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

1 株式会社ＭＵＲＡＴＡ 建設業 茨城県 水戸市千波町2498-1 http://murata-group.jp

2
日建ハウステック株式会
社

建設業 茨城県 水戸市堀町993-3 http://nikken-housetec.co.jp

3 特定非営利活動法人　虹 医療・福祉 茨城県
北茨城市大津町五浦1丁目
99-1

4 有限会社三吉電器工業所 製造業 茨城県 日立市十王町伊師20-7 http://miyoshidenki.co.jp/

5 有限会社澤屋都市開発 飲食店・宿泊業 茨城県 鉾田市鉾田1583-2 http://www.hotel-sawaya.com

6
有限会社カムイカンパ
ニー

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県古河市下辺見2150-1 http://www.felicita-japan.com/ricorso/

7
有限会社スタジオアル
ファ

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県古河市旭町1-2-17 http://www.felicita-japan.com/studioa/

8 株式会社青山
教育・学習支援
業

茨城県 茨城県つくば市東平塚1204

9
株式会社ｔ－ｓカンパ
ニー

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県筑西市関本263-4

10 有限会社大柳工芸 製造業 茨城県
茨城県結城郡八千代町平塚
1975

11 有限会社梅屋百貨店 卸売・小売業 茨城県 小美玉市羽鳥751

12
公益財団法人茨城カウン
セリングセンター

その他のサービ
ス業

茨城県 水戸市桜川2-2-35　14階 http://www.sunshine.ne.jp/~iccnet/

13 社会福祉法人やまびこ 医療・福祉 茨城県 石岡市部原784-1

14 有限会社アイオート
その他のサービ
ス業

茨城県 水戸市見和2-489-1 http://aiauto.jp/

15 和田経営労務研究所
専門・技術サー
ビス業

茨城県 つくば市桜1-6-3 http://www.jinsouken.jp

16
株式会社池田設備設計事
務所

専門・技術サー
ビス業

茨城県 水戸市堀町931-21 http://www.ikeda-fdo.com

17 株式会社キューベット
専門・技術サー
ビス業

茨城県 東海村白方1749-41 http://www.ah-himawari.com

18 株式会社翔陽 建設業 茨城県 日立市鹿島町1-6-2-404
19 有限会社岡友機設 卸売・小売業 茨城県 日立市相賀町17-3 http://e-okatomo.co.jp
20 小林紙商事株式会社 金融・保険業 茨城県 水戸市吉沢町333-2 http://www.kobayashi-paper.co.jp

21
日本スタンダード株式会
社

卸売・小売業 茨城県
水戸市中央1-5-6中山ビル
302

22 株式会社エイダッシュ 卸売・小売業 茨城県 水戸市酒門町2545-4 http://www.autoboy-rc.com

23 有限会社ラ・カント 飲食店・宿泊業 茨城県 茨城県結城市結城8776-8

24 有限会社尾見製作所 製造業 茨城県
茨城県桜川市真壁町上谷貝
4-1

25 しろがね接骨院 医療・福祉 茨城県 茨城県結城市結城556-103

26
筑波ドロウイング有限会
社

製造業 茨城県 茨城県筑西市関館292-2

27 株式会社ブヒンコ 製造業 茨城県 ひたちなか市三反田3695-7 http://www17.plala.or.jp/buhinko1093/

28 まごころカット根本富也
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 水戸市堀町426-7

29 まごころカット根本明美
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 水戸市堀町426-7

30 まごころカット根本拓野
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 水戸市堀町426-7
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31 有限会社土浦観賞魚 卸売業・小売業 茨城県 土浦市蓮河原新町2-12 http://www.adokan.com

32
森内社会保険労務士事務
所

専門技術サービ
ス業

茨城県 潮来市堀ノ内1406-1 http://www.geocities.jp/moriuchi_y_1102/

33 Jカンパニー株式会社 建設業 茨城県 鹿嶋市鉢形台1-1-4

34
アカデミックエクスプレ
ス株式会社

情報通信業 茨城県
つくば市千現2-11-11　シ
フォン301

http://www.academic-express.com

35 アルタイル株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県筑西市幸町2-20-7 http://www.salalyra.com

