
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 中小企業診断士事務所 CCI'S
専門・技術サー
ビス業

静岡市駿河区石田2-3-14 レジ
デンスカネト303号室

http://cci-s.jp

2 有限会社 花のナカムラ 卸売・小売業 静岡市清水区上1-6-14 http://www.1187net.co.jp

3 ヘアーサイト ムービズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡市清水区西高町15-15 http://moo-bz.jp

4 まゆみ社会保険労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

静岡市駿河区大坪町3-30 A
MORI BLDG 3F

5 三州紙業株式会社 卸売・小売業 静岡市葵区辰起町1-18

6
ネイルクリエイティブ ティ
エファ

生活関連サービ
ス・娯楽業

静岡市葵区伝馬町5-2 リモーネ
ビル2F

http://www.tffa.jp

7 アイダックス 株式会社 情報通信業 焼津市治長請所62-8 http://www.i-dacs.jp/

8 株式会社 ケレス
専門・技術サー
ビス業

浜松市中区上島5-10-1 http://www.t-ceres.com

9 restaurant La Macherie 飲食店・宿泊業 静岡市駿河区南町11-16 1F
10 有限会社 東邦 運輸業 静岡市清水区横砂西町13-5 http://toho.hp.gogo.jp/pc/

11 有限会社 良知園芸 建設業 榛原郡吉田町大幡1184

12
株式会社 システムプラザ ソ
フィア

情報通信業 静岡市清水区銀座5-2 http://www.sophia3.com/

13 富士テクノロジー 株式会社
その他のサービ
ス業

静岡市駿河区八幡5丁目16番3号 http://www.fut.co.jp

14
カラダ回復フィットネス専門
店　Ｒｅｃｏｖｅｒｙ－Ｓｔ
ｏｒｅ

生活関連サービ
ス・娯楽業

浜松市中区佐鳴台4-36-16

15 株式会社畠山製作所 製造業 沼津市足高396-47

16 有限会社望月通信サービス
専門・技術サー
ビス業

沼津市青野258-3

17 株式会社真野
生活関連サービ
ス・娯楽業

三島市萩720-12　真野ビル103

18 イーテックス株式会社 製造業 駿東郡長泉町下土狩1150-3
19 株式会社高橋製作所 製造業 三島市長伏154

20 中山福祉労務サポート
専門・技術サー
ビス業

三島市一番町9-2　鈴木ビル2F

21 メガトレンド株式会社 情報通信業 沼津市岡一色825-3
22 株式会社仁和工業 建設業 沼津市大岡209-3

23 株式会社ダイナナ
生活関連サービ
ス・娯楽業

田方郡函南町間宮350-12

24 株式会社ブレーン
その他のサービ
ス業

沼津市足高241-319

25 有限会社ユーアイ企画設計
専門・技術サー
ビス業

伊豆市修善寺477-1

26 株式会社ズームアップ
その他のサービ
ス業

沼津市北今沢108

27 みつつき株式会社 飲食店・宿泊業 裾野市平松519-14

28 株式会社タイムマシーン
スーパーマー
ケット

駿東郡清水町卸団地372-13

29
東部メディカルセンター株式
会社

医療・福祉 田方郡函南町仁田777-4
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30 株式会社ネクシオ
その他のサービ
ス業

三島市大宮町3-2-12

31 株式会社アリエス
専門・技術サー
ビス業

沼津市杉崎町13-32奈良橋ビル2
Ｆ

32 株式会社第一製作所 製造業 沼津市西沢田140
33 株式会社恭楽 医療・福祉 御殿場市新橋839-11
34 富士急シティバス株式会社 運輸業 沼津市東椎路東荒475

35 株式会社パソナ　沼津
その他のサービ
ス業

沼津市魚町1　サンフロント

36 文光堂印刷株式会社 製造業 沼津市西間門68-1
37 東海部品工業株式会社 製造業 沼津市双葉町9-11-12
38 芹澤歯科医院 医療・福祉 沼津市大岡1962
39 株式会社ウェルビーイング 医療・福祉 沼津市大岡2262-4
40 有限会社弥生製作所 製造業 沼津市大諏訪787

