会社タイガーカワシ
マ

製造業 栃木県 栃木市藤岡町4290 www.tiger-k.co.jp

718 ㈲テックマネージメント 製造業 栃木県 足利市中川町3644-3

719 葛生製袋工業株式会社 製造業 栃木県 佐野市葛生西1-3-13 www.kuzuuseitai.co.jp

720 ㈱ファニー 卸売・小売業 栃木県 足利市問屋町1177-11 www.fanny-lace.co.jp

721 ニッシン㈲ 建設業 栃木県 足利市猿田町3-40

722 アートレスメタル㈱ 製造業 栃木県 足利市借宿町591

723 ㈲アクド建設 建設業 栃木県 足利市利保町521-4

724 株式会社ラピス 卸売・小売業 栃木県 足利市通2-12-12

725 株式会社シオダ食品 製造業 栃木県 佐野市御神楽町17-1 www.syougaya.co.jp
726 有限会社松崎加工 製造業 栃木県 佐野市堀米町1347-3

727 有限会社ひまわり 医療、福祉 栃木県 佐野市小見町753 www.hanano-hiroba.sakura.ne.jp

728 ㈱金子建設 建設業 栃木県 足利市島田町781-1

729
佐野ケーブルテレビ株式会
社

情報通信業 栃木県 佐野市大橋町2000-7 www.sctv.jp

730 社会福祉法人すぎのこ会 医療、福祉 栃木県 下都賀郡岩舟町鷲巣302-1 www16.ocn.ne.jp/~suginok/

731
株式会社ハルプエンタープ
ライズ

医療、福祉 栃木県 宇都宮市東宿郷5-3-4 www.halp.co.jp

732 ㈱データサイエンス 教育、学習支援業 栃木県 足利市堀込町2625-1

733 丸仁産業㈱ 製造業 栃木県 足利市伊勢町4-3-8

734
株式会社明徳　ケアサポー
ト愛

医療、福祉 栃木県 佐野市葛生西3丁目11-4

735
関東名鉄カーゴ・サービス
㈱

運輸業 栃木県 足利市野田町1120-18

736 有限会社和建築 建設業 栃木県 足利市借宿1-20-2

737 エスケープラント株式会社 建設業 栃木県 足利市朝倉町663-6 www.sk-plant.co.jp
738 有限会社東武機工 製造業 栃木県 足利市南大町237-5

739 特別養護老人ホーム清明苑 医療、福祉 栃木県 足利市大月町1042-2 www.seimeien.or.jp/
740 特別養護老人ホーム緑風苑 医療、福祉 栃木県 栃木市藤岡町355-2

741 有限会社マイコミュニティ 医療、福祉 栃木県 佐野市田沼町565-2

742
特別養護老人ホーム唐沢静
山荘

医療、福祉 栃木県 佐野市奈良淵町701-2 www.karasawaseizan.jp

743 株式会社田部井製作所 製造業 栃木県 足利市羽刈町921-1 www.axis-tabei.co.jp

744 特別養護老人ホーム蓬莱荘 医療、福祉 栃木県 佐野市長谷場町1798-1 www.t-product.co.jp
745 株式会社高橋プロダクト 製造業 栃木県 足利市朝倉町2-6-10

746 有限会社ハイテック 製造業 栃木県 足利市島田町403

747 有限会社かたくり 医療、福祉 栃木県 佐野市飯田町209-1

748 東両毛通運株式会社 運輸業 栃木県 足利市野田町1120-27

749 株式会社エステート・ワン 不動産業 栃木県 足利市伊勢町3-4-14

750 社会福祉法人ひまわり会 医療、福祉 栃木県 佐野市石塚町1018

751 有限会社櫻井建設工業 製造業 栃木県 足利市名草中町3807-1

752 ロジパートナーズ株式会社 運輸業 栃木県 足利市名草下町111 WWW.logipartners.co.jp

753 友禅・江原㈱ 運輸業 栃木県 足利市福居町3-2



754
株式会社足南シルバーサー
ビスほほえみ

医療、福祉 栃木県 足利市堀込町1648-1

755
株式会社金吾堂製菓栃木工
場

製造業 栃木県 栃木市藤岡町都賀1208 www.kingodo.co.jp

756
中外油化学工業株式会社佐
野工場

製造業 栃木県 佐野市出流原町444-2 www.chugai-yuka.co.jp

757 藤岡ニューロング株式会社 製造業 栃木県 栃木市藤岡町藤岡4254 www.nlwww.com
758 藤岡商事株式会社 建設業 栃木県 栃木市藤岡町大前646 www.fujiokashoji.co.jp

759 ケアハウス　いちごの里 医療、福祉 栃木県 佐野市田島町213 http://www11.ocn.ne.jp/~tokuti/ichigo/sisetu_info.htm

760 やすらぎの里　八州苑 医療、福祉 栃木県 栃木市藤岡町太田1394-1 www3.ocn.ne.jp\~hassyuen

761 株式会社富士興油 製造業 栃木県 佐野市免鳥町342-1 www.fuji-koyu.com/

762 建創株式会社　足利店
専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市田中町961-2

763 社会福祉法人　愛光園 医療、福祉 栃木県 足利市稲岡町500

764 菊池電気 建設業 栃木県 足利市小俣町260-1

765
株式会社　マツダアンフィ
ニ両毛

卸売・小売業 栃木県 足利市助戸町1-644

766 有限会社　協悦 製造業 栃木県 下都賀郡岩舟町静和355-1 WWW.cc9.ne.jp/~kyouetsu/

767
社会福祉法人　縁盛会　温
寿苑

医療、福祉 栃木県 佐野市馬門町1470

768 有限会社　ティアンドエス 医療、福祉 栃木県 佐野市山形町296

769
ＮＰＯ法人 両毛ケアサービ
ス

医療、福祉 栃木県 足利市駒場町568-1 www.n-p-o.or.jp

770
特別養護老人ホーム　プロ
ムナードひこや

医療、福祉 栃木県 足利市葉鹿町2019-1

771 ケアハウス　ひこやの里 医療、福祉 栃木県 足利市葉鹿町2019-1

772 株式会社　田中商事 運輸業 栃木県 足利市寺岡町476-4

773 株式会社　斎藤精機 製造業 栃木県 足利市南大町475-7

774 株式会社　佐取工務店 建設業 栃木県 足利市常見町3-7-6

775
さくらファミリー　株式会
社

金融・保険業 栃木県 足利市田島町57-1

776 株式会社　野口建設 建設業 栃木県 足利市芳町34-2

777
有限会社　人事・労務コン
サルティングオフィス

専門・技術サービ
ス業

栃木県 佐野市浅沼町801 http://tamura-sr.jp

778 株式会社　さくら屋 不動産業 栃木県 足利市通り４丁目2573

779 株式会社　ソリシター
専門・技術サービ
ス業

栃木県 佐野市堀込町602-23

780 有限会社　赤い屋根 医療、福祉 栃木県 佐野市浅沼町21

781
有限会社　アイエスオート
サービス

専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市寿町8-13

782 有限会社　タナカ防災
専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市大橋町1818-16

783 有限会社　横田冷熱 建設業 栃木県 足利市上渋垂町1114

784 株式会社　パワーライン 製造業 栃木県 足利市錦町32-6

785 合名会社　亀屋商店 卸売・小売業 栃木県 足利福居町574

786 株式会社　タマル工業 製造業 栃木県 佐野市栄町3-3

787
関東エクストロン商事　株
式会社

製造業 栃木県 足利市福富町1097

788
株式会社　コトラミートカ
ルチャ

卸売・小売業 栃木県 足利市堀込町1558

789 株式会社　マルヤ
専門・技術サービ
ス業

栃木県 佐野市若宮上町2-24

790 株式会社　グランド
サービス業（他に
分類されないも
の）

栃木県 足利市相生町389-5 www.grand-inc.co.jp

791 中里建設　株式会社 建設業 栃木県 佐野市栃本町1051

792 株式会社　エフォール 医療、福祉 栃木県 足利市常見町3-3-10 www.effort-ashikaga.jp

793 日本総合企画　株式会社 建設業 栃木県 佐野市堀米町613 http://www.rinjirou-nb.com

794 株式会社　福寿草 医療、福祉 栃木県 佐野市堀米町613

795 株式会社　Ｕ建築工房 建設業 栃木県 足利市島田町151-1

796 有限会社　ホアシ 金融・保険業 栃木県 足利市山下町１１８８

797
株式会社　スマイルフェイ
ス

医療、福祉 栃木県 足利市田中町９１５－１７

798 株式会社　ＦＰＩ 金融・保険業 栃木県 足利市山下町２９－１

799
有限会社　ホテル三吉野別
館

飲食店、宿泊業 栃木県 佐野市富岡町３２４ www.hoteｌmiyoshino.co.jp



800
株式会社　ＭＡＲＵＢＩＳ
ＨＩ不動産

不動産業 栃木県 足利市田中町８２７

801 株式会社　星秀社 製造業 栃木県 小山市外城90-6 www.seisyusya.com
802 三陽建設　株式会社 建設業 栃木県 佐野市岩崎町1349 www.34const.co.jp
803 株式会社　ホリモク 建設業 栃木県 足利市家富町2253

804 (株)ピカテック
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市川崎町2283

805 Ｉｍａｇｉｎｅ＆Create
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市八幡町1-21-4

806 アロマスクール＆月の桃
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市八幡町1-21-4

807
丸山メンテナンス　株式会
社

建設業 栃木県 足利市久松町33-3

808 有限会社　初山染工 製造業 栃木県 足利市借宿町319

809 新葉社会保険労務士事務所
専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市上渋垂町246-6

810 社会福祉法人　鹿島会 医療、福祉 栃木県 足利市大沼田町2163-1

811 有限会社　勝クリエート 医療、福祉 栃木県 足利市朝倉町589

812 モノプラン 建設業 栃木県 足利市藤本町706-20 http://www5.ocn.ne.jp/~monoplan

813 株式会社　Ｓ’ｕａｖｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市福富町1234-20 www.pasonan5721.wix.com/suave

814 有限会社　穂高運輸 運輸業 栃木県 佐野市堀米町3859-2

815
税理士法人　アイ・ブレイ
ンズ　足利事務所

専門・技術サービ
ス業

栃木県 足利市山川町52-2

816 有限会社　山栄電子 製造業 栃木県 足利市山下町

817
朝摘み野菜の洋食館　路遊
亭

飲食店、宿泊業 栃木県 栃木市境町11-13 www.jiyuutei.com

818 株式会社　J・O・Y 教育、学習支援業 栃木県 佐野市伊勢山町14-13 www.joybb.ne.jp

819 株式会社　吉川油脂
サービス業（他に
分類されないも
の）

栃木県 佐野市飛駒町3845-3 www.y-yushi.com

820
株式会社　ベネック関東支
店

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 佐野市栃本町1073-1 www.benex-co.co.jp

821 正田フーズ　株式会社 製造業 栃木県 佐野市町谷町2945

822 有限会社　元起製作所 製造業 栃木県 足利市鹿島町1125-3

823 永倉自動車　有限会社 卸売・小売業 栃木県 足利市堀込町190-3

824 有限会社　山喜木材 卸売・小売業 栃木県 足利市山下町917

825 有限会社　増田製作所 製造業 栃木県 佐野市門馬町1672

826 株式会社　ｂｏｗｔｅｃ 建設業 栃木県 足利市百頭町2011-3

827
ファイナンシャルソリュー
ソンズ株式会社

金融・保険業 栃木県 小山市喜沢1470-1 www.hokenprojet.co.jp

828
株式会社　ＴＡＫＡＳＨＩ
Ｎ

建設業 栃木県 足利市大月町453-1

829 江原自動車販売株式会社 卸売・小売業 栃木県 足利市福居町5-3

830 有限会社　大塚工芸 製造業 栃木県 足利市南大町3303

831 株式会社　田口運輸 運輸業 栃木県 足利市上渋垂町246-4

832 株式会社　ＣＩＮＱ 製造業 栃木県 足利市八幡町2-7-14

833 有限会社　金子鉄工 製造業 栃木県 足利市福居町1757

834 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

835 ㈱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

836 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/

837 ㈲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

838 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

839 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/

840 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

841 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

842 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

843
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/

844 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

845 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



846
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/

847 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/

848 Ｇｒａｃｅ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 群馬県太田市新島町６２０ http://sandersgrace.com

849
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

850 有限会社　COCO-LO 医療、福祉 群馬県
群馬県群馬県桐生市相生町２
－２６１－３

http://coco-lo.net

851
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/

852 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

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

854 ㈱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

855 ㈱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

856 ㈱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

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

858 ㈱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

859 ㈱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

860 ㈱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

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

862 （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

863 ㈱メディカルパティオ 医療、福祉 埼玉県 入間市東町7-13-6 http://myph.jp/asunaro-ph/pc

864 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/

865 （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

866 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

867 （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

868
（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

869 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

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

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

873 （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

874 新島整形外科 医療、福祉 埼玉県 熊谷市原島１－１ http://niijima.ptu.jp/

875 （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

876 （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/

877 （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

878 （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/

879 （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

880 （社福）育美会 医療、福祉 埼玉県 川越市今福１，６４１ http://www.ikumikai.jp

881 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/

882 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

883
（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

884
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

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



886 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

887 （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

888 （株）国沢パネル工芸 製造業 埼玉県 川越市今福５６８－１

889
（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

890 光洋パック（株） 製造業 埼玉県 川越市大字竹野１４－２

891 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

892 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/

893 （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

894 （株）塩野 製造業 埼玉県 川越市今福５５１

895 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

896
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

897 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

898 （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/

899
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/

900 （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

901 （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

902
（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

903 （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

904 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

905 （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

906 東光（株） 製造業 埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷１８ http://www.toko.co.jp/

907 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

908 （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

909 （株）中原工業 建設業 埼玉県 川越市小仙波町３－１２－４

910
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

911
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/

912 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

913 （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/

914
（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

915 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/

916
（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

917
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/

918
（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

919
（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

920 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

921 丸一共通運送（株） 運輸業 埼玉県 川越市問屋町４－２

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

923 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

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

925 （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



926 （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

927 （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

928
（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/

929 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

930
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

931 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

932 （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

933 金富建設工業（株） 建設業 埼玉県 所沢市林１－１８９－１

934 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

935
（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

936
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

937
（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/

938
（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

939 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

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

941
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

942 （社福）博寿会 医療、福祉 埼玉県 所沢市神米金５０５

943
（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

944 （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

945
（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

946 （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/

947
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

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

949 （株）明和工務店 建設業 埼玉県 狭山市北入曽５４７－１０

950
（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

951
（株）明和工務店
デイホーム明和　みよし
の館

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

952
（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/

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

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

955 （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

956 （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/

957 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

958 （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

959 埼玉伸管工業（株） 製造業 埼玉県 新座市野火止７－１０－９

960 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

961
（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

962 （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

963 （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



964 （株）トーカン 製造業 埼玉県 朝霞市泉水３－８－１８

965
（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

966 （社福）ハレルヤ 医療、福祉 埼玉県 朝霞市溝沼１－５－６

967 （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/

968
（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

969 （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

970
（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

971
（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/

972 （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

973 （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/

974 （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

975
（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

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

977 （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/

978
（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

979
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

980 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/

981
（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

982 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/

983 神白工業（株） 建設業 埼玉県 蕨市塚越７－２３－１０

984 （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

985 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

986
（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

987 （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/

988 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

989 高弘建設（株） 建設業 埼玉県 所沢市緑町２－１－２０

990
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

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

992 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

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

994 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/

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

996
（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/

997 (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/

998 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

999
（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/

1000
（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.