36 有限会ベガ
生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県筑西市一本松142-13 http://www.ars-g.net

37 株式会社坂井製作所 製造業 茨城県 茨城県猿島郡境町山崎508
38 株式会社山崎プリント 製造業 茨城県 茨城県古河市尾崎2023-2
39 株式会社シーウッド 製造業 茨城県 笠間市旭町541-3

40
株式会社ウッドチップか
さま

製造業 茨城県 笠間市旭町538-2

41
株式会社松星フードサー
ビス

飲食店・宿泊業 茨城県 神栖市大野原3-2-21

42 レストランＯＨＴＳＵ 飲食店・宿泊業 茨城県 水戸市白梅1-5-4

43
株式会社カワサキフィー
ルドサービス

建設業 茨城県 那珂市額田南郷2307-8 http://kk-kfs.co.jp/

44 株式会社ダンク 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

45 株式会社オオウチ商事
電気・ガス・熱
供給・水道業

茨城県 つくば市北条644-1

46 株式会社ＰＵＰＰＹ
その他のサービ
ス業

茨城県 つくば市刈間2031

47
大塚セラミックス株式会
社

製造業 茨城県 茨城県下妻市半谷482番地1 http://www.ohtsuka-ceramics.co.jp/

48 有限会社谷部自動車
専門・技術サー
ビス業

茨城県 茨城県筑西市折本449番地3 http://www.arena-chikusei.co.jp/

49 株式会社多荷物流 運輸業 茨城県 日立市国分町3-1-12 http://www.tani-transport.com

50 株式会社瀧田興業 建設業 茨城県 土浦市沢辺1410
51 株式会社菊池精機 製造業 茨城県 日立市大みか町2-12-11 http://www.kikuchiseiki.com

52 有限会社坂本石灰工業所 製造業 茨城県 阿見町実穀1617-1 http://sakamotｏ-lime.com/new/

53
一般社団法人日本皆泳協
会

教育・学習支援
業

茨城県 茨城県結城市結城8739-2

54 有限会社塚田商店 卸売・小売業 茨城県 茨城県筑西市黒子201

55 株式会社富田工業 建設業 茨城県
茨城県結城市上山川乙25－
１

56 結城物産株式会社 卸売・小売業 茨城県 茨城県結城市下り松6-6-3

57
有限会社フルハウスカン
パニー

医療・福祉 茨城県 日立市諏訪町1-20-18

58 株式会社いばらきのケア 医療・福祉 茨城県 常陸太田市木崎二町849 http://ibacare.com/
59 有限会社永通テクノ 建設業 茨城県 日立市砂沢1080-1 http://www.eitsutechno.co.jp/

60 株式会社萩原自動車 卸売・小売業 茨城県 かすみがうら市下稲吉1591 http://www.s-arena.jp/
61 笠間塗料株式会社 卸売・小売業 茨城県 笠間市石井1843

62
株式会社セレクトコーポ
レーション

卸売・小売業 茨城県 ひたちなか市枝川1337 http://www.mcc-select.com

63 有限会社ホウトク農場 農業・林業 茨城県 小美玉市下吉影2181-6
64 株式会社髙村電設工業 建設業 茨城県 日立市東金沢町2-13-12 http://takamura-d.co.jp

65 株式会社フジヨシ 医療・福祉 茨城県 茨城県筑西市小川1391-358

66 野口運送有限会社 運輸業 茨城県
茨城県結城郡八千代町松本
209-1

67
株式会社フィーリングオ
ブハピネス

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県古河市仁連1503-1

68 株式会社東華堂 医療・福祉 茨城県 水戸市泉町3-1-23

69
社会福祉法人陽山会　大
雅荘

医療・福祉 茨城県 石岡市三村2595-2 http://www.youzankai.or.jp/

70 株式会社花工房 卸売・小売業 茨城県 水戸市見和1-317-5 http://www.flowergift.co.jp

71 有限会社加島工業 製造業 茨城県
北茨城市華川町下小津田
501

http://www.kasｈima-kogyo.co.jp

72 株式会社スズモク 建設業 茨城県 茨城県坂東市生子717-2
73 日章陸運株式会社 運輸業 茨城県 ひたちなか市足崎1474-445
74 社会福祉法人常新会 医療・福祉 茨城県 土浦市本郷1679-1 http://www.shirutopia.or.jp/