41
ファミリーフォトスタジオ
ヒコ

専門・技術サー
ビス業

沼津市三枚橋日乃出町350-7

42 石川塗装店 建設業 沼津市下香貫木ノ宮800-38

43 株式会社フォトスタイル
生活関連サービ
ス・娯楽業

沼津市高島町3-3

44 株式会社川口化成 製造業 沼津市桃里91-1
45 株式会社東海医療器械 卸売・小売業 沼津市大岡901-3
46 株式会社宣秀ネオン 製造業 沼津市西沢田118-2
47 株式会社ははごころ 医療・福祉 沼津市江原町14-10
48 NPO法人　絆 医療・福祉 沼津市下香貫楊原762-21

49 株式会社素肌新館
生活関連サービ
ス・娯楽業

沼津市寿町1-1

50 株式会社東広 情報通信業 沼津市下香貫下障子3151-5
51 株式会社ホールアース農場 農業・林業 富士宮市下柚野165 http://wens.gr.jp

52
アイキ樹木メンテナンス株式
会社

教育・学習支援
業

富士市今泉1-7-24

53 石川タクシー富士株式会社 運輸業 富士市吉原4-10-9

54 社労士法人人事給与
専門・技術サー
ビス業

富士市今泉3-14-2

55 社会福祉法人　鑑石園 医療・福祉 富士市原田1350-16
56 株式会社志ほ川 飲食店・宿泊業 富士宮市城北町667
57 有限会社チアキ機工 製造業 富士市依田橋245-1

58 すみ企画
生活関連サービ
ス・娯楽業

富士宮市貴船町9-15

59 佐野公洋税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

富士市中央町3-4-23 www.sanotax.com

60 放課後デイサービスどんぐり 医療・福祉 富士市厚原879-9
61 有限会社メイプル 医療・福祉 富士市伝法2525-1 www.e-maple.com

62
株式会社デイサービスグラ
ダー

医療・福祉 富士市高峰町1-12

63 株式会社エフエイ・トムス 製造業 富士市島田町1-46-2
64 株式会社快明堂 医療・福祉 富士市中央町1-10-12

65 あおば社会保険労務士法人
専門・技術サー
ビス業

三島市寿町3-39田代ビル2A

66
株式会社サカエコーポレー
ション

その他のサービ
ス業

富士市蓼原町1699ポラリスビル
1F

www.la-pur.com

67 株式会社共栄設機 製造業 富士市五貫島142-1 www.kyoeisekki.com

68
有限会社スルガ機設　ヒスイ
館

生活関連サービ
ス・娯楽業

富士市松本304-3 www.mail-hisui.jp/

69 株式会社小林製作所 製造業 富士市水戸島2丁目1番1号 www.kobayashieng.co.jp
70 有限会社アイ・プランニング 情報通信業 富士市中里1066-1 www.iplan-inc.com
71 有限会社ひと津 卸売・小売業 富士市柚木74-5 www.orangepot.net

72 富士かじま児童クラブ
教育・学習支援
業

富士市本市場273-5

73
社会福祉法人御山会　みずほ
在宅複合ケアセンター

医療・福祉 富士市瓜島町173-1 www.mizuhocare.or.jp

74 株式会社マルモ製作所 製造業 富士市五貫島1297-7 www.marumo-ss.co.jp/
75 株式会社富士ホンダ 卸売・小売業 富士市依田橋770-1 www.hondacars-fujihigashi.co.jp

76
特定非営利活動法人　ファイ
ンケア

医療・福祉 富士市今泉2-1-3



77
株式会社ＤＳ・ＭＡＲＵＭＡ
Ｎ

製造業 富士市宮下114-9 www.ds-maruman.com

78 市川美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

富士市今泉1-12-14 www.ibs-hair.com

79 株式会社アリエ 製造業 富士宮市外神東町62番 www.arie.jp/index.html

80 株式会社プランニング富士
専門・技術サー
ビス業

富士市日之出町86番地 www.planningfuji.jp/

81 有限会社岳南工業 製造業 富士市横割5丁目5番1号 http://gakunan-ind.co.jp/company/

82 NPO法人　シンセア 医療・福祉
富士市錦町一丁目2-1シンセア
ビル錦町3Ｆ

http://www.npo-sincere.org

83 株式会社ブロス 卸売・小売業 静岡県富士市永田北町4-15 http://casa-swen.com/
84 株式会社望月木材 卸売・小売業 富士宮市山宮2175番地の1
85 株式会社田島鐵工所 製造業 富士市今泉2丁目12番地1号 http://tajimaironworks.co.jp