1001 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

1002 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

1003
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



1004
（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

1005 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/

1006 新鋭産業（株） 卸売・小売業 埼玉県 飯能市中居７２ http://www.myfavorite.bz/shinei/

1007 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

1008 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

1009 （社福）入間川福祉会 医療、福祉 埼玉県 狭山市大字加佐志１０４

1010
（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/

1011 （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

1012 （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

1013 （株）海老原機械工業 製造業 埼玉県 三郷市新和１－５８３

1014 （有）根岸製作所 製造業 埼玉県 熊谷市柿沼３３１

1015 ㈱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 rent-all@one-way.co.jp

1016 東都発条㈱ 製造業 埼玉県 川越市鴨田大町１３８０ gyoumu@tohtosprig.co.jp

1017 ㈱トップ工業 製造業 埼玉県 川越市寺山１６７ info@top-k.co.jp
1018 ㈱電成社 建設業 埼玉県 川越市三久保町８－４ okabe@denseisya.co.jp

1019 ＆ROLL
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川越市脇田本町１１－８－２F info@and-roll.com

1020 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１２６
７－２

ｈｔｔｐ：//www.yorii.or.jp

1021 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

1022 (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

1023 (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

1024 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

1025 有限会社　大栄陸送 運輸業 埼玉県 加須市南大桑２５６８番地１

1026
リハビリデイサービスＨａ
ｎｄ’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

1027 親切タクシー株式会社 運輸業 東京都
東京都杉並区堀ノ内１－８－
２５

1028
有限会社トータル・コミュ
ニティ・サービス

サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都 東京都板橋区本町１６－１

1029 トレンドワークス株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
東京都渋谷区恵比寿西１－１
０－６　恵比寿ツインズ５階

http://trendworks.co.jp

1030
株式会社デジタルクリエイ
ト

サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
東京都千代田区神田西福田町
４　神田Ｋ－１ビル８階

1031 株式会社データウェア 情報通信業 東京都
東京都台東区雷門２－１９－
１７

http://www.data-ware.co.jp

1032 株式会社シスラボ 情報通信業 東京都
東京都豊島区西池袋１－１１
－１　メトロポリタンプラザ
１６階

http://www.syslabo.com

1033 株式会社テクノコア 情報通信業 東京都
東京都中央区日本橋本町３－
８－４　第二東硝ビル２階

http://www.techno-core.jp

1034 ㈱アイ・ヴィレッジ 卸売業、小売業 東京都
東京都狛江市岩戸南3-11-15-
103

1035 城南産業　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市川崎区貝塚２－１５－
５

http://www.jyonansangyo.co.jp

1036 有限会社　早見自動車工場
専門・技術サービ
ス業

神奈川県 川崎市川崎区伊勢町１－１７

1037
社会福祉法人　横須賀市社
会福祉事業団

医療、福祉 神奈川県 横須賀市本町２－１ http://swc.e-yokosuka.jp/index.htm

1038 ＡＭ自動車工業　株式会社
専門・技術サービ
ス業

神奈川県 川崎市川崎区大島１－２－２ www.am-at.com

1039
株式会社　アプライドクリ
エイター

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市川崎区砂子１－２－１
２

http://www.apcr.co.jp

1040
相互システム工業　株式会
社

建設業 神奈川県
川崎市中原区宮内２－２１－
１０



1041
株式会社　ワイ・オー・
アール

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２９７８芝
原ビル３Ｆ

http://y-o-r.co.jp

1042 株式会社　タッキード
専門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市宮前区水沢２－３－１
５

www.tackheed.co.jp

1043
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

1044
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

1045 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ 飲食店、宿泊業 神奈川県 横須賀市津久井１－４－７ http://bluemoon-yokosuka.jimdo.com/

1046
株式会社　Ｐｏｌｅｓｔａ
ｒ－ＩＤ

情報通信業 神奈川県
横須賀市光の丘８－３ＹＲＰ
－Ｖｅｎｔｕｒｅ棟３１４

http://www.psid.co.jp

1047 株式会社　マシンヘッド
専門・技術サービ
ス業

神奈川県 横須賀市馬堀町２－２－１２ http://www.machine-head.co.jp

1048 文明堂印刷　株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市東浦賀１－３－１２ http://www.bunmeidou.co.jp

1049
株式会社　シー・エフ・
ネッツ

不動産業 神奈川県
横浜市港南区港南台３－３－
１

1050 株式会社　ブレイブスター
専門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市中原区木月１－１８－
１１

1051 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４－３９－２
１－２０１

1052
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

1053
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

1054 株式会社　和興計測 製造業 神奈川県 川崎市高津区久地８６４－１ http://www.wako-keisoku.co.jp

1055 日動警備横浜株式会社
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番６号 日
動プラザ西横浜２０１

1056 株式会社ユー・エス・シー 建設業 神奈川県
横浜市保土ケ谷区霞台４７番
１４号

1057 株式会社ジョイワークス 情報通信業 神奈川県 横浜市西区宮ケ谷５５－２８ http://www.joyworks.jp

1058 アートワーク株式会社 情報通信業 神奈川県 横浜市中区富士見町２－５ http://artwoｒｋ-pcｂ.com

1059 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/

1060
湘南エンタープライズ株式
会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横浜市中区翁町１－４－１４
浜吉ビル３階

1061 東栄建設工業株式会社 建設業 神奈川県
横浜市港北区大倉山６－２－
１８　 リスペック大倉山１階

http://www.respec.co.jp

1062 株式会社トランザス 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１７階

http://www.tranzas.co.jp/

1063
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

http://www.n-imi.com/

1064 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

1065 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８－１８
－２４

http://www.sakura-d.co.jp

1066
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

1067 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

http://www.kontecs.com/

1068
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

1069
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

http://www.smartpowersystem.co.jp

1070
㈱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

1071
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

1072
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

1073
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４－２２
－１

1074 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７－１５
－４－１０２

1075 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

1076 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

1077 株式会社　リ・ハピネス 教育、学習支援業 神奈川県
相模原市中央区上矢部２－７
－１０



1078 すりーぴーす 教育、学習支援業 神奈川県
相模原市中央区緑が丘２－２
０－１０

1079 タカラリホーム　株式会社 建設業 神奈川県
相模原市南区古淵３－２０－
１２ー３Ｆ

1080
株式会社ジャパン・アカウ
ント・システム

複合サービス事業 神奈川県
厚木市中町２－６－１０東武
太朋ビル６Ｆ

1081 株式会社　ミヤビ 建設業 神奈川県 秦野市萩が丘４－１０

1082
ベストトレーディング　株
式会社

複合サービス事業 神奈川県
相模原市中央区相生１－１３
－１１ー３０５

1083
ベストトレーディング株式
会社事業部

複合サービス事業 神奈川県 厚木市金田１１４１

1084
ベストトレーディング株式
会社横浜支社

複合サービス事業 神奈川県
横浜市戸塚区戸塚町２０５－
２Ｆ

1085 株式会社　エニウェイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町４－１４－１－５
Ｆ

1086 株式会社エイワ 建設業 神奈川県 厚木市下川入１３３７－１

1087 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

1088 株式会社角田塗装店 建設業 神奈川県 厚木市愛名１２４６－４

1089 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６－２
２－９－４Ｆ

1090
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

1091
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

1092 オンベリーコ 飲食店、宿泊業 神奈川県 厚木市幸町６－４

1093 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２－１
２－１８

1094 株式会社　原精工 製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津７３９５

1095 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

1096 Rin Iicari
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町３－５－１５－４
Ｆ

1097 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

1098 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３－１－５－２
Ｆ

1099 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２－２５
－１３－１０２

1100 株式会社　ＵＮＩＯＮ 運輸業 神奈川県 厚木市長谷１１５４－７

1101 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

1102 ベル歯科医院 医療、福祉 神奈川県 海老名市中央1－20－43

1103 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

1104 有限会社小林土建 建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増２０７７

1105 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

1106 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

1107 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

1108 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

1109 合資会社　オオタキカク
専門・技術サービ
ス業

東京都
中野区本町４－４７－１２ハ
イライフ新中野１０１

1110
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

1111
㈱ライディングクラブウイ
ンズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 水戸市平須町１２６４ http://www.clubwinds.co.jp

1112
（社福）二希会特別養護老
人ホーム　アイリス

医療、福祉 茨城県
つくば市上横場字中台４２９
－１

http://iriscourt.jp/

1113 ㈲きらら館 卸売・小売業 茨城県 笠間市笠間２２５８－１ http://www.kilalakan.jp

1114 ㈲サイトウ緑地開発 農業・林業 茨城県 久慈郡大子町大生瀬６６９

1115 ㈱新栄設備工業 建設業 茨城県 水戸市酒門町４８１４－１

1116 内山設備工業㈱ 建設業 茨城県 潮来市辻２１１

1117
株式会社　結城栄養食セン
ター

サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県 結城市結城７５５２－２



1118 株式会社ハセベ筑波工場 製造業 茨城県 つくばみらい市古川８１

1119 株式会社関城造園 建設業 茨城県 筑西市関本肥土３６２

1120 (有)小峰窯 製造業 栃木県 芳賀郡益子町城内坂３９ http://www.komine-gama.com

1121 (有)赤荻保温工業 建設業 栃木県
宇都宮市宝木本町１２２３－
９

1122 (株)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/

1123 (有)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５９８０
－１

1124 (有)マルタ 卸売業、小売業 栃木県 芳賀郡芳賀町祖母井１０８８

1125 (株)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 http://www.job-world.co.jp

1126 (有)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

1127 (有)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/

1128 藤崎印刷(株) 製造業 栃木県 宇都宮市川田町８３４－１

1129 (株)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

1130 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２６４－１
２４

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

1131 (株)暁工務店 建設業 栃木県
宇都宮市松原２丁目３番１３
号

http://www.akatuki build.com/company.html

1132 こいしや食品(株) 製造業 栃木県 宇都宮市山田町２３５３－１ http://www.koishiya.co.jp

1133 (有)小野金型製作所 製造業 栃木県 大田原市寒井１６６５－２２ http://www.kurobane.info/shokokai/kigyo/026/ono.htm

1134 (有)オーランド印刷工房 製造業 栃木県 さくら市喜連川３０９５－９ ー

1135 小林酒造(株) 製造業 栃木県 小山市卒島７４３－１ http://www.sake-kaguya.com/site sake/hououbiden/

1136 ＳＡＢＡＩＤＥＥ
生活関連サービス
業、娯楽業

栃木県 小山市神鳥谷町５－２－１９ http://www.sabaidee1020.web.fc2.com/

1137
(株)ＡＩ・Ｃｏｎｎｅｃ
ｔ

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/

1138
(株)ジアースコーポレー
ション

製造業 栃木県
下都賀郡野木町野木１４１
－６

http://www.thsrth.jp/

1139 タチバナ商事(株) 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市駒生町８５５－５ http://www.tachibana.co.jp/

1140 (株)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/

1141 (有)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/

1142 (株)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

1143 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

1144 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
1145 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/

1146 ㈱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://www.marushige-ec.jp/

1147 社会福祉法人　松寿会 医療・福祉 群馬県 渋川市金井2212-1

1148
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

1149
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

1150 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/

1151
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

1152 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/

1153
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

1154 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

1155 株式会社　ラクー
サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県 高崎市浜川町2017 http://www.car-racoo.com/

1156 ㈲川島精機 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野２６４３
1157 ㈲橋本商事 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野３０８１