75 西武工業株式会社 建設業 茨城県 水戸市河和田町4452-2 http://www.seibu-kogyo.com

76 東亜興業株式会社 建設業 茨城県 石岡市東石岡2-5-7 http://www.toakougyou.jp

77 飯島畜産株式会社 卸売・小売業 茨城県 鉾田市土沢1746-4 http://www.iijima1129.co.jp

78 有限会社平田工業 建設業 茨城県 茨城県結城市結城1661-2

79
エステサロン　マービェ
ラス

生活関連サービ
ス・娯楽業

茨城県 茨城県筑西市掉ケ島435

80 合同会社青山 医療・福祉 茨城県 茨城県結城市結城8622-49
81 小島建築 建設業 茨城県 茨城県結城市下り松3-1-19
82 廣瀬建材株式会社 製造業 茨城県 土浦市乙戸55-1 http://hirose-kenzai.com

83 株式会社ハース 建設業 茨城県 水戸市元吉田1250-15 http://www.hearth1980.com

84 株式会社コムテック 情報通信業 茨城県 水戸市千波町2466 http://cmtc.co.jp

85
大堀メンテナンス株式会
社

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

86 株式会社富士塗装店 建設業 茨城県 日立市東金沢町3-6-17 http://www.fujitosoten.co.jp

87 ＩＭＣ株式会社 製造業 茨城県
茨城県古河市東山田2635－
1

88 株式会社関城造園 建設業 茨城県 茨城県筑西市肥土362

89 株式会社Clearn&Green 建設業 茨城県
茨城県古河市東本町3-15-
14

90 有限会社アポロ情報工業 情報通信業 茨城県 ひたちなか市稲田300-11 http://www.ijk-inc.com/

91 株式会社村沢自動車
その他のサービ
ス業

茨城県 水戸市渡里町4043-1

92
有限会社ドリームズ・カ
ム・トゥルー

情報通信業 茨城県 日立市大みか町1-21-5 http://www.dreamscometrue.jp

93 檜山工業株式会社 製造業 茨城県 ひたちなか市高場1730-11 http://www.hiyama-ind.co.jp/

94 株式会社アクトシステム 情報通信業 茨城県
水戸市城南2-4-28宮内ビル
2F

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

95 株式会社シンワ 建設業 茨城県
つくば市竹園2-8-6つくし
ビル3D

96 日東電線工業株式会社 製造業 茨城県 茨城県坂東市辺田1403-1
97 株式会社長浜合成工業所 製造業 茨城県 茨城県古河市上辺見506-3

98 株式会社ナガツカ
その他のサービ
ス業

茨城県 茨城県古河市原町9-29

99 青山ゼミナール
教育・学習支援
業

茨城県
茨城県結城郡八千代町菅谷
637-2

100 株式会社島田商店 製造業 茨城県 かすみがうら市2623-1 www.tsukudani-shimada.com

101 有限会社エビス工業 建設業 茨城県 ひたちなか市枝川326-18

102
ソウテックコーポレー
ション株式会社

製造業 茨城県 日立市留町1119-1

103 高島通信電設株式会社 建設業 茨城県 水戸市石川1丁目4045-3 http://mito.ne.jp/~takaden

104 日立デザイン株式会社
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

105
一般社団法人茨城県産業
会館

不動産業 茨城県 水戸市桜川2-2-35 http://www.is-kaikan.or.jp/

106 株式会社筑波印刷 製造業 茨城県 土浦市虫掛3317-2
107 株式会社眞建築設計室 建設業 茨城県 水戸市元吉田町1186-1 http://www.arc-shin.com/