86 マーズコンピュータ株式会社 情報通信業
富士市荒田島町10-27　富士ロ
ジテックＡＶビル5Ｆ

http://www.mars-computer.co.jp

87
株式会社静岡キャリアステー
ション

その他のサービ
ス業

富士市瓜島町82 富士商工会議
所201

http://www.scs-fuji.jp

88 イデキョウホーム株式会社 建設業 富士市伝法1335 http://www.idekyo.com

89 有限会社エッジ 卸売・小売業
富士市平垣109-5　アロマガー
デン1階A号室

http://www.edge-inc.jp

90 社会福祉法人　誠信会 医療・福祉 富士市比奈1354 http://www.seishinkai.info/

91 有限会社吉原介護センター 医療・福祉 富士市伝法657-1 http://yoshiwara-kaigo.jp

92 草ヶ谷燃料株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

富士市中之郷730

93 Honda Cars 富士中央 卸売・小売業 富士市天間1440 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-fujichuo

94 医療法人財団　百葉の会 医療・福祉 富士市大渕405-25 http://momohanokai.jp

95 アイケイ有限会社
その他のサービ
ス業

榛原郡吉田町片岡2108-5

96 株式会社志村商店 製造業 富士市横割3丁目6番12号 http://www.shimusyo.jp/

97 京王製紙株式会社 製造業 富士市南町4番4号 http://keiopaper.co.jp/
98 納得住宅工房株式会社 建設業 富士市青葉町572 http://www.nattoku.jp
99 株式会社千栄 卸売・小売業 富士市中島448-1

100
キャルシステムコンサルティ
ング株式会社

情報通信業 富士市鈴川本町4-1 http://www.calsystem.jp

101 本多商事株式会社 製造業 富士市伝法1715番地の1 http://www.h-s.co.jp

102
チーズケーキと焼き菓子の店
poli poli

飲食店・宿泊業 富士市平垣本町6-1 山田ビル1F http://www.poli-poli.com

103 明和工業株式会社 製造業 富士宮市山宮3507番地の24 http://www.meiwa-kk.co.jp

104 株式会社三協 製造業 富士市伝法573-13 http://www.sankyocoltd.co.jp

105 株式会社若月ワーク 製造業 富士市北松野631-8
106 井上機工株式会社 製造業 富士宮市杉田1138 http://www.inouekiko.co.jp/

107 Owl de Soco 飲食店・宿泊業
富士市瓜島町39　ヴイラ弥生
101

108 富士OA販売有限会社 卸売・小売業 富士市荒田島町8-67
109 パーパス株式会社 製造業 富士市西柏原新田201 http://www.purpose.co.jp

110 テク・アート・グループ
その他のサービ
ス業

富士市横割本町12-12 http://www.tecart.co.jp

111 株式会社富士測量
その他のサービ
ス業

富士市永町1丁目122番地 http://www.fujisokuryou.co.jp/

112 株式会社アルファ電子 製造業 富士市伝法555-1 http://www.alpha-itd.co.jp

113 東海電子株式会社 製造業 富士市厚原247-15 http://www.tokai-densi.co.jp

114 大宮製紙株式会社 製造業 富士宮市野中329 http://www.omiyaseishi.co.jp

115 有限会社空間工房　匠屋 建設業 富士宮市淀師1840-1 http://www.takumiya.info/

116 有限会社天洋堂 製造業 富士市本市場82
117 富士共和製紙株式会社 製造業 富士市久沢1-1-2 http://www.fujikyowa.co.jp/