1158 ㈲茂木製作所 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町篠塚４０１０
－２

1159 ㈲五月女鉄工 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野２３１０



1160
㈱リクルートファクト
リーパートナーズ（関東
オフィス）

サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県
邑楽郡大泉町仙石２－２６
－１

http://www.r-factory-partners.co.jp

1161 ㈱エヌ・ティ・ジ 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚２７４４

1162 ㈲小俣製作所 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町中野２６２９
－１

1163 ㈱プロト技研 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字狸塚１１
１７

1164 ㈱フコク 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町　鞍掛第１工
業団地

http://www.fukoku-rubber.co.jp

1165 ㈲三田自動車販売 製造業 群馬県 館林市冨士原町９３６－３

1166 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/

1167 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

1168
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
群馬県佐波郡玉村町大字上
福島40-6

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

1169 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

1170
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/

1171 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

1172 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

1173 みらいえ株式会社 建設業 群馬県
群馬県みどり市笠懸町３０
８９－１

http://miraie-inc.com

1174 町栄工業　有限会社 建設業 群馬県
群馬県太田市沖之郷町３２
９７

http://www.machiei.jp

1175 ㈱テライ 製造業 埼玉県 羽生市北袋632

1176 （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

1177
（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

1178
(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

1179
（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

1180 （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

1181 （株）アルナ 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市緑区大崎２５６
２－２６

1182 （有）いりそ不動産 不動産業 埼玉県 狭山市南入曽５６０ ｈｔｔｐ：//ｉｒｉｓｏ．iｎｆｏ

1183
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

1184
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　　　

1185 （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　　

1186 （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　

1187 （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　　

1188 廣島電子工業（株） 医療、福祉 埼玉県 戸田市新曽２２４５

1189 （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

1190 （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　

1191
（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

1192
（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

1193
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

1194 （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



1195
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

1196 （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

1197
（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

1198 ㈱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

1199 ㈱須賀 建設業 埼玉県 児玉郡上里町金久保1095

1200 （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

1201 ㈱上里建設 建設業 埼玉県 本庄市見福3-14-14 ｈｔｔｐ：//kamiken.info

1202 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

1203 ㈱はせがわ 卸売・小売業 埼玉県 児玉郡神川町新宿48-3
1204 （有）マチダサポート 製造業 埼玉県 児玉郡神川町新里182-5
1205 （有）埼北陸自 運輸業 埼玉県 児玉郡神川町植竹543-1
1206 ㈱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

1207 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

1208 （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

1209 ㈱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

1210 ㈱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/

1211 ㈱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

1212 （有）こめ吉商店 卸売・小売業 埼玉県 本庄市千代田1-3-33

1213 ㈱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

1214 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

1215 （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

1216 （有）岡芹タイル商会 建設業 埼玉県 本庄市今井723-1

1217 ㈱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

1218 ㈱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

1219 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

1220 （有）ロイヤル工業 製造業 埼玉県 児玉郡美里町関2072-3

1221 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

1222 坂本建興㈱ 建設業 埼玉県 本庄市前原2-1-13
1223 （有）ケンコー 建設業 埼玉県 本庄市前原2-1-13
1224 アベ建材（有） 建設業 埼玉県 本庄市栄1-4-38 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ8.plala.or.jp

1225 （社福）宥和 医療、福祉 埼玉県 本庄市北堀2041
1226 ㈱グッドワン 建設業 埼玉県 本庄市見福4-2-16
1227 ㈱三立製作所 製造業 埼玉県 本庄市千代田2-1-17
1228 フリージア㈱ 医療、福祉 埼玉県 児玉郡上里町七本木3617-7
1229 ㈱髙邦運輸 運輸業 埼玉県 本庄市今井548-4

1230 ㈱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

1231 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

1232 （有）三宅不動産 不動産業 埼玉県 本庄市見福2-8-14
1233 本庄福島病院 医療、福祉 埼玉県 本庄市北堀1780

1234 ㈱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

1235 武正㈱ 卸売・小売業 埼玉県 本庄市前原2-3-25 ｈｔｔｐ：//www．takemasa.co.jp

1236 温井住設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市若泉1-11-30 ｈｔｔｐ：//www．nukui-j.net

1237 ㈱関口組 建設業 埼玉県 本庄市日の出2-1-46



1238 ㈱高岸塗装 建設業 埼玉県 本庄市柏1-7-16
1239 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

1240
（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

1241 （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

1242 （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

1243 ㈱上武 製造業 埼玉県 本庄市共栄116 ｈｔｔｐ：//www.jo-buco.jp

1244 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

1245
㈱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

1246 （有）高橋工業 運輸業 埼玉県 本庄市共栄56-1
1247 山照共和㈱ 製造業 埼玉県 本庄市今井354-4

1248 ㈱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

1249
（有）本庄ニューグンイ
チ

製造業 埼玉県 本庄市若泉3-7-3

1250 金子熱機工業㈱ 製造業 埼玉県 本庄市台町927-1
1251 ㈱誠和 製造業 埼玉県 本庄市小島南3-9-10
1252 ㈱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

1253 真下建設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市日の出1-5-7 ｈｔｔｐ：//www.mashimo.co.jp

1254 本庄生コン㈱ 製造業 埼玉県 児玉郡上里町大御堂95
1255 （有）マルエー 卸売・小売業 埼玉県 本庄市西富田281-1
1256 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

1257 （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
1258 高橋ソース㈱ 製造業 埼玉県 本庄市下野堂604-7 ｈｔｔｐ：//www．takahashisauce.com

1259 （有）本庄研磨工業所 製造業 埼玉県 本庄市寿3-1-15
1260 ㈱矢島防水布加工所 製造業 埼玉県 本庄市小島2-2-19

1261 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

1262 ㈱ウラノ 製造業 埼玉県 児玉郡上里町七本木3563 ｈｔｔｐ：//www．kk.uramo.jp

1263
（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

1264 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

1265 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

1266 ㈱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

1267 ㈱才武給食 製造業 埼玉県 本庄市小島6-11-37
1268 横尾建設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市小島6-11-67 ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yokoo-ke.co.jp

1269 金田理化学工業㈱ 卸売・小売業 埼玉県 本庄市銀座2-12-16

1270 ㈱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

1271 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

1272 永井運輸㈱ 運輸業 埼玉県 児玉郡美里町北十条400-1

1273 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

1274 岡崎電機㈱ 製造業 埼玉県 本庄市寿3-2-47
1275 福島工業㈱ 製造業 埼玉県 本庄市北堀1509

1276 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/

1277 PLAMO㈱ 製造業 埼玉県 本庄市仁手279 ｈｔｔｐ：//www.plamo-k.com

1278 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

1279 （有）野口石材 建設業 埼玉県 本庄市滝瀬1434

1280
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



1281 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

1282 （有）御菓子司せきね 卸売・小売業 埼玉県 本庄市中央3-3-41
1283 （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

1284 竹並建設㈱ 建設業 埼玉県 本庄市西富田303-1 ｈｔｔｐ：//www.takenami.co.jp

1285 (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

1286 ㈱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

1287 ㈱大野木産業 卸売・小売業 埼玉県 本庄市銀座2-10-12

1288 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

1289
(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

1290 (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

1291
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

1292
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

1293
株式会社アジアトレー
ディングコーポレーショ
ン

卸売・小売業 東京都
東京都新宿区下落合１－５
－１０

http://atc.gr.jp

1294 アドバンス株式会社 飲食店、宿泊業 東京都
東京都中野区中央１－２０
－３４　コート矢口1階

1295 有限会社いそがい
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
東京都渋谷区桜丘町３－７
２階

1296 株式会社中村荷役 運輸業 東京都
東京都大田区東海５－３－
５

http://www.nli.jp

1297 株式会社ＷｅｂＥｄｇｅ 情報通信業 東京都
東京都中野区中野５－５３
－３　松本ビル２階

http://www.webedge.jp

1298 ＩＴｂｏｏｋ株式会社
専門・技術サービ
ス業

東京都
東京都港区虎ノ門３－１－
１　虎の門三丁目ビルディ
ング５階

http://www.itbook.co.jp/

1299 有限会社アクスト 卸売・小売業 東京都
東京都台東区今戸１－１７
－７

http://andsteady.com

1300
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
東京都千代田区二番町１
番町ハイム７階

1301
テクノファーム　株式会
社

建設業 神奈川県
横浜市瀬谷区阿久和南１－
２４－７

1302 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/

1303
株式会社　リモデルプラ
ンニング

製造業 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４
Ｆ

http://www.remodel.co.jp

1304 有限会社　浜田分店 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市浦賀町５－７－５ http://www.panichiba-hamadabunten.co.jp

1305 株式会社　スプラウト
サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
三浦市南下浦町上宮田４６
９サンシャインＡ－１01

1306
有限会社　サーベイオ
キーズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横須賀市小矢部４－７－１
７

1307
有限会社　ビーアンド
シー設計

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市多摩区宿河原３－１
０－３０５

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

1308
特定非営利活動法人　ア
プローズ湘南・ケアサー
ビスセンター

医療、福祉 神奈川県
逗子市新宿１－２－３
ニューライフ５１３

1309 栄基建設　株式会社 建設業 神奈川県
横浜市南区南吉田町４－３
７－９

1310 永和工業　株式会社 建設業 神奈川県
横須賀市森崎１－１９－３
永和ビル

http://www.eiwa-kogyou.com

1311
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

1312 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-chiryoouin.com

1313 有限会社　長友測量
専門・技術サービ
ス業

神奈川県
横須賀市長井１－１４－１
４



1314 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

1315 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

1316 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

1317 株式会社　サガミ 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市衣笠町４５－１９ http://www.life-sagami.co.jp

1318 株式会社　ヴィクトリー 医療、福祉 神奈川県
横須賀市大矢部３－１－３
大矢部医療福祉プラザ

http://www.victory-good.co.jp/

1319 東光商事　株式会社 卸売・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

1320 株式会社　ヨコソー 建設業 神奈川県
横須賀市森崎１－１７－１
８

http://www.yokosoh.co.jp

1321 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

1322
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

1323 共栄電工株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横浜市鶴見区安善町１－２
－５

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

1324 共栄テクノ株式会社 製造業 神奈川県
横浜市鶴見区安善町１－２
－５

http://www.kdc-ktc.co.jp/techno/

1325 株式会社アイスコ 卸売・小売業 神奈川県 横浜市泉区新橋町１２１２ http://www.iceco.do.jp

1326
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
金井ビル２０１号

http://yresearch-center.jp

1327
中央出版株式会社　保育
事業部

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丁目３９
番３号 三石ﾖｺﾊﾏﾋﾞﾙ７０２

http://www.ein-group.com

1328 株式会社千手 医療、福祉 神奈川県
横浜市都筑区葛が谷１２－
７

http://www.senju.co

1329
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１
７－２６ ﾋﾞｸﾄﾘｱｾﾝﾀｰ南５
０４

http://info-lounge.jp

1330
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１２１
１－１１ヤマトク川和ﾋﾞﾙ
２０５号

http://www.support-yokohama.com

1331
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

1332 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 

1333 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

1334 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/

1335 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

1336 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/

1337 社会福祉法人みやび会 医療・福祉 群馬県 藤岡市中大塚880
1338 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/

1339 ㈲金栄工業 製造業 群馬県 館林市赤生田本町2692-14
1340 ㈱松島紙店 卸売業、小売業 群馬県 館林市本町一丁目2-10
1341 合同会社　折原 卸売業、小売業 群馬県 藤岡市藤岡923-1

1342 ㈱協栄エステート
不動産業、物品賃
貸業

群馬県 館林市富士見町７番20

1343 ㈱協栄 建設業 群馬県 館林市富士見町７番20
1344 館林美化センター㈱ 副業サービス事業 群馬県 館林市苗木町2447-66

1345 ネモト自動車㈲
学術研究、専門・
技術サービス業

群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚3089-17

1346 館林観光バス 運輸業、郵便業 群馬県 館林市大手町７－１０

1347 ㈲伸栄商事
学術研究、専門・
技術サービス業

群馬県 邑楽郡邑楽町中野798

1348 マツミ産業㈲ 製造業 群馬県 邑楽郡大泉町寄木戸1677-1

1349 ㈲新栄自動車
学術研究、専門・
技術サービス業

群馬県 邑楽郡邑楽町中野1217

1350 ㈲原測量設計事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

群馬県 邑楽郡邑楽町石打698

1351 ㈱ファインファーマシー 医療・福祉 群馬県 館林市松原2丁目16-21
1352 ㈱イケダ薬局 卸売業、小売業 群馬県 館林市松諏訪町1462-4



1353 ニューミヤコホテル
宿泊業、飲食サー
ビス業

群馬県 館林市仲町１－７ http://www.newmiyakohotel.co.jp/

1354 ㈱ワールド
サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県 館林市大手町７－１８ http://www.worldnet.cc

1355
㈱アメリカヤコーポレー
ション

宿泊業、飲食サー
ビス業

群馬県 館林市本町4丁目5番6号 http://www.americaya1979.co.jp

1356
㈱アメリカヤコーポレー
ション

宿泊業、飲食サー
ビス業

群馬県 館林市本町

1357 関根工業㈲
サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県 館林市富北成島町2777-2 http://www.sekine-yk.co.jp

1358 ㈲松本食品 製造業 群馬県 館林市成島町１166-76
1359 ㈲昭和産業 卸売業、小売業 群馬県 邑楽郡邑楽町大字秋妻307
1360 ㈱三蔵 運輸業、郵便業 群馬県 邑楽郡大泉町古海2133
1361 ㈱岡田製作所 製造業 群馬県 館林市近藤町318-2 http://www.okadass.com

1362 ㈲大杉精工 製造業 群馬県 邑楽郡板倉町大字岩田2493

1363 ㈲ナイス 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町中野字谷中田
141-1

1364 ㈲赤坂商店
サービス業（他に
分類されないも
の）

群馬県 邑楽郡邑楽町新中野34-7

1365 ㈱秀和 製造業 群馬県 館林市近藤町676-1 http://www.shuwapd.net

1366 ㈲大川製作所 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野2655
1367 ㈱神寛 製造業 群馬県 館林市松原町2丁目6-26 http://www.kamikan.co.jp

1368 ㈱パワーライト
専門・技術サービ
ス業

茨城県 土浦市田宮６４８

1369 ㈱イチムラ 建設業 茨城県 つくば市沼田５９３
1370 山田空調設備㈱ 建設業 茨城県 土浦市高岡２３９０－１
1371 ㈱プロシード 医療・福祉 茨城県 水戸市小吹町２５４５ http://mitokids.net