108 先勝ドレス株式会社 製造業 茨城県 稲敷市意伊佐部1792-1 http://www.sensyo.net/

109
有限会社川原代自動車電
機工業所

その他のサービ
ス業

茨城県 龍ヶ崎市南中島町57-5 http://www.kawarashiro.co.jp

110 ルシオーレ牛久 医療・福祉 茨城県 牛久市岡見町1060-7 http://luciole-ushiku.com

111 有限会社塚田製作所 製造業 茨城県 茨城県結城市小森1305-6

112 増山自動車有限会社
その他のサービ
ス業

茨城県
茨城県結城郡八千代町水口
163

113 ワールド結城株式会社 卸売・小売業 茨城県 茨城県結城市結城12-2
114 奥順株式会社 卸売・小売業 茨城県 茨城県結城市結城12-2

115
有限会社東日本浄化槽管
理センター

専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県小山市神鳥谷2-1-15

116 株式会社小松工業 製造業 栃木県 栃木県宇都宮市芦沼町1532

117 株式会社アイレック 建設業 栃木県
栃木県宇都宮市下川俣町
209-60

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

118
日本コンピューターシス
テムサービス株式会社

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県宇都宮市下栗町
2921-3Hasegawa BLD 3F

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

119 有限会社サロンドミル
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 栃木県鹿沼市晃望台20



120
システム・ツール株式会
社

情報通信業 栃木県 栃木県宇都宮市西原3-4-7 http://www.systemtool.co.jp

121
ケーズコンサルティング
サービス

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県宇都宮市東浦町17-
13

122 有限会社永井
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県宇都宮市東宿郷4-2-
7 フリーデンハイム201

http://www.u-chouette.com

123
有限会社　愛夢チビッコ
ハウス

卸売・小売業 栃木県 栃木県足利市朝倉町245

124
亀森レディースクリニッ
ク

医療・福祉 栃木県 日光市木和田島3046番地3

125
日光街道ニコニコ本陣
蕎粋庵

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市今市733-1

126 大沢屋製菓有限会社 製造業 栃木県 日光市今市51-1
127 有限会社大津屋 製造業 栃木県 日光市荊沢597-82
128 有限会社イシイ 卸売・小売業 栃木県 日光市本町7番40号

129 有限会社安田電機商会
専門・技術サー
ビス業

栃木県 日光市東和町2-15

130 株式会社折　　一 製造業 栃木県 日光市木和田島2433-1
131 伸興工業株式会社 製造業 栃木県 日光市木和田島1934-2 www.shinkou-kk.co.jp

132 社団医療法人　明倫会 医療・福祉 栃木県 日光市今市381 www.meirinkai.jp
133 五十嵐漆器株式会社 製造業 栃木県 日光市松原町17-7

134 株式会社岸　　野
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市山内2281-3

135
特定非営利活動法人　は
ばたき

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

136 株式会社成文社 製造業 栃木県 日光市森友928-11

137 日光商工会議所
サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市平ケ崎200-1 www.nikkocci.or.jp

138 株式会社早川器械店 卸売業、小売業 栃木県 日光市矢野口383
139 霧降高原開発株式会社 建設業 栃木県 日光市所野1545
140 東武建設株式会社 建設業 栃木県 日光市大桑町138 www.tobukensetsu.co.jp

141 株式会社朝日観光バス 運輸業、郵便業 栃木県 日光市倉ヶ崎131-2

142 有限会社チロリン村
宿泊業、飲食
サービス業

栃木県 日光市所野1535-4 www.chirorin.com

143
株式会社栃木カヤックセ
ンター

サービス業（他
に分類されない
もの）

栃木県 日光市小佐越197-2 www.nos1.jp

144 株式会社トチアン 製造業 栃木県 栃木県栃木市城内町2-53-4 http://www.tochian.jp/

145 栃木県中央美容協同組合
その他のサービ
ス業

栃木県
宇都宮市戸祭町2774-3アル
ファ美容室内

http://www.kyokumi.jp/

146
株式会社キップルネット
ワーク

飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市昭和2-9-20 http://café-mario.jp/

147 有限会社やまざき
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県日光市今市374-9

148 インターネット株式会社 医療・福祉 栃木県 宇都宮市峰4-21-12
149 ＩＮＦ株式会社 飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市峰4-21-12
150 有限会社沼野塗装工業所 製造業 栃木県 栃木県小山市喜沢723
151 有限会社澤畠縫製 製造業 栃木県 栃木県那須烏山市旭1-18-5

152 株式会社ビック・ゲート
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市元今泉2-4-12 http://www.core-delamer.com/