118 富士川まちづくり株式会社 製造業 富士市岩淵1488-1 http://www.fujikawarakuza.co.jp

119 社会福祉法人　岳陽会 医療・福祉 富士市五味島258-1 http://www.gakuyoukai.or.jp

120 町田食品株式会社 製造業 富士市久沢269-1 http://www.machida-shokuhin.co.jp/company.html

121 深沢消防産業株式会社
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

富士市八代町4-35 http://fukasawa.in/profile.html

122 株式会社エンチョー 卸売・小売業 富士市中央町2-12-12 http://www.encho.co.jp

123 株式会社アイ・ブロード
その他のサービ
ス業

富士市今泉1694-2 http://www.i-broad.co.jp



124 アテネスタヂオ
生活関連サービ
ス・娯楽業

富士宮市宮町2-10 http://www.athene-s.jp/

125 朝霧労務会計事務所
その他のサービ
ス業

静岡市清水区蒲原1-4-21 http://www.asaharakaikei.net/

126 株式会社望月工業所 建設業 富士宮市青木50-16 http://www.haikankoji.com

127 株式会社さの萬 卸売・小売業 富士宮市宮町14-9 http://www.sanoman.net/

128 光健業株式会社 建設業 富士宮市下条20 http://www.hikarikengyo.co.jp

129 株式会社叶屋 製造業 富士宮市宝町15-16 http://kanouya.jp

130 渡工業株式会社
その他のサービ
ス業

富士市青島町173番地-102号 watarukogyo2511@ab.thn.ne.jp

131 有限会社米山 医療・福祉 富士市国久保2丁目3-12 yoneyama@cy.tnc.ne.jp

132 株式会社クレスキューブ
その他のサービ
ス業

富士市伝法2424-1 http://www.crescube.co.jp

133 美容室　Small Doll
専門・技術サー
ビス業

富士市松岡1161-2

134 矢崎紙工株式会社 製造業 富士市富士岡595-1 http://www/yazaki-shiko.co.jp

135 株式会社CAN-CAN
専門・技術サー
ビス業

富士市本町11-7

136 株式会社富洋レヂン工業 製造業 富士市蓼原1073-4 http//www.fuyoresin.co.jp

137 株式会社東亜ビルサービス
その他のサービ
ス業

富士市厚原131番地の1 www.toa-bs.co.jp/build_service/corporate.html

138 株式会社建設システム 情報通信業 富士市石坂312-1 www.kentem.jp

139 富士宮酵素風呂
専門・技術サー
ビス業

富士宮市穂波町3-12 http://www4.tokai.or.jp/fujinomiyakouso/tenpo.html

140 第一建設株式会社 建設業 富士市永田町67-14 www.daiichikensetsu.co.jp

141 東陽紙業株式会社 卸売・小売業 富士市今泉475-2
142 東洋レヂン株式会社 製造業 富士市厚原2104-1 www.resin.co.jp

143 つくる社会保険労務士法人
専門・技術サー
ビス業

富士市厚原1244-4 www.tukurusr.com

144 松本産業株式会社 卸売・小売業 富士市島田町1-50 www.ma.sg.co.jp
145 齋藤食品工業株式会社 建設業 富士市五貫島155-1 http://saito2298.com

146
株式会社富士山ドリームビ
レッジ

医療・福祉 富士市依田橋405-1 www.dream-village.net/

147 株式会社ファクトシステム
専門・技術サー
ビス業

富士市五貫島942-7 www.factsystem.co.jp

148 富士バスボデー株式会社
専門・技術サー
ビス業

富士市川成島17-1 http://fujibus-body.com/

149
株式会社ES（屋号）ななごう
め

医療・福祉 富士市三ツ沢316-4

150 株式会社データファーム 情報通信業 富士市松本43-1 https://datafarm.jp/
151 株式会社富士庭苑 建設業 富士市大渕4250-5 http://www.yamabousinohana.jp/

152 有限会社富士電機工業
専門・技術サー
ビス業

富士市依田橋79 http://fuji-denki-kougyo.com/

153 株式会社MICS
その他のサービ
ス業

富士市神谷157 http://www.mics-net.co.jp

154 株式会社望月鉄工所 建設業 富士宮市山宮3756-127 http://www.mczk.biz
155 西山工業株式会社 製造業 富士市天間177-2 http://www.nishi.co.jp
156 株式会社富士電機製作所 製造業 富士市厚原1183-4 http://www.fujidenki.co.jp