1372
株式会社コミュニテイラ
イフプロモーションズ

医療、福祉 茨城県
つくばみらい市紫峰ケ丘３
－３－１４

http:://colip.jp

1373
有限会社エム・デイ・エ
ス

製造業 茨城県
結城郡八千代町平塚２０２
８

1374 株式会社結城製作所 製造業 茨城県 結城市東茂呂１８４９－１
1375 プレス精機株式会社 製造業 茨城県 結城市結城８６４９－２

1376
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/

1377 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/

1378 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/

1379
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

1380
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/

1381
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

1382
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

1383 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

1384 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

1385 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

1386
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

1387
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

1388 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

1389 株式会社　カシワ建設 建設業 群馬県
群馬県太田市市場町１１４
０－４

http://www.kashiwa-kk.com

1390 木村商運株式会社 運輸業 群馬県 群馬県太田市清原町３－１ kimura.s.k.k.01@snow.ocn.ne.jp

1391 春山設備工業株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

群馬県
群馬県太田市新島町７７９
－２

http://www.haruyamasetubi.co.jp



1392 ㈱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

1393 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

1394 （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

1395 （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/

1396 （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

1397 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

1398 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

1399 高橋精機（株） 製造業 埼玉県
東松山市大字新郷８８－２
０

1400 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/

1401
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

1402
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/

1403 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/

1404
（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

1405 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

1406 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

1407 （株）タイセー 製造業 埼玉県 秩父市下吉田６，９７２ http://mkt-taisei.co.jp/

1408 太洋建設（株） 建設業 埼玉県 秩父市近戸町１５－１３

1409 （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

1410
（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/

1411 （有）山口製作所 製造業 埼玉県 吉川市小松川６６７－２ http://www.yamaguchiss.com

1412
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

1413 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

1414 秩父電子（株） 製造業 埼玉県 秩父市山田２１７８ http://www.ec-kk.co.jp

1415 （株）寺尾工げい 製造業 埼玉県 秩父市寺尾２８０４－４
1416 （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

1417 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

1418 （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

1419
（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/

1420 （有）フクシ　藤の里 医療、福祉 埼玉県 加須市鴻茎２１６８－１ http://2943.jp
1421 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

1422 (社福)大吉会 医療、福祉 埼玉県 越谷市大吉５５２－１ http://www.ooyoshikai.jp

1423 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

1424
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

1425
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

1426 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

1427 ムサシパッケージ（株） 製造業 埼玉県 草加市弁天４－２４－２６

1428
（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/

1429 （有）横綱 医療、福祉 埼玉県 坂戸市中富町７３－２７ http://www.sakado-kids.com

1430 （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

1431 （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

1432 （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



1433 （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/

1434
（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

1435 （株）埼玉富士 製造業 埼玉県 秩父市山田７８３ http://www.saitamafuji.co.jp/

1436 日本施設（株） 建設業 埼玉県 秩父市下宮地９－８

1437 関東粉化工業（有） 製造業 埼玉県
皆野町大字皆野３０５３－
３

1438 （株）山口組 建設業 埼玉県 秩父市大野原１３３３ http://www.yg1.co.jp

1439
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

1440 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

1441 （有）安藤螺子制作所 製造業 埼玉県 小川町大塚５５６

1442 （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

1443 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

1444 日東商工（株） 製造業 埼玉県 日高市原宿４００

1445
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

1446 （株）ベルク 卸売・小売業 埼玉県 寄居町用土５４５６ http://www.belk.jp

1447 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

1448
（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/

1449 （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

1450 （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

1451 （有）角仲林業 農業・林業 埼玉県 秩父市大滝９６３ http://www.kakunaka-chichibu.com

1452 （有）システック 医療、福祉 埼玉県 深谷市東方３７６８－１７

1453
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/

1454
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

1455 （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

1456 （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

1457 （株）角田 製造業 埼玉県 熊谷市久保島９３６－１ http://www.k-tsunoda.co.jp

1458 （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

1459 （株）日本グリーン企画 建設業 埼玉県 深谷市人見４７９－４

1460
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

1461 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/

1462
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

1463 飯能資材（株） 建設業 埼玉県 飯能市双柳７６０－１４ http://www.hanno.co.jp

1464 （株）水花
専門・技術サービ
ス業

埼玉県 熊谷市肥塚１０９４－１

1465 （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/

1466 （社福）花園公益会 医療、福祉 埼玉県 深谷市小前田２６７７
1467 （株）パクセル 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市弥藤吾２１２５－１

1468
（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

1469
（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

1470 (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

1471 (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/

1472 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

1473 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

1474 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



1475 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

1476 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/

1477 東昌運輸㈱ 運輸業 東京都
昭島市中神町２－２４－１
１

http://tosho-transport.co.jp

1478 ㈱パワーサポート 医療、福祉 東京都
武蔵村山市本町１－３６－
３

http://trykids.power-support.co.jp

1479
ヘアーリゾートクリップ
ス佐籐秀樹

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
三鷹市上連雀４－３－１１
ＣＬＩＰＳビル

http://www.hrclips.com/index.php

1480 ㈱高岡
サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
杉並区阿佐谷北４－２８－
１５

1481 ㈱フィードアルドーレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 府中市宮町２－１６－１ http://www.hairmake-passage.co.jp/

1482 株式会社BENEVOLENT 不動産業 東京都 東京都調布市小島町2-51-3

1483
タカチホメディカル株式
会社

卸売・小売業 東京都
東京都調布市飛田給1－45
－4

http://www.takachiho-medical.co.jp/

1484 有限会社新星舎印刷所 製造業 東京都
東京都町田市原町田4-16-
13

1485 株式会社サンアイ忠生
サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都 東京都町田市忠生1-12-10 http://www.sun-ai.co.jp/HIMAWARI/index.html

1486 株式会社池商 卸売・小売業 東京都
東京都町田市成瀬が丘2-5-
10

1487 株式会社アユミ電機
専門・技術サービ
ス業

東京都
東京都町田市高ヶ坂３－２
７－１５

1488 株式会社ネクストライフ 不動産業 東京都
東京都町田市原町田4-1-10
藤本ビル2階

1489 株式会社カイオー 医療、福祉 東京都 東京都町田市中町1-21-16

1490 株式会社ツーワン 卸売・小売業 東京都
東京都町田市中町1-30-8
菅井町田ビル3F

http://www.two-one-co.jp/

1491 株式会社　疾風 教育、学習支援業 神奈川県
川崎市宮前区宮前平３－１
２－３宮前平富士通ハイツ
Ｂ等１２２号室

1492
合同会社　Ｋ’ｓｏｆｆ
ｉｃｅえびすディサービ
ス

医療、福祉 神奈川県
横須賀市上町１－４０　長
瀬ビル１階

1493
公益財団法人　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/

1494
プラスパートナー社労士
事務所

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/

1495
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

1496
有限会社　フィールド
オート

卸売・小売業 神奈川県 横須賀市佐原５－２０－８ http://www.field-auto.jp

1497 有限会社　マルト運輸 運輸業 神奈川県
三浦市南下浦町金田１６０
０－２

1498 株式会社　ムナカタ商事 運輸業 神奈川県
三浦市南下浦町金田１６０
０－２

1499 株式会社　ユウシュン 建設業 神奈川県 逗子市沼間５－１３－１１
1500 株式会社　ツーアーク 卸売・小売業 神奈川県 逗子市逗子１－８－９ http://www.hanko21-zushi.com

1501 有限会社　ウララ 卸売・小売業 神奈川県 逗子市逗子７－３－４７

1502
フレンドマリンサービス
株式会社

専門・技術サービ
ス業

神奈川県 横須賀市山科台１０－８ http://www.frends-marine.co.jp

1503 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://www.billioneire.co.jp

1504
トロワ　サンク　trois
ｃｉｎｑ

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県 鎌倉市津西２－１０－１３ http://www.35web.jp

1505 株式会社　恵心 医療、福祉 神奈川県
横須賀市大矢部２－７－１
０

1506
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

1507
株式会社　逗子スポーツ
クラブ

生活関連サービ
ス・娯楽業

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



1508
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

1509
株式会社　アサヒリソー
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横須賀市久里浜２－２５－
９－４０５

http://www.asahiresources.co.jp

1510
日本電子エンジニアリン
グ　株式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県 横須賀市光の丘８－３ http://www.j-e-e.co.jp

1511
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

1512 株式会社　ユーピー 卸売・小売業 神奈川県
横浜市旭区笹野台１－１－
３８

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

1513 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

1514 株式会社　リモデル 卸売・小売業 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４
Ｆ

http://www.remodel.co.jp

1515
株式会社　わたなべ動物
病院

専門・技術サービ
ス業

神奈川県 横須賀市武３－２０－２

1516
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

1517 ドッグサロン　アンリー
サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県 鎌倉市常盤３４８－４ http://homepage3.nifty.com/anlee

1518 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

1519 三笠ビル商店街協同組合 複合サービス事業 神奈川県 横須賀市大滝町２－２３ http://www.mikasa-street.com

1520
株式会社　ブルーダイヤ
モンド

専門・技術サービ
ス業

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

1521 株式会社　ジェイテック 建設業 神奈川県
横須賀市公郷町３－１１０
－９

1522
合資会社マネジメント・
ブレイン・アソシエツ

教育、学習支援業 神奈川県
横浜市中区相生町４－７０
－２ ライズビル３階

http://www.management-brain.co.jp

1523 神奈川都市交通株式会社 運輸業 神奈川県 横浜市西区桜木町７－４１ http://www.toshikoutsu.co.jp

1524 株式会社アイキャル 情報通信業 神奈川県
横浜市神奈川区沢渡１番地
2 菱興高島台第三ビル５階

http://www.ical.jp

1525 コーケン化学株式会社 製造業 神奈川県
横浜市金沢区福浦２－１１
－５

http://www.kohkenc.co.jp

1526
株式会社湘南分析セン
ター

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
横浜市金沢区福浦二丁目10
番12号

http://info@shonan-acs.cp.jp

1527 有限会社タナックス 建設業 神奈川県 横浜市青葉区寺家町１０８ http://tanax.p-kit.com

1528
株式会社朝香療術総合研
究所

医療、福祉 神奈川県
横浜市青葉区美しが丘２丁
目２１番地２

http://www.asaｋa-a.co.jp

1529 株式会社ＡＯＫＩ 卸売・小売業 神奈川県
横浜市都筑区葛が谷６－５
６

http://www.aoki-style.com

1530 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１－２－２
４ 横浜ＮＴビル２階

http://www.waterone.co.jp

1531
株式会社フィノエステー
ト　(旧　㈱シーオー
ケー）

不動産業 神奈川県
横浜市西区みなとみらい２
－３－１ ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰＡ棟14
階

http://yokohama-fudousan.net

1532 有限会社デコデコ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市金沢区釜利谷東４－
３４－１５

http://decodeco.jp/

1533 株式会社エイアールティ 情報通信業 神奈川県
横浜市都筑区池辺町４７０
４　三留ビル２０１－２

http://www.artinc.co.jp

1534 株式会社ネクサス 情報通信業 神奈川県
横浜市西区平沼１－６－１
０

http://www.nexus21.co.jp

1535 株式会社イルーミネイト 情報通信業 神奈川県
横浜市西区紅葉ヶ丘５３番
地 横浜市教育会館３階

http://ｗｗｗ.illumina.co.jp

1536
社会保険労務士樋口事務
所

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
横浜市戸塚区戸塚町１８－
４　ワイエスビル２０１

http://higuchi-sr.com/

1537 株式会社ＦＬＯＷＥＲＳ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市神奈川区西大口４９
－７

1538
株式会社チームエリアサ
ポート

医療、福祉 神奈川県
横浜市保土ヶ谷区帷子町１
－２２



1539
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

1540
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

1541 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

1542 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

1543 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

1544
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

1545 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

1546 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

1547 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

1548 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

1549 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

1550 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

1551 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

1552 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

1553
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

1554 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

1555
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

1556 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

1557 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

1558 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

1559
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

1560 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

1561 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

1562 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

1563 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

1564 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

1565 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

1566 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

1567 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
1568 西進開発　株式会社 建設業 神奈川県 厚木市温水１５４２－１５
1569 株式会社　セルダン 製造業 神奈川県 厚木市金田１６５５

1570
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

1571 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



1572 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

1573 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

1574 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

1575 ㈱ダンク 情報通信業 茨城県
日立市大みか町４－１３－
２３　ナフコビル２Ｆ

http://www.nsb-dank.co.jp

1576 ㈱ハース 建設業 茨城県 水戸市東原２－３－２６ http://www.lifamito.com

1577 のぎく保育園 教育・学習支援業 茨城県 水戸市酒門堀下５０３８

1578
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://www.nakaｊimasoft.com/

1579
社会福祉法人欣水会　滝
の園

医療、福祉 茨城県 土浦市穴塚１９３５ http://takinoen.kinsuikai.org/

1580 ㈱中村商店 製造業 茨城県 かすみがうら市坂３－１

1581 ㈲ｱｲオート
サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県 水戸市見和２－４８９－１

1582 株式会社　大商 卸売・小売業 茨城県 筑西市黒子２１７
1583 有限会社　塚田商店 卸売・小売業 茨城県 筑西市黒子２０１
1584 株式会社ベリテス 製造業 茨城県 下妻市大木６６１ http://www.belites.co.jp

1585 クラフト㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

栃木県
宇都宮市下金井町６１９－
３

http://www.kraftwerk75.vo.jp

1586 ㈱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/

1587 ㈲小林製作所 製造業 栃木県 鹿沼市富岡１０１６－９ http://www.ksx.jp/
1588 ㈱篠原製作所 製造業 栃木県 鹿沼市東町２－１－２２ http://www.shinosei.com

1589 ㈱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

1590 ㈱小花塗装 建設業 栃木県 宇都宮市二番町１－２５ http://www.kohana-tosou.com

1591 宇都宮みぎにら餃子㈱
宿泊業、飲食サー
ビス業

栃木県 宇都宮市陽東８－５－２ ー

1592 ㈱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/

1593 ㈲見目精密工業 製造業 栃木県 鹿沼市茂呂２６１９－２ ー

1594 ㈱上原園 製造業 栃木県
栃木市城内町２丁目６番２
０号

http://www.ueharaen.co.jp

1595 那須栄電舎㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

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

1596 ㈲アイエルヤイ 教育、学習支援業 栃木県 小山市城東６－１－４６ http://www.ily.co.jp

1597 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/

1598 中島塗装㈱ 建設業 栃木県 宇都宮市泉町４－５ http://www.nakajimatosou.com/

1599
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５－１
０

http://www.kids-highschool/jp/

1600 ＦＲＯＭ　ＡＲＴ 建設業 栃木県
那須塩原市下厚崎２６４－
９３

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

1601 ㈱箕輪製作所 製造業 栃木県
宇都宮市瑞穂３丁目４－１
２

ー

1602 ㈲阿久津工業 建設業 栃木県 宇都宮市屋板町５７５－１ ー
1603 ㈱京葉サンビーム 製造業 栃木県 小山市大字乙女９３３ http://www.keiyosunbeam.com/