153 鈴木印刷株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市平出町3751-11 http://www.sprintnet.co.jp/index.html

154
有限会社ヘアーサロンサ
トシ

専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市昭和2-2-14 http://www.hs-satoshi.com/

155 株式会社栄塗技建
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市西川田町409-3 http://www.eito-g.co.jp

156 親和会 製造業 栃木県 日光市清滝2-5-23

157 有限会社髙橋モータース
その他のサービ
ス業

栃木県
日光市鬼怒川温泉大原15番
地

158
株式会社日光介護福祉
サービス

医療・福祉 栃木県 日光市森友1173番地

159 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

160 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/44.html



161 ユニオンソース株式会社 製造業 栃木県 日光市木和田島3109 www.unionsauce.co.jp/
162 株式会社プレトライアル 製造業 栃木県 日光市土沢1496-91 www.pretryal.co.jp/
163 株式会社一心館 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝542-3 www.i-spa.co.jp

164
鬼怒川グランドホテル株
式会社

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1021 www.kgh.co.jp

165 株式会社三光精密 製造業 栃木県 日光市土沢1454-3 www.sanko-seimitsu.co.jp

166 株式会社ユザワ 卸売・小売業 栃木県 日光市瀬尾1459 http://www.yuzawa21.co.jp/

167 有限会社フードピア日光 卸売・小売業 栃木県 日光市石屋町7-1
168 有限会社シュライン精工 製造業 栃木県 日光市板橋835
169 株式会社科研 製造業 栃木県 日光市木和田島1706-1 http://www.k-kaken.co.jp

170 株式会社ＮＩＣＯ 医療・福祉 栃木県 日光市豊田330-7
171 株式会社ヤギサワ 製造業 栃木県 日光市瀬尾252 http://yagisawa-nikko.jp/

172 有限会社登屋本店 卸売・小売業 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1060 http://noboruva.jp
173 株式会社辻善兵衛商店 製造業 栃木県 栃木県真岡市田町1041-1 http://www.nextftp.com/dotcom/sakuragawa/index.html

174 株式会社ジップサービス
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市北若松原1-6-6 http://www.gipservice.com

175 細内金型株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市羽牛田町176-14 http://www.hosouchi.co.jp

176 株式会社京乃匠家 建設業 栃木県
栃木県真岡市久下田1489-
18

http://kyonotakumiya.com

177 加藤畳店 製造業 栃木県 宇都宮市平出町3651-3 http://tatami-kato.com

178
株式会社hairＣ'astＬaＶ
ie

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県小山市中央3-6-10小
山センタービル１Ｆ

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

179
株式会社サムライトサム
シング

その他のサービ
ス業

栃木県 宇都宮市新町1-6-15 http://www.somelight-s.co.jp

180
社会保険労務士法人 作道
事務所

その他のサービ
ス業

栃木県 栃木県小山市神鳥谷3-9-24 http://www.sabg.jp

181
井上プラスチックス販売
株式会社

卸売・小売業 栃木県 宇都宮市瑞穂3-6-10 http://www.inopla.co.jp/

182 有限会社国分寺産業
その他のサービ
ス業

栃木県 栃木県下野市川中子1449 http://www.k-sangyo.co.jp

183 有限会社赤間造林土木 建設業 栃木県 日光市足尾町向原2-1

184 株式会社日光自動車学校
教育・学習支援
業

栃木県 日光市倉ケ崎新田122-1

185 株式会社手塚商事 卸売・小売業 栃木県 日光市瀬尾334-6

186
かにしデンタルクリニッ
ク

医療・福祉 栃木県 日光市今市1159-12

187
有限会社エヌエム・ス
テーション

その他のサービ
ス業

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

188 有限会社赤羽精密 製造業 栃木県 日光市森友166-3 http://www.akabane.co.jp

189 株式会社けっこう漬本舗 製造業 栃木県 日光市平ケ崎55-9 http://kekkouzukeco.jp
190 上三依 きすげの郷 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市上三依276-2 http://kisuge-soda.com/