157 有限会社市川商店 卸売・小売業 静岡市清水区蒲原40-3 http://www.e-sakaya.com/

158
日本コンピューターシステム
有限会社

専門・技術サー
ビス業

富士市松本348-5 http://www.nichikon.jp

159 株式会社Get-Forest 農業・林業 富士市中野381-21
160 株式会社ダイワ・エム・ティ 製造業 富士市大渕539 http://www.daiwa-mt.co.jp

161
株式会社フジセイカン富士事
業所

建設業 富士市五貫島661-1 http://www.fuji-seikan.info/access.html

162 株式会社中村組 建設業 富士市田中新田275-12 http://www.nakamuragumi-fuji.com

163 株式会社エムアイモルデ 製造業 富士市比奈292-1 http://mimolde.strikingly.com

164 株式会社live 製造業 富士市富士岡751-1 http://www.live-cadcam.com

165 株式会社きうちいんさつ 製造業 富士宮市舞々木町70 http://kiuchi-prt.co.jp
166 ミヤマ工業株式会社 製造業 富士宮市三園平1355 http://www.miyamakogyo.com

167 有限会社ジェーピーテック
専門・技術サー
ビス業

富士宮市杉田928-1

168 富士宮通運株式会社 製造業 富士宮市南陵3番1 http://fujinomiya-tsuun.co.jp

169 有限会社美研堂 製造業 富士市伝法2646番地の8 http://bikendo.co.jp



170 駿河観光株式会社
その他のサービ
ス業

富士市岩本1601番地の2 http://iwamotoyama.com

171 Another.株式会社 製造業 富士市今泉2022-27 http://www.another-d.jp

172
有限会社ビューティミウラ
ヘアサロンクルール

生活関連サービ
ス・娯楽業

富士市富士岡269-1 http://www.couleur-fuji.com/

173 株式会社剛工業 建設業 富士市富士岡606-1 http://www.taishin55.jp
174 株式会社トウネツ 製造業 富士宮市外神東町16 http://globaltounetsu.com

175 梅沢鋳工株式会社 製造業
富士市中里字大坪新田添2608-
48

http://www.umecyu.co.jp

176 ジヤトコ株式会社 製造業 富士市今泉700番地の1 http://jatco.co.jp
177 株式会社ＯＨＳＨＯ 飲食店・宿泊業 富士市瓜島町46 http://yakitori.ohsho.com

178 富士電設株式会社 建設業 富士市横割6-18-14 http://www.fujidensetu.co.jp

179 株式会社井出組 建設業 富士市島田町2-115 http://idegumi.co.jp

180 有限会社ジャーニー
専門・技術サー
ビス業

富士市松岡10-9 http://www.journey-salon.com

181 有限会社佐藤工務店 建設業 富士市依田橋248-4

182
株式会社鈴和観光　アパホテ
ル<富士中央>

飲食店・宿泊業 富士市日乃出町38番地 http://www.suzuwa.co.jp

183 株式会社増田鉄工所 製造業 富士市大淵横沢2457-1 http://masutetu.co.jp
184 株式会社エコネコル 製造業 富士宮市山宮3507-19 https://www.econecol.co.jp

185 興亜工業株式会社 製造業 富士市比奈1286の2 http://www.koa-kogyo.co.jp

186 富士信用金庫 金融・保険業 富士市青島町212番地 http://fuji-shinkin.jp
187 イデワコー株式会社 製造業 富士市原田85番地の1 http://idewako.com/
188 富士アセチレン工業株式会社 製造業 富士市蓼原44-1 http://www.fujiacetylene.co.jp

189 株式会社田子の月 製造業 富士市今泉380-1 http://www.tagonotsuki.co.jp

190 タマチ工業株式会社 製造業 富士宮市西山2447 http://tamachi.jp/
191 松本産業株式会社 卸売・小売業 富士市島田町1丁目50番地 http://www.masg.co.jp
192 株式会社セイコークリエイト 製造業 富士市中里2608-39 http://seiko-create.com