1604 ㈱マテハンソフト
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/

1605 清原住電㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市清原工業団地１８
－５

ー

1606 ㈱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/

1607 ㈱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/menu.html

1608 鬼怒パッケ－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/menu.html

1609 ㈱エイゼット 製造業 栃木県 鹿沼市麻芋１５３０－１４ http://www.az-web.co.jp/

1610 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/

1611 ㈲ケイ室内 建設業 栃木県 宇都宮市立伏町８４８－６ ー

1612 ㈲フジ建装 建設業 栃木県
宇都宮市福岡町１３１５－
４

http://www.fuji-kenso.com/



1613 ウエサワワークス(株) 製造業 栃木県 鹿沼市府中町１０２ http://www.uesawa.co.jp/

1614 ㈱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/

1615 荒川木材㈲ 製造業 栃木県 鹿沼市茂呂２５９５－１ ー
1616 ㈲北関東断熱 建設業 栃木県 宇都宮市平出町下滝７９５ ー

1617 ㈱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/

1618 サン精機㈲ 製造業 栃木県
芳賀郡芳賀町祖母井１６８
５－１

ー

1619 ㈲野州設備工業 建設業 栃木県
栃木市大宮町２２９０－１
３

ー

1620 ㈱アヤラ産業 製造業 栃木県
那須塩原市田野倉７７９－
１

http://www.ayaｌa.co.jp/

1621 ㈱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/

1622 フタバ食品㈱ 製造業 栃木県 宇都宮市中央４－１－１６ http://www.futabafoods.co.jp/

1623 ㈱アニトマ 製造業 栃木県 宇都宮市鶴田町５０７番地 http://www.anitoma.com

1624 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/

1625 ㈱共伸 製造業 栃木県 那須塩原市埼玉１番地 http://www.ksn-g.co.jp/

1626 ㈱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/

1627 ㈲武居製作所 製造業 栃木県
栃木市大平町西水代２９５
３－１５

ー

1628
㈲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/sz-com

1629 ㈱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

1630 ㈱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/

1631 ゼビオプラスト（株） 製造業 栃木県
さくら市喜連川町２９９４
番地

http://www.xepia.co.jp/

1632 有限会社　和泉専 卸売業、小売業 栃木県 足利市福居町684-5

1633 ㈲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

1634 有限会社　エール その他 群馬県 前橋市青柳町210-1

1635
株式会社　コムテックス
（旧社名：小松総業株式
会社)

卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町3-10-1

1636
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

1637
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

1638
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/

1639
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

1640 社会福祉法人　長野会 医療・福祉 群馬県 高崎市菊地町434
1641 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

1642 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 

1643
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

1644 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/

1645
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

1646 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
1647 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

1648 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/

1649 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

1650 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

1651 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/

1652
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/

1653 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



1654 株式会社　三和 製造業 群馬県
群馬県前橋市二之宮町575-
1

1655 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

1656 ワダ株式会社 製造業 群馬県
群馬県太田市吉沢町７７２
－１

http:// www.wadaori.co.jp

1657 ハラサワホーム株式会社 建設業 群馬県 群馬県太田市新井町５６５ http://www.hrsw.co.jp/

1658
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

1659 （株）彩 卸売・小売業 埼玉県
所沢市松葉町４－２５　オ
ハナビル

1660
（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/

1661 （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/

1662 （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

1663 （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

1664
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

1665 フォーク（株） 製造業 埼玉県 加須市土手１－１１－２４ http://www.folk.co.jp

1666 アルマックス 金融・保険業 埼玉県 川越市南田島５３３－１

1667 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

1668 髙橋通信（株） 建設業 埼玉県
さいたま市北区宮原町３－
５１０－２

1669 （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

1670 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

1671
（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

1672
（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

1673
（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

1674 （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

1675 （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

1676
（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/

1677
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

1678 （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

1679 フコク生命　熊谷営業所 埼玉県

1680 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

1681
（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/

1682
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

1683 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

1684 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

1685
（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



1686 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

1687 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/

1688 （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

1689 （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

1690 （株）マルヨシ 不動産業 埼玉県 越谷市大沢３－１９－１１ http://0021.tol

1691
（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

1692
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/

1693 アリス東亜ＤＫＫ（株） 製造業 埼玉県 狭山市大字北入曽６１３

1694 （株）豊美 卸売・小売業 埼玉県
東松山市石橋１，６８８－
１

1695 （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

1696 エイシンテクノ 製造業 埼玉県 川越市芳野台２－８－３８

1697
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

1698
（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

1699
（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

1700
（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

1701
（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

1702
（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

1703
（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

1704 （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

1705
（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

1706 （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

1707 （有）山本美創 製造業 埼玉県 熊谷市肥塚５５０－１３ http://www.y-kanban.jp

1708
（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/

1709 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/

1710 （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

1711 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/

1712 （有）深谷配合粘土工業 製造業 埼玉県 深谷市明戸５９７
1713 （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

1714 （有）栄興 卸売・小売業 埼玉県 加須市戸川７１３ http://di-planning1.co.jp

1715 （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

1716
（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

1717 （有）丸豊住販 不動産業 埼玉県 所沢市緑町３－３６－１８ http://marutoyo-j.jp/

1718 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

1719 （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/

1720 （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



1721
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/

1722 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

1723 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/

1724 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

1725 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

1726
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

1727 （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

1728 （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/

1729 （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

1730 （株）市川 卸売・小売業 埼玉県 所沢市北岩岡３６８－２ http://www.ihc36.co.jp

1731 （有）フジ企画印刷 製造業 埼玉県 川越市脇田新町１６－９

1732 （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

1733 （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/

1734 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

1735 （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

1736 （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
1737 （株）益基樹脂店 製造業 埼玉県 三郷市栄４－２２１－１
1738 （株）アクリア 金融・保険業 埼玉県 熊谷市下川上１，６０２
1739 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

1740 （株）翔和 製造業 埼玉県 越谷市川柳町２－５４４ http://www.j-showa.com/

1741 （有）クニタケ 製造業 埼玉県
さいたま市南区根岸２－１
０－１６

1742 （株）Ｄｅｃｉｄｅ 教育、学習支援業 埼玉県
入間市下藤沢１，３１３－
４

1743
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/

1744
（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

1745 （株）松島製本 製造業 埼玉県 新座市馬場１－１－１２

1746
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

1747
（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

1748 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

1749 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

1750 （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

1751 （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

1752
（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

1753 （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

1754
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

1755
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

1756 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/

1757 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

1758 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



1759 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/

1760 （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

1761 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

1762 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

1763 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

1764 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

1765 柳川（株） 医療、福祉 埼玉県 川越市鯨井１，５５６－２

1766 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/

1767 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

1768 （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

1769
（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/

1770
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

1771 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/

1772 （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

1773 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/

1774
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

1775 （株）三愛電機 製造業 埼玉県 川口市東領家４－３－４
1776 （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

1777
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

1778 （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/

1779
（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/

1780 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

1781 伊藤ダイヤカット 製造業 埼玉県 春日部市赤沼１７７－３ なし
1782 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

1783 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

1784 かなもの建材株式会社 卸売・小売業 東京都
東京都江戸川区西一之江４
－１３－１７

1785 ㈱ディーフィット 卸売・小売業 東京都 新宿区神楽坂３－１
1786 ㈱昭光 建設業 東京都 立川市柏町２－３４－６
1787 有限会社　丸清製麺 製造業 神奈川県 三浦市栄町１８－４

1788
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

1789 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２－１０－１
８

http://www.kayamabokujou.e-yokosuka.jp

1790 株式会社　タカサン 建設業 神奈川県 横須賀市衣笠栄町１－２５ http://takasan21.jpcompany/

1791
タムラ運輸サービス　株
式会社

運輸業 神奈川県
横須賀市久里浜１－２００
０－１２

1792
株式会社　トライアング
ル

運輸業 神奈川県
横須賀市小川町２８－１横
須賀ハイム２０１

http://www.sarusima.com

1793 株式会社　鈴木水産 卸売・小売業 神奈川県
三浦市南下浦町菊名７５１
－１０

http://sakana.hougyo.com/

1794
アポロプレシジョン　株
式会社

製造業 神奈川県 横須賀市内川１－２－１７ http://www.apco-eng.com

1795 株式会社　柳屋 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市上町１－４５ http://www.yanagiya-inc.co.jp



1796 有限会社　建新 建設業 神奈川県
横須賀市根岸町５－１６－
３

http://www.kensin-inc.com

1797 株式会社　スマイル電工 建設業 神奈川県
横須賀市池上５－１２－１
６－１Ｂ

http://smile-denko.com

1798 有限会社　山本精肉店 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市三春町３－４６

1799
株式会社　ティー・エ
ム・シー

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
横須賀市追浜本町２－１－
２６

http://www.tmc-world.co.jp/tmc

1800
三浦市超低温冷蔵　株式
会社

運輸業 神奈川県
三浦市三崎５－３８０６先
埋立地

1801 有限会社　アクア自動車 卸売・小売業 神奈川県
横須賀市小矢部３－６－１
６

http://www.infocars.jp/ucar/aqa

1802 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

1803 株式会社　三崎恵水産 卸売・小売業 神奈川県
三浦市三崎町城ケ島５８－
１６３

http://www.misaki-megumi.co.jp

1804 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－
５７

1805 株式会社　川ばた 農業・林業 神奈川県 三浦市初声町三戸２５９３

1806 イオン整体　快福や
サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横須賀市船越町１－５７－
４　１Ｆ

http://www.ion-kaifuku.jp/

1807
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

1808 ユニック産業　株式会社 製造業 神奈川県
川崎市高津区下作延６－４
－２３

http://www.unickk.com/

1809 ウスイホーム　株式会社 不動産業 神奈川県 横須賀市久里浜２－２－３ http://www/usui-home.com

1810 株式会社　山星船具店 卸売・小売業 神奈川県 三浦市三崎３－７－１１ http://www.yamaboshi-sengu.co.jp/company/index.html

1811 磯田建設機工　株式会社 建設業 神奈川県
川崎市川崎区京町１－１０
－８

1812
株式会社ニックスサービ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
横浜市磯子区磯子３－４－
２３　浜田ビル３階