191
有限会社ネイチャープラ
ネット

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

192 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/

193 株式会社ＭＴファルマ 医療・福祉 栃木県 日光市木和田島3041-1

194
株式会社日光調剤セン
ター

医療・福祉 栃木県 日光市今市382-3

195 有限会社加藤精密 製造業 栃木県 日光市矢野口666-102 http://www.katoseimitsu.com

196 株式会社ケアセレクト
教育・学習支援
業

栃木県 日光市土沢201-1

197
日光山ＢａｃＫＰａｃＫ
ｅｒｓ Ｉｎｎ

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市稲荷町1-362-8 http://nikkosanbackpackersinn.com

198 Ｏｎｅ ＰＩａｙ－ｉＴ
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市所野1550-73 http://oneplayit.com

199 株式会社丸重
その他のサービ
ス業

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

200 医療法人　矢尾板記念会 医療・福祉 栃木県 日光市平ケ崎605-1 http://yaoitakinenkai.or.jp

201 三松工業有限会社 製造業 栃木県 日光市明神1047-1
202 一歩庵 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市芹沼1766-91
203 有限会社福田鉄工 製造業 栃木県 日光市森友525-1
204 有限会社日光デザイン 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市小代333-4 http://www.meiji-yakata.com

205 日光総業株式会社 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市山内2339-1 http://www.masuzushi.com

206
医療法人社団さおとめ会
早乙女歯科医院

医療・福祉 栃木県
栃木県栃木市都賀町家中
2408

http://www.saotome-dental.com/



207 トランセンス株式会社
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市岩曽町31-2 http://www.transcence.co.jp/

208 株式会社idea（イデア） 情報通信業 栃木県 栃木県矢板市鹿島町3-16 http://www.idea-creative-design.com

209
有限会社Ｖsign（ブイサ
イン）

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市下荒針町4083-1 http://www.vsignsports.jp

210 有限会社松屋製菓総本店 製造業 栃木県 日光市今市1432-1
211 株式会社山七 卸売・小売業 栃木県 日光市土沢956-1 http://www.yamashichi.co.jp

212 株式会社ホテル白河 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝481
213 株式会社永井園 卸売・小売業 栃木県 日光市松原町12-7

214
日光ホテルズ株式会社
日光ステーションホテル
クラシック

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市安川町10-9 https://www.nikko-stationhotel.jp/

215 丸彦製菓株式会社 製造業 栃木県 日光市芹沼1989-1 http://www.maruhikoseika.co.jp

216 日光鱒鮨本舗株式会社 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市大室1830-150 http://www.masuzushi.com

217 有限会社巧研 製造業 栃木県 日光市猪倉917-17

218
株式会社鬼怒川温泉山水
閣　鬼怒川プラザホテル

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝530 http://www.kinugawa.co.jp

219
有限会社エム・アール・
ピー

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市鬼怒川温泉滝871-2 http://www.naoc-jp.com

220 有限会社杉ハウジング 不動産業 栃木県 日光市今市758
221 株式会社星野建設 建設業 栃木県 日光市南小来川229-2 http://www.kk-hoshiken.co.jp/

222
株式会社奥日光小西ホテ
ル

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市湯元2549-5 http://ｗｗｗ.ｏｋｕｎｉｋｋｏ.ｃｏ.ｊｐ/

223 株式会社かねます商事
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市今市628

224 葵建設株式会社 建設業 栃木県 日光市森友615-2
225 有限会社Kテック 製造業 栃木県 日光市大室204番地21

226 ファクトリー光株式会社
専門・技術サー
ビス業

栃木県 日光市猪倉3434-6

227 有限会社きぬ 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1057 www.hotelkinu.com/

228
有限会社ヤング　トラッ
トリア・カミーノ

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝435 www.tcamino.com

229 有限会社斎藤板金工業 建設業 栃木県 日光市原宿244

230 有限会社ダスキン今市
その他のサービ
ス業

栃木県
日光市倉ヶ崎新田207-1番
地

231 有限会社丸翔工務店 建設業 栃木県 日光市大桑町228番地
232 岡田冷熱機工株式会社 建設業 栃木県 足利市五十部町971

233 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

234 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2-1-7

235 三洋発條株式会社 製造業 栃木県 足利市南大町473
236 アンドー株式会社 製造業 栃木県 佐野市堀米町1236 www.watv.ne.jp
237 わたらせテレビ株式会社 情報通信業 栃木県 足利市有楽町853
238 日新染工有限会社 製造業 栃木県 足利市今福町459
239 イケダ創建有限会社 製造業 栃木県 足利市五十部町354-7
240 株式会社小林産業 製造業 栃木県 足利市鹿島町426-5
241 オグラ金属株式会社 製造業 栃木県 足利市川崎町1310 http://www.ogura-gr.co.jp/