1813 電成テクノ株式会社 建設業 神奈川県
横浜市神奈川区松本町６－
４３－３

http://www.denseisha.co.jp

1814
グラッドスタジオ一級建
築士事務所

専門・技術サービ
ス業

神奈川県
川崎市川崎区小川町１９－
７　ＳＰＥＲＡＮＺＡ1階

http://www.glad-studio.com/

1815
社会福祉法人　伸こう福
祉会

医療、福祉 神奈川県
横浜市栄区公田町１０２０
番５

http://www.shinkoufukushikai.com

1816 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番地

http://www.toukakai.or.jp

1817 株式会社チェーロ 医療、福祉 神奈川県
川崎市多摩区長沢１－６－
６－Ｆ

http://kaigotaxi-cielo.jimdo.com

1818
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

1819 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

1820 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

1821
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

1822
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

1823 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

1824 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

1825 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

1826
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

1827
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

1828
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



1829 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

1830
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

1831 成立工業　株式会社 製造業 神奈川県 厚木市下川入115-15

1832
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

1833
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

1834 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

1835 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

1836 株式会社技研 製造業 神奈川県
相模原市南区麻溝台２８２
１

1837 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

1838
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

1839 ㈱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/

1840 ㈱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

1841 ㈱ティエムアポート 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

1842 ㈱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番地４
２９

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

1843
㈲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

ー

1844
㈱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

ー

1845 ㈱林産商会 農業・林業 栃木県 矢板市塩田２２９ ー

1846 ㈱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

ー

1847 ㈲ベストＩＴ
生活関連サービス
業、娯楽業

栃木県
宇都宮市西原１丁目５－１
８

ー

1848 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-lowyer/com

1849
㈱ブランチケア介護
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 ー

1850 ㈱ＮＩＣＯ
学術研究、専門・
技術サービス業

栃木県 日光市豊田３３０－７ ー

1851
非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 ー

1852 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

1853 ㈲ジャストカップ 製造業 栃木県 矢板市片岡３２－７ http://www.justcaps.jp

1854 ㈲新栄精機 製造業 栃木県
那須塩原市下厚崎５－３８
５

ー

1855 ㈱クライ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市雀の宮４－１１－
３２

http://www4.ocn.ne.jp~toriatukai.html

1856 ㈱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

1857
㈲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 ー

1858 ㈲相馬鉄工 建設業 栃木県
那須郡那須町大字漆塚１９
５－６１

ー

1859 ㈲中津化学興業 建設業 栃木県 鹿沼市上田町２３４０ ー

1860 トチナビ㈲
不動産業、物品賃
貸業

栃木県
宇都宮市元今泉５丁目４番
８号　１階

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

1861
特定非営利活動法人塩屋
町旧熊ノ木小学校管理協
会

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/

1862 ㈲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 ー

1863 ㈱瀬尾本店 建設業 栃木県 那須塩原市本町６－１０ ー



1864 ㈲相馬自動車商工
学術研究、専門・
技術サービス業

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

1865 金澤建材㈱ 建設業 栃木県 大田原市実取７８８－６ http://www.nas.ne.jo/usr/kanazawa/

1866 岩井労務管理事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

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

1867 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

1868 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 ー

1869 ㈱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

1870 ㈲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 ー

1871 ㈱ナティアデザイン 建設業 栃木県
宇都宮市荒針町３４７３－
２３

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

1872 阿部設備工業㈱ 建設業 栃木県 宇都宮市駒生町８３３ ー

1873 ㈱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

1874 ㈲小川組 建設業 栃木県
芳賀郡市貝町大字見上３２
６－２

ー

1875 ㈱オガワ 医療・福祉 栃木県
芳賀郡市貝町多田羅７３６
－１

ー

1876 ㈱ヤオハン 卸売業、小売業 栃木県
栃木市平柳町１－２８－１
６

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

1877 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

1878
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

1879 三松工業㈲ 製造業 栃木県 日光市明神１０４７－１

1880 一歩庵
宿泊業、飲食サー
ビス業

栃木県 日光市芹沼１７６６－９１

1881 ㈲福田鉄工 製造業 栃木県 日光市森友５２５－１

1882 ㈱トライブ
卸売・小売業
（コーヒー豆及び
ドリンク販売）

茨城県
つくば市東新井２０－７
松田テナント１０１

http://www.coffee-tribe.com

1883 ㈲ホームヘルプたいよう
医療・福祉（通所
介護・訪問介護
等）

茨城県 行方市繁昌６４２－１ http://www.homehelp-taiyou.co.jp/index.htm

1884
社会福祉法人敬山会たま
りメリーホーム

医療・福祉（障害
者福祉事業）

茨城県
小美玉市上玉里５０－１２
４

http://business2.plala.or.jp/k-merry

1885 野内商事㈱
電気・ガス・熱供
給・水道業

茨城県 常陸太田市木崎一町７７９ http://www.yanai-shoji.com

1886  ㈱小沢食品 製造業 茨城県 那珂市向山１０４８－３ http://www.kozawafoodｓ.jp/

1887 ㈱ベストクリエイション 製造業 茨城県
土浦市神立町３５３３－１
１

1888 ㈲出沼鉄筋工業 建設業 茨城県 行方市手賀２４６０

1889 中央技術サービスア㈱
専門・技術サービ
ス業

茨城県 鉾田市徳宿１２３９－１６ http://www.cyuuou01.com

1890 ㈲カミノテック 製造業 茨城県 高萩市上手網３９８８－８ http://kaminotec.jp/

1891
社会保険労務士法人　朋
友

サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県 古河市長谷町３６－９

1892 合資会社まくらがの里 医療、福祉 茨城県
古河市上大野１９４３－１
１

1893 株式会社日伸合成 製造業 茨城県 筑西市成田２１９

1894 ㈱丸あ組 建設業 栃木県
宇都宮市花房１丁目６番２
５号

1895 ㈲吉成印刷 製造業 栃木県 那須烏山氏中山４４－１ http://www.yoshinari-info.com/index.html

1896 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

1897 ㈱信和工業 製造業 栃木県 小山市犬塚８９８ http://www.katy.jp/shinwa-grp

1898 ＧokenNIHON(株)
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

1899 ㈱ホテル静風
宿泊業、飲食サー
ビス業

栃木県 真岡市台町１１－８ http://www.gh-seifu.com/



1900 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/

1901 ㈱山形屋 製造業 栃木県 大田原市大輪１１０－１ http://www.yamagata-ya.jp/

1902 ㈲ナック 製造業 栃木県 宇都宮市上桑島町１４６５ http://www.e-nak.com

1903 ㈲篠崎製作所 製造業 栃木県
河内郡上三川町石田１８１
４－１２

http://homepage2.nifty.com/SCMK/snzkss/kaisha.htm

1904 関東特機㈱ 製造業 栃木県 小山市萱橋１２６０－１１ http://www.kanto-tokki.co.jp

1905 ＭＩＮＡＴＯ㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市瑞穂３－２－１５
瑞穂野工業団地

-

1906 白沢電気(株) 製造業 栃木県 栃木市沼和田町４５－３９ http://www.shirasawadenki.rpr.jp

1907 ピジョン真中(株) 医療・福祉 栃木県 栃木市昭和町８番地２３号 http://www.pigeonmanaka.jp/ 

1908 ㈱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/company.html

1909 ㈱熱学技術 製造業 栃木県 芳賀郡益子町益子１１３６ http://www.netugakugijutu.com

1910
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://www2.ocn.ne.jp/~mitsu32/

1911 ㈱小林縫製工業 製造業 栃木県 栃木市川原田町２６８ ー

1912 ㈱チームハイフィルード 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市下荒針町２６７８
－８８５

http://traderhouse.jp/

1913 ㈱テイーエムアート 製造業 栃木県 栃木市野中町１３７４－４ http://www.tmart.jp

1914 ㈲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/

1915
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 ー

1916 ㈲薄井設備 建設業 栃木県
那須郡那須塩原町下田野４
５４

http://www.usui-gss.co.jp/

1917 ㈱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/html/kaisya-annai.html

1918 高塩技研工業㈱ 製造業 栃木県
那須塩原市下田野５３２－
１６６

http://www.solutech.co.jp

1919 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.sakuragaoka-clinic.jp/original2.html

1920 ㈱三桝屋 卸売業、小売業 栃木県
大田原市本町１－２７０３
－５２

http://www.mimasuya-online.com/

1921 九峰工業㈱ 建設業 栃木県 那須塩原市豊町３－１２ http://www.kyuhou.com/

1922 ㈲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/

1923 ㈲丸岩水産 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市下栗町２２９２－
８

ー

1924 ㈱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/

1925
㈱カネコアルトップ鹿沼
工場

製造業 栃木県
鹿沼市武子字田中台１０８
８－２４

http://www.altop.co.jp

1926 ㈱アルエ 建設業 栃木県 鹿沼市茂呂２５２－４５ http://www.arue.jp
1927 ㈱ウイン 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/lesson_plan/service.html

1928 グランディハウス㈱
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

1929 川俣電設㈱ 建設業 栃木県
下野市仁良川１６５７－２
４

ー

1930 ㈱白相酒造 製造業 栃木県 那須郡那珂川町７１５－２ http://ogawa.shokokai-tochigi.or.jp/kigyou/shiraso.htm

1931 ㈲富士見精機 製造業 栃木県 宇都宮市富士見町２－３４ ー

1932 ㈲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://www.nasbiofarm.jp/

1933 ㈱創電社 建設業 栃木県 宇都宮市細谷町５５４－４ ー

1934 ㈲松浦製作所 製造業 栃木県
宇都宮市上桑島町１３３４
－５

ー

1935 長嶋工業㈱ 建設業 栃木県
小山市大字網戸字大鏡１８
９１番地

ー

1936 石原精密㈲ 製造業 栃木県 鹿沼市深程６０８－２ ー

1937 ㈲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

1938 ㈱エネ創 建設業 栃木県
宇都宮市山本１－２３－１
８

http://www.enesou.com

1939 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/pc/index.html

1940 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



1941 ㈱科研 製造業 栃木県
日光市木和田島１７０６－
１

ー

1942 佐藤縫製 製造業 栃木県 宇都宮市下岡本１９９７ ー

1943 ㈱サンシャイン
宿泊業、飲食サー
ビス業

栃木県
宇都宮市宿郷２丁目３番１
号

http://www.sunshine-grp.co.jp/

1944 ㈱前田工業 製造業 栃木県 下野市中大嶺３０８－２ http://www.mm-group.jp/

1945 ㈱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

1946 栃木ハウス㈱ 建設業 栃木県 鹿沼市上野町３３１－１ http://www.tochigi-house.com/company

1947 ㈱テクニカル 製造業 栃木県
那須塩原市北赤田１５８３
番地９

http://www.technical-tochigi.co.jp/

1948 ㈱アド・プロモート 情報通信業 栃木県 小山市粟宮１－１３－４１ http://www.ad-promote.co.jp

1949
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 www.ginmaru.net

1950 もりきん 卸売業、小売業 栃木県 足利市堀込町2031
1951 (有)　アラマキ 運輸業、郵便業 栃木県 足利市田島町1/26-1

1952
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

1953 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

1954 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

1955
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/

1956 株式会社　メディアラボ 情報通信業 群馬県 前橋市西片貝町4-16-18 http://www.media-laboratory.jp

1957 株式会社　ネディア 情報通信業 群馬県 前橋市古市町553 http://www.nedia.ne.jp

1958 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

1959 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/

1960 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

1961
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

1962 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

1963 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

1964 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

1965 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

1966 ㈱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

1967 （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

1968 （株）椿本鋳工 製造業 埼玉県 飯能市新光２０ http://www.tsubakimoto.jp/tic/

1969 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/

1970 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

1971 （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/

1972
（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/

1973
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/

1974 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

1975 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

なし

1976 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

1977
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

1978
株式会社ホスピタリ
ティ・ワン

医療、福祉 東京都
東京都港区海岸２－１－１
８　高丸ビル６階

http://hospitality-one.co.jp/

1979
一般社団法人訪問看護支
援協会

医療、福祉 東京都
東京都港区海岸２－１－１
８　高丸ビル６階

http://www.kango.or.jp/



1980
有限会社サワダヒューマ
ンワークス

サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
東京都練馬区下石神井４－
２８－１３　塩谷ビル２０
３

http://s-humanworks.com/

1981 株式会社ゼネット 情報通信業 東京都
東京都豊島区南池袋２－３
０－１７　朝日生命南池袋
ビル２階

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

1982
マンダイシステムズ株式
会社

情報通信業 東京都
東京都千代田区神田錦町２
－１－８　竹橋ビル５階

http://www.mandai-sys.net

1983 ㈱ｓｏａｒｅ
専門・技術サービ
ス業

東京都
立川市柴崎町２－３－３エ
イティエイト立川１０４

Http://soare.jpn.com

1984 フィガロ　太田貢
専門・技術サービ
ス業

東京都 狛江市東和泉１－１６－３ http://www.figaro-go.com/

1985
株式会社　高橋モーター
ス

卸売・小売業 神奈川県 横須賀市大津町１－２－１

1986 葉山観光開発　株式会社
専門・技術サービ
ス業

神奈川県
三浦郡葉山町下山口１５１
７

1987 山寺行政書士事務所
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

1988 株式会社　イレブンラボ 情報通信業 神奈川県
川崎市中原区新丸子東２－
９０５－３フォーシーズン
新丸子４階

http://www.eleven-lab.co.jp

1989
特定非営利活動法人　ス
ペース・ほっと

医療、福祉 神奈川県 横須賀市船越町１－５７

1990
株式会社　サンヨーシス
テム

卸売業、小売業 神奈川県
川崎市中原区新丸子東２－
８９５－１５　２１乙甲ビ
ル３Ｆ

http://www.sanyo-system.co.jp

1991 フォーティ　有限会社 教育、学習支援業 神奈川県
川崎市麻生区上麻生３－４
－３グリーンピア２０１

http://www.ff-club.or.jp

1992 株式会社興学社 教育、学習支援業 神奈川県
川崎市麻生区万福寺１－１
－１－５階

http://www.kohgakusha.com

1993 株式会社ロークデザイン
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港北区新横浜２－５
－２　新横浜UUビル８階

http://www.roque-design.wix.com/roque-design

1994 湘南建設株式会社 建設業 神奈川県
横浜市金沢区鳥浜町１１－
８

http://shounankensetsu.jp/

1995 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

1996
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
神奈川県相模原市緑区下九
沢1779-1

1997
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

1998
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

1999 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

2000 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

2001
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

2002 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

2003 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

2004
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

2005
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

2006 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

2007
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

2008 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

2009
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

2010
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



2011
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

2012
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

2013
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

2014 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

2015
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

2016
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

2017
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

2018
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

2019 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

2020
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

2021 株式会社　内田製作所 製造業 神奈川県 厚木市上依知3021

2022 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

2023
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

2024
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

2025
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

2026
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

2027
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

2028
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

2029 株式会社　ニッキ 製造業 神奈川県 厚木市上依知3029番地

2030
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

2031
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

2032
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

2033
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

2034
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

2035
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

2036
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

2037 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

2038 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

2039
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

2040
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

2041 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

2042
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

2043 日本冷食開発株式会社 運輸業 神奈川県 厚木市関口４０７－４
2044 株式会社三光 金融・保険業 神奈川県 厚木市下萩野１４８４－２



2045
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

2046
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

2047
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

2048
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

2049 株式会社五十鈴 製造業 神奈川県 厚木市金田１２５－１

2050
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

2051
㈲ともべ看護ケアセン
ター

医療・福祉 茨城県 笠間市旭町４６８－３０

2052
一般社団法人スマイルラ
イフ

その他のサービス
業

茨城県
ひたちなか市西光地３－４
－１０

2053 レストラン　Ohtsu 飲食店 茨城県 水戸市白梅１－５－４

2054 ツカサエージェント㈱
専門・技術サービ
ス業

茨城県 水戸市千波町７３６－１ http://youfukuonaoshi.com

2055 日本テクノサービス㈱ 製造業 茨城県 牛久市中央１－１９－１ http://ｎtsbio.com

2056 ㈲根本自動車工業所
専門・技術サービ
ス業

茨城県 石岡市行里川２－１

2057 ありっさむ㈱ 医療・福祉 茨城県
日立市中成沢町１－１０－
１

2058 ㈱アンサリードシステム 情報通信業 茨城県 水戸市大工町３－４－２４ http://www.answerlead.biz

2059
㈱ＨＯＰＥ　デイサービ
ス本舗ひまわり

生活関連サービス 茨城県 取手市下高井２０８９－７ http://dayservicehonpo.co.jp

2060 ㈱塚崎製作所 製造業 茨城県 土浦市藤沢８５０
2061 株式会社コヤマ 製造業 茨城県 結城市１０６８１
2062 株式会社　かすが 卸売・小売業 茨城県 結城市結城１００

2063
株式会社Ｔ－Ｓカンパ
ニー

サービス業（他に
分類されないも
の）

茨城県 筑西市関本２６３－４

2064 株式会社アオヤマ 教育、学習支援業 茨城県 結城郡八千代町川尻７８０

2065
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－
３０　ＴＳビルⅢ　２階

http://www.baku-pf.com

2066 ㈱新電興 製造業 栃木県 小山市城山町２－２－１８ http://www8.ocn.ne.jp/~sdenkou/

2067 ㈲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

2068 ㈱佐山鉄筋事業部 建設業 栃木県
栃木市園部町４－１０－１
１

ー

2069 コジマテクノス㈱ 建設業 栃木県
さくら市上阿久津３３３－
５

ー

2070 ㈲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

ー

2071 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

ー

2072 ㈱長　工業 建設業 栃木県 小山市大字羽川４８４－４ http://www.cho-kk.com

2073 渡辺金属㈱ 卸売業、小売業 栃木県 鹿沼市流通センター４３ http://www.w-kinzoku.co.jp/

2074 ㈱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/

2075 宇都宮電子㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

栃木県
宇都宮市御幸ヶ原町４４－
１６

http://www.uecc.co.jp/

2076 ㈱シンデン 製造業 栃木県 小山市東野田５９１ http://www.7311.jp
2077 ㈱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/

2078 ㈲コア
生活関連サービス
業、娯楽業

栃木県 鹿沼市鳥居跡９９１－４ ー

2079
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 ー

2080 ㈱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

2081 ㈱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

2082 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

2083 喜務良工業㈱ 製造業 栃木県 鹿沼市上奈良部町１２－１ http://www.kimurakougyo.co.jp

2084 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

2085 徳原工業㈱ 製造業 栃木県 鹿沼市武子１０８８－２８ http://www.tokuhara-ind.co.jp/



2086 川崎工業㈱ 卸売業、小売業 栃木県 那須郡那珂川町馬頭４２２ http://www3.ocn.ne.jp/~kawasaki/

2087 ㈱三光精密 製造業 栃木県 日光市土沢１４５４－３ http://www.sanko-seimitsu.co.jp/

2088 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

2089 丸彦製菓㈱ 製造業 栃木県 日光市芹沼１９８９－１ http://www.meruhikoseika.co.jp

2090 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

2091 ㈲巧研 製造業 栃木県 日光市猪倉９１７－１７
2092 有限会社　四季 医療・福祉 群馬県 前橋市関根町695-3
2093 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/

2094 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

2095 株式会社　たつみ 介護施設 群馬県
北群馬郡榛東村大字新井
1491

http://kakinokizakahome.jp 

2096
特定非営利活動法人
はーとわーく

介護施設（障害者
福祉）

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

2097
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/

2098
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

2099 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

2100 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

2101
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

2102 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

2103 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

2104 株式会社　ブライト 建設業 群馬県 伊勢崎市連取町1864-1 http://www.eacafe.com

2105
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/

2106
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

2107 有限会社 泰斗 建設業 群馬県 群馬県太田市清原町３－１

2108 株式会社 ホンダ 卸売・小売業 群馬県
群馬県桐生市錦町２－１０
－３４

http://www.seneso.jp/

2109 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/

2110 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/

2111 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

2112
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 なし

2113
オリゾンシステムズ株式
会社

情報通信業 東京都
東京都新宿区新宿６－２７
－５６　新宿スクエア７階

http://www.orizon.co.jp

2114
株式会社Ｄａｉｋｏ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ

建設業 東京都
東京都板橋区三園２－４－
２

http://www.daiko-tk.com/

2115 ㈱アスカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
国立市富士見台２－１５－
７

2116 ㈱トラスト 建設業 神奈川県
横浜市青葉区美しが丘５－
２－１４－２０３

http://www.trust-reform.com

2117
(医療法人）オーラルコ
ミュニケーション

医療、福祉 東京都
国立市東１－７－５弥生ビ
ル１F

http://www.kadc.jp

2118 ㈱RCP
サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
調布市布田４－２０－２調
布シティビル８F

http://nail-r,coocan.jp

2119 株式会社　ウェルメ
生活関連サービス
業、娯楽業

神奈川県 横浜市金沢区柳町３４－２ http://www.hilo.asia/

2120
マニュアルネット株式会
社

情報通信業 神奈川県
横浜市港北区新横浜３－２
－６　新横浜ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰﾋﾞ
ﾙ６階

http://www.manualnet.co.jp/

2121
株式会社ｼﾞｰﾆｱｽｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅ
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://www.edunius.com

2122 川本工業株式会社 建設業 神奈川県 横浜市中区寿町２－５－１ http://www.kawamoto-ind.co.jp

2123 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



2124 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

2125 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

2126
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

2127 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

2128
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

2129
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

2130 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

2131 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

2132
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

2133 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

2134 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

2135 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

2136 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

2137 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

2138 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

2139
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

2140 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

2141
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

2142 株式会社　ヒロ住設 建設業 神奈川県 厚木市愛甲３－７－１５

2143 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

2144
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

2145 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

2146 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

2147
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

2148 つくしの保険 金融・保険業 東京都 町田市高ケ坂５３－１５

2149 関根金属工業　株式会社
専門・技術サービ
ス業

群馬県
群馬県桐生市新里町板橋８
２３

http://sekine-k.com/

2150 (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

2151 (株)梅林堂 製造業 埼玉県 熊谷市佐谷田１０００－１ ｈｔｔｐ：//www.bairindo.co.jp

2152
(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/

2153 (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/

2154 （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



2155 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/

2156 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/

2157 ㈲米川フーズ 製造業 茨城県 鉾田市柏熊５６０ http://www.yonekawa.co.jp/

2158 東部燃焼器具販売㈱
卸売・小売業（都
市ガス機器の販売
修理）

茨城県
水戸市石川２－４２８８－
１

http://www.plaza-akatｓuka.jp

2159 社会福祉法人　陽山会
医療・福祉(障害者
支援、介護）

茨城県
石岡市三村長峰２５９５－
２

2160 ㈱フローラ
代表取締役　鬼束
有希

茨城県 龍ヶ崎市平台３－７－１８ http://www.flora.kaigo.co.jp

2161 結城物産株式会社 卸売・小売業 茨城県 結城市結城７１１１－１ http://tumugi-c.jp
2162 株式会社エイド 卸売・小売業 茨城県 古河市緑町５２－５１ http://www.koga-homepc.com/

2163 Ｃｏｎｏａｈ
専門・技術サービ
ス業

茨城県
守谷市御所ケ丘３－１２－
１

http://www.conoah.com

2164 日東電線工業株式会社 製造業 茨城県 坂東市辺田１４０３－１

2165
社会福祉法人　征峯会
障害者支援施設　ﾋﾟｱしら
とり

医療、福祉 茨城県 筑西市小塙８６１

2166
株式会社　アートワール
ド

製造業 茨城県 八千代町平塚１９７３

2167 ㈱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

2168 ㈱打つ手は無限小山支社 教育、学習支援業 栃木県 小山市城東東６－１－４６ http://www.ily.co.jp

2169 三益工業㈱那須工場 製造業 栃木県 那須塩原市塩野崎２０７ http://www.mmsk.co.jp

2170 ㈱栃木中村 製造業 栃木県
那須塩原市二区町４５８番
地

http://wwｗ.sosui.net/shokokai/nakamura/index.html

2171 坂本木工㈲ 製造業 栃木県 鹿沼市樅山町６２６－３ ー

2172 ㈱小倉建設 建設業 栃木県
栃木市都賀郡大柿１１６７
－３

http://www.cc9.ne.jp/~net/

2173 ㈱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/

2174 ㈲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.jp/index.html

2175 ㈲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/pc/

2176
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://wwwtake2002.on.arena.ne.jp/care/care.html

2177 ㈲仁平製作所 製造業 栃木県 鹿沼市日吉町４９５ http://www.nihei-works.com/

2178 ㈱雀宮産業 製造業 栃木県 宇都宮市五代１－２－４ ー
2179 ㈱日石 卸売業、小売業 栃木県 宇都宮市竹下町３４５ ー
2180 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/

2181 ㈱川口鉄筋 建設業 栃木県
さくら市喜連川町高山５３
５２－６

ー

2182 ㈱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

2183 ㈱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

ー

2184 EXEC JAPAN
サービス業（他に
分類されないも
の）

栃木県
宇都宮市石井町３４１３－
８８

ー

2185 ㈱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/

2186 天鷹酒造㈱ 製造業 栃木県 大田原市蛭畑２１６６ http://www.tentaka.co.jp

2187 細内金型㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市羽生田町１７６－
１４

http://www.hosouchi.co.jp

2188 ㈱栃の木ニュース 情報通信業 栃木県
宇都宮市鶴田町３０４７－
３　三井ビル２階

http://www.heart-vision.tv

2189 鈴木印刷㈱ 製造業 栃木県
宇都宮市平出町３７５１－
１１

http://www.sprintnet.co.jp/index.html

2190
hair C'ast La Vie(セラ
ヴィ)

生活関連サービス
業、娯楽業

栃木県
小山市中央町３－５－１０
小山ｾﾝﾀｰビル１F

ｈｙｙｐ：//www.hair-dest-la-vie.jimdo.com

2191 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２F

http://www.u-lapin.co.jp

2192 ㈱どこでも 医療・福祉 栃木県
芳賀郡益子町長提５７４番
地１号

http://www.dokodemo.or.jp



2193 (有)金井研磨工業所 製造業 栃木県 足利市堀込町2777
2194 (有)大塚鉄工所 製造業 栃木県 足利市利保町3-9-11
2195 (株)鶴田ファ-ミング 農業・林業 栃木県 足利市羽刈町956-1

2196
㈱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

2197 ㈲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

2198 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
2199 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/

2200 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/

2201 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
2202 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/

2203 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/

2204 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

2205 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/

2206 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

2207 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

2208 （株）セイユー 製造業 埼玉県 八潮市鶴ヶ曽根９７３ http://www.seiyu-p.jp

2209 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

2210 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/

2211 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

2212 （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

2213 （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

2214 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/

2215 (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/

2216 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/

2217
アジアート　ヘアー　メ
ン

専門・技術サービ
ス業

埼玉県 熊谷市箱田５－１０－７ ｈｔｔｐ：//brio.agiatohair.jp/

2218 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

2219 (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/

2220 (株)トミオカ薬局 医療、福祉 埼玉県 熊谷市鎌倉町１２１
2221 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

2222 (株)マツモト設備 建設業 埼玉県 熊谷市小江川２２２４－３

2223
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

2224
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

2225
株式会社オリエンタル・
ガード・リサーチ

サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
東京都台東区東上野１－１
５－４

http://www.ogr-jp.com

2226
一般社団法人若者教育支
援センター

教育、学習支援業 東京都
東京都渋谷区千駄ヶ谷５－
８－２

http://www.ito-yukihiro.com

2227 ウヅキデザイン
専門・技術サービ
ス業

東京都
東京都渋谷区渋谷１－１０
－６ 今井ビル2Ｆ

http://www.uzuki.jp

2228 Ｌｕｃｋ
学術研究、専門・
技術サービス業

神奈川県
逗子市逗子１－１１－１林
産業ビル１０２

http://www.luck8.jp

2229
株式会社　シーサイド住
宅プラザ

不動産業、物品賃
貸業

神奈川県 横須賀市三春町１－２２

2230
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.co.jp

2231 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



2232
株式会社　モバードシス
テム

学術研究、専門・
技術サービス業

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/

2233 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://yachiyo-gr.com

2234 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/company

2235
株式会社　ＦＴｃｏｍｐ
ａｎｙ

卸売業、小売業 神奈川県
三浦郡葉山町木古庭１６２
０－２

2236
有限会社
ユウゲンガイシャ

　くぼた
サービス業（他に分類されないもの）神奈川県 横須賀市大矢部２－２－２

2237
有限会社
ユウゲンガイシャ

　川合
カワイ

材木
ザイモク

店
テン 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市公郷町１－５６ http://www.kawai-zaimokuten.com

2238
有限会社　コアアウト
フィッターズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県 横須賀市秋谷４２９６－５ http://www.koa-outfitters.com

2239 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

2240
株式会社　ｎａｎａ’ｓ
ｐａｆｅ

宿泊業、飲食サー
ビス業

神奈川県 横須賀市浦郷町３－９

2241
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

2242
株式会社　Ｎａｔｕｒａ
ｌｓｈｉｐ

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

2243
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

2244 株式会社　丸井電設 建設業 神奈川県 川崎市高津区子母口９８７ http://www.meruidensetsu.co.jp/

2245
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６－３－１
６

2246
株式会社　アーバンシス
テムズ

情報通信業 神奈川県
川崎市高津区坂戸３－２－
１ＫＳＰ西７１３Ｂ

http://urbansystems.co.jp

2247
株式会社　エリアブレイ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県
川崎市麻生区上麻生１－７
－１１

http://www.areabrain.co.jp

2248 濱田耕輔税理士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

神奈川県 横須賀市長浦町２－１９

2249 オッズ
学術研究、専門・
技術サービス業

神奈川県
横須賀市公郷町２－１４－
２０

2250 株式会社　虹の橋 医療・福祉 神奈川県
三浦市南下浦町金田１８７
７

http://miura-nijinohasi.com/

2251
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

2252 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.mm-e.co.jp/

2253 有限会社　米山商店 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市汐見台２－５－３ http://haitatsu-yoneyama.on.omisenomikata.jp

2254 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

2255 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

2256 有限会社　協栄自動車
学術研究、専門・
技術サービス業

神奈川県 横須賀市佐原１－１０－２

2257 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
2258 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/

2259 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

2260 株式会社エイシス 情報通信業 東京都
品川区大崎１－２９－８
ＩＮＯビル５階

http://www.asys.co.jp

2261 有限会社　道央物流 運輸業 神奈川県 厚木市温水西１－１－５４
2262 社会福祉法人　くすのき 医療、福祉 神奈川県 厚木市愛甲２２０８－１

2263
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２２０８－１

2264
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

2265 株式会社富士エコー 卸売・小売業 千葉県 市川市塩浜2丁目12番地

2266
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 厚木市上依知３０３２



2267
東名自動車工業　株式会
社

サービス業（他に
分類されないも
の）

神奈川県 海老名市社家745-1

2268
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
江戸川区東葛西５－４８－
１２

2269 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

2270
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

2271
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

2272 株式会社 豊栄 建設業 神奈川県 相模原市南区双葉１－８

2273 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

2274
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

2275 株式会社　テック 製造業 神奈川県 秦野市南矢名１７８９－２

2276 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

2277
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

2278
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

2279
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

2280
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

2281 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

2282 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

2283 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

2284 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

2285
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

2286 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

2287 ㈱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

2288 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

2289 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

2290 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

2291 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

2292
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

2293 （株）岩崎精機 製造業 埼玉県 草加市青柳１－５－４６

2294
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

2295 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

2296
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/

2297
（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

2298 （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

2299 ㈱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

2300 関東鋼鉄㈱ 製造業 茨城県 水戸市酒門町４４９５
2301 ㈱ハイファクトり 情報通信業 茨城県 神栖市高浜２４６３－２７ http://www.hifactory.co.jp



2302 ㈲トライ
医療・福祉（薬
局・訪問介護・法
人リハビリ）

茨城県
笠間市鯉渕６２６８－１０
３

2303 髙橋精工㈱
製造業（機械加
工、組立）

茨城県 行方市根小屋２３６

2304 ㈱アイジェイエス 建設業 茨城県 水戸市笠原町３６１
2305 ㈱いばらき不動産 不動産業 茨城県 笠間市美原１－１－４３ www.if-sun.co.jp
2306 ㈱鎌倉電通 建設業 茨城県 日立市神田町３０７－１

2307 ㈱佐乃屋佛具
卸売・小売業（葬
祭・仏具販売）

茨城県 土浦市霞ヶ岡町２－１８

2308 ㈱三花
卸売・小売（食料
品）

茨城県 土浦市荒川沖１９５－２

2309 株式会社　富田工業 建設業 茨城県 結城市上山川乙２５－１
2310 有限会社　のんきや商店 卸売・小売業 茨城県 結城市結城１１０５－５
2311 株式会社　青山 教育、学習支援業 茨城県 つくば市東平塚１２０４
2312 関口工務店 建設業 茨城県 筑西市西方１６４４－４８

2313 うさぎや㈱ 卸売業、小売業 栃木県
宇都宮市元今泉７－３－１
３MSビル２階

http://www.usagiya-web.com

2314 ㈱オータニ 建設業 栃木県
宇都宮市西川田町南２－１
６－６

ー

2315 ㈲高弁木工所 製造業 栃木県
鹿沼市御成橋町１－３１１
－２

ー

2316 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

2317 光和ケアーズ(有) 医療、福祉 栃木県 栃木市本町17-9

2318 ㈲杉ハウジング
不動産業、物品賃
貸業

栃木県 日光市今市７５８

2319 ㈱星野建設 建設業 栃木県 日光市南小来川２２９－２ http://www.kk-hoshiken.co.jp

2320 ㈱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

2321 ㈱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

2322 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
2323 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

2324 赤城南麓森林組合 農業・林業 群馬県 前橋市滝窪町1335-28

2325
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/

2326
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/

2327 株式会社　いきいき 医療・福祉 群馬県 高崎市下滝町11-7

2328

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

2329 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/

2330 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

2331 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
2332 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

2333
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

2334
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

2335 株式会社　介護ＮＥＸＴ 医療・福祉 群馬県 伊勢崎市鹿島町440-1
2336 株式会社　吉田鉄工所 製造業 群馬県 前橋市天川大島町230
2337 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

2338 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/ 

2339
㈲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

2340 株式会社 Flower SAKURA 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市境1060番地2

2341
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

2342
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 http://omotenashi-plateau.jp/index.html



2343 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

2344
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

2345 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

2346 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
2347 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

2348
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/

2349
エフビー介護サービス株
式会社 伊勢崎営業所

専門・技術サービ
ス業

群馬県 伊勢崎市三和町2351 http://www.fb-kaigo.co.jp

2350 有限会社　松見精工 製造業 群馬県
佐波郡玉村町大字上之手
217

http://www.matumi-sk.co.jp

2351
株式会社　石川エナジー
リサーチ

専門・技術サービ
ス業

群馬県
みどり市笠懸町阿左美590-
6

http://ier.co.jp

2352 社会福祉法人　樫の木 医療、福祉 群馬県 伊勢崎市八坂町4-19 http://www8.ocn.ne.jp/~kasinoki

2353 有限会社　ベルウッド
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
群馬県桐生市仲町３－５－
１２

http://www.beauty-ys.jp/concep

2354 株式会社　山陽 製造業 埼玉県 川口市朝日５－３－８

2355 ㈱トップライン 情報通信業 埼玉県
さいたま市大宮区宮町２－
２３ｲｰｽﾄｹﾞｰﾄＡ館

http://www.topline-jp.com/

2356 ㈱ハートコール 金融・保険業 埼玉県
さいたま市大宮区宮町２－
２３ｲｰｽﾄｹﾞｰﾄＡ館

http://www.heart-c.jp/

2357 ㈱３Ｒ 卸売・小売業 埼玉県 久喜市河原井町１７番地 http://www.3-r.co.jp

2358 （株）ビジネスサポート 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市南区南浦和１２
－１１－１６

http://bs-saitama.jp

2359 （株）アシスト 金融・保険業 埼玉県 秩父市野坂町１－３－１ http://www.assist-a.co.jp

2360 テレネット（株） 卸売・小売業 埼玉県 川口市戸塚２－９－３

2361 新栄医科器械（有） 卸売・小売業 埼玉県
川口市上青木４－１８－２
６

2362 （有）あおぞらサポート 医療、福祉 埼玉県 川越市並木西町２１－３

2363 （株）埼玉新聞社
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－
２８２－３

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

2364 (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/

2365 医療法人　善心会 医療、福祉 埼玉県 熊谷市柿沼３３４－１

2366 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/

2367 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/

2368 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

2369 株式会社エールライフ 教育、学習支援業 東京都
中央区日本橋小伝馬町２－
８　新小伝馬町ビル３階

http://yell-life.jp

2370 OWLエンジニアリング㈱ 情報通信業 東京都
立川市一番町４－１３－１
ラ・ルミナール６０８

http://www.owleng.co.jp

2371 ㈱多摩中日運輸 運輸業 東京都
東大和市中央１－５９８－
５

2372 ㈱Mastermind
専門・技術サービ
ス業

東京都
港区南青山３－１３－２３
青山パティオビル８F

2373 ㈲インタープログレス 建設業 東京都 三鷹市北町２－４－３２

2374 ㈱エフビーネットワーク 卸売・小売業 東京都
西東京市ひばりが丘北３－
３－１４

2375 ㈱アド電子技研
専門・技術サービ
ス業

東京都
昭島市昭和町２－２－１６
サンロードビル３０２

2376 磯矢建築事務所 建設業 東京都 三鷹市下連雀４－１０－５ http://isoya-arch.com

2377 Hair Studio CHERISH
生活関連サービス
業、娯楽業

東京都
東京都府中市府中町2-21-
10

http://cherish-salon.com

2378 有限会社　ハンズ 複合サービス事業 神奈川県
三浦郡葉山町上山口８６０
－１

http://www.handsweb.jp

2379 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/

2380 辻飼料園芸部 卸売業、小売業 神奈川県 横須賀市上町３－３１

2381 荒金商事　株式会社 卸売業、小売業 神奈川県
川崎市川崎区中瀬３－２３
－３

2382 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

2383 有限会社　ミカミ 卸売業、小売業 神奈川県 三浦市三崎町諸磯２６



2384 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.jp

2385
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Ⅰ３－２

2386
リ・サンテ　(㈱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町1-5-
4　ｶﾄﾚﾔﾌﾟﾗｻﾞ伊勢佐木３階

http://www.resante.jp

2387 株式会社ジェブ
専門・技術サービ
ス業

神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央１
１－３　ｳｴﾙﾈｽｾﾝﾀｰﾌﾟﾗｻﾞ南
ﾋﾞﾙ２階

http://jeb-co.jp

2388 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

2389
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

2390
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1192　103号

2391
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

2392
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

2393
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

2394 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
2395 有限会社　ＮＰＫ 複合サービス事業 神奈川県 秦野市平沢１７１－５
2396 株式会社　現在企画 医療、福祉 神奈川県 大和氏中央２－３－１９

2397 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

2398
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

2399
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

2400 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

2401 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

2402
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

2403 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

2404 株式会社　コイワイ 製造業 神奈川県 秦野市曽屋６０－１

2405 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

2406 株式会社　ルーム 建設業 神奈川県
相模原市南区当麻８９４－
２

2407 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

2408 有限会社　１REST 医療、福祉 神奈川県 南足柄市関本５６５－５

2409 ㈲ライト
サービス業（自動
車板金塗装）

茨城県 つくば市六斗１０１２－８

2410 ㈲ポプラ
卸売・小売（自動
車解体・中古部品
販売）

茨城県

本社　　　那珂市豊喰３２
０－１
事業所　　菅谷１５６８－
１

2411 ㈲マッサキ商会
その他のサービス
業（パソコンサ
ポート業）

茨城県 那珂市静１２０２ http://www.massaki.net

2412 ㈱としまや
飲食店・宿泊業
（旅館）

茨城県
北茨城市磯原町磯原２００
－３

2413 ㈲岸田工業 建設業 茨城県
龍ヶ崎市高砂町８９５６－
５

2414 ㈱下川設計
専門技術サービス
（測量・土木設
計）

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

2415 秋田運輸㈱
運輸業（一般貨物
運輸業）

茨城県 取手市山王１７３１－１ http://www.akita-unyu.jp



2416 ㈲アコード 医療・福祉 茨城県
日立市東成沢３－２３－１
３

2417 ㈲光南工業 製造業 茨城県 石岡市真家４２２

2418 彩の国保育園 医療・福祉 茨城県
水戸市笠原町１２２８－１
０

http://ayanokuni.jp/

2419 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

http://azuminomori-hoikuen.jindo.com

2420
㈱ギネスエンジニアリン
グ

製造業 茨城県 常陸大宮市泉８４７－１ http://www.e-gns.co.jp/

2421 株式会社コシノテック 製造業 茨城県 結城市鹿窪１７４４－１１
2422 株式会社　坂井製作所 製造業 茨城県 猿島郡境町山﨑５０８
2423 有限会社尾身製作所 製造業 茨城県 桜川市真壁町上谷貝４－１
2424 株式会社　蔵持 製造業 茨城県 結城市若宮９－２０

2425
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

2426 ㈱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

2427 ㈱綜合衣料大野屋 卸売業、小売業 栃木県 日光市今市４５３

2428 ㈲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 www.kyokutou-materil.jp/

2429 有限会社　小林ハウス 医療・福祉 群馬県 前橋市茂木町623
2430 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
2431 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

2432 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

2433
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

2434 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

2435 兼希工業　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町641-3
2436 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
2437 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

2438
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

2439
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

2440 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

2441
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

2442
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

2443 株式会社　後藤鉄工 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町597-6
2444 寿倉庫　株式会社 その他 群馬県 伊勢崎市三室町6229
2445 株式会社　群電 建設業 群馬県 前橋市南町一丁目10-10

2446
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

2447 関東運輸　株式会社 運輸業 群馬県 前橋市下佐鳥町468-1

2448
有限会社　佐藤ケアサー
ビス

金融・保険業 群馬県
伊勢崎市今泉町2丁目815番
地

2449 株式会社　チャレンジK 医療、福祉 群馬県
みどり市笠懸町西鹿田789-
12

2450
有限会社　アルファデン
タルクリエイティブ

医療、福祉 群馬県 伊勢崎市富塚町239番地8

2451 ナカムラ精密 株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市長沼町643-11 http://homepage3.nifty.com/nakamura-seimitsu

2452 株式会社　國分
鉱業・採石業・砂
利採取業

群馬県 伊勢崎市境平塚3番地 http://www.kokubu-c.com/

2453 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

2454 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/

2455 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

2456 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/

2457 ㈱創和 医療、福祉 群馬県 桐生市黒保根町水沼497-6

2458
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

2459 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



2460
（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

2461
コスコ・コンテナライン
ズジャパン株式会社

運輸業 東京都
東京都千代田区霞が関3-2-
1　霞が関コモンゲート西
館３３階

http://www.cosco.co.jp

2462 緑川自動車工業株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

東京都
東京都中野区本町５－３４
－１８

2463
株式会社ダブリューズカ
ンパニー

飲食店、宿泊業 東京都
東京都渋谷区恵比寿西１－
３５－１１　代官山タワー
２０６

2464
株式会社KAISEIエンジニ
アリング

建設業 東京都
東京都港区赤坂２－１７－
５５　開盛ビル

http://eakon.co.jp/

2465 株式会社開盛 卸売・小売業 東京都
東京都港区赤坂２－１７－
５５　開盛ビル

http://kaisei-sk.com/

2466 ㈱C&Vテクニクス 製造業 東京都
昭島市東町３－６－１産業
サポートスクエアTAMA　D-
304

http://c-vtechnix.com/

2467 ㈱多摩中日運輸 運輸業 東京都
東大和市中央１－５９８－
５

2468 ㈱東京中央人事
専門・技術サービ
ス業

東京都
立川市高松町２－３２－３
サンパレス立川７０２

2469 前田福祉社労士事務所
専門・技術サービ
ス業

東京都 あきる野市伊奈３０６－１

2470 ㈱TRUSTY　CORPORATION 飲食店、宿泊業 東京都
立川市曙町１－３０－１３
大久保ビル３F

http://garakuta-ya.jp

2471 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/

2472 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

2473 株式会社　ミサキ 製造業 神奈川県 三浦市向ケ崎町１５－５９

2474 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
－２　ＳＴＡＦビル２階

http://www.fenoa.co.jp

2475
ガイズカンパニー株式会
社

建設業 神奈川県
横浜市港北区新横浜３－８
－１１　ＫＤＸ新横浜３８
１ビル８階

http://wwｗ.guys-co.jp/

2476 有限会社ＨＥＡＶＹ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市高津区二子５－１５
－２６－６０４

2477 株式会社ｔｒｉｃｏ
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　広進ビル２階

http://www.trico-hairsalon.com

2478 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

2479 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

2480
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

2481
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

2482
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

2483 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