242
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

243 鴇田プリント有限会社 製造業 栃木県 足利市真砂町7-32
244 赤石工業株式会社 製造業 栃木県 足利市大月町94-2
245 北進工業株式会社 製造業 栃木県 足利市富士見町70
246 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/

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

248
フロンティアハウスサー
ビス株式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市堀込町2090-1

249 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/

250
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

251 本所自動車株式会社 製造業 栃木県 足利市名草下町1-2-3 www.honjo-body.co.jp

252
有限会社ココ・ファー
ム・ワイナリー

製造業 栃木県 足利市田島町611

253 有限会社ナカヤマ 卸売・小売業 栃木県 足利市利保町1-11-9



254 月星食品株式会社 製造業 栃木県 足利市錦町77 www.tsukiboshi-s.co.jp

255
協同組合足利給食セン
ター

製造業 栃木県 足利市福居町1770 http://www.taikobashi.co.jp

256 株式会社トチセン 製造業 栃木県 足利市福居町1143 www.tochisen.co.jp

257 株式会社エコアール
その他のサービ
ス業

栃木県 足利市久保田町838-1 www.eco-r.jp/

258 株式会社横田商事
その他のサービ
ス業

栃木県 足利市羽刈町763-12 www1.ocn.ne.jp/"kkyokota/

259
株式会社ライフアドバイ
ザリーセンター

金融・保険業 栃木県 足利市江川町3-10-7

260
株式会社ニューミヤコホ
テル

飲食店・宿泊業 栃木県 足利市南町4254-1

261 株式会社共栄観光
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 足利市南町4254-1

262 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
263 株式会社ファニー 製造業 栃木県 足利市問屋町1177-11 www.fanny-lace.co.jp
264 ニッシン有限会社 建設業 栃木県 足利市猿田町3-40

265
アートレスメタル株式会
社

製造業 栃木県 足利市借宿町591

266 株式会社ラピス 卸・小売業 栃木県 足利市八幡1-10-1
267 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
268 有限会社松崎加工 製造業 栃木県 佐野市堀米町1347-3
269 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

270 株式会社金子建設 建設業 栃木県 足利市島田町781-1

271
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

272 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 www.16.ocn.ne.jp/~suginok/

273
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

274
株式会社データサイエン
ス

専門・技術サー
ビス業

栃木県 足利市堀込町2625-1

275 丸仁産業株式会社 建設業 栃木県 足利市伊勢町4-3-8

276
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

277
関東名鉄カーゴ・サービ
ス株式会社

運輸業 栃木県 足利市野田町1120-18

278 有限会社和建築 建築業 栃木県 足利市借宿1-20-2

279
エスケープラント株式会
社

建築業 栃木県 足利市朝倉町663-6 www.sk-plant.co.jp

280 有限会社東武機工 製造業 栃木県 足利市南大町237-5

281
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/

282
特別養護老人ホーム緑風
苑

医療・福祉 栃木県 栃木市藤岡町中根355-2

283
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

284 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

285
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

286 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 www.t-product.co.jp
287 有限会社ハイテック 製造業 栃木県 足利市島田町403
288 有限会社かたくり 医療・福祉 栃木県 佐野市飯田町209-1
289 東両毛通運株式会社 運送業 栃木県 足利市野田町1120-27

290
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 www.estateone.co.jp

291 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
292 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

293
ロジパートナーズ株式会
社

運送業 栃木県 足利市名草下町1-1-1 www.logipartners.co.jp

294 友禅・江原株式会社 運送業 栃木県 足利市福居町3-2
295 株式会社おくざわ 卸・小売業 栃木県 佐野市田島町49-1

296
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



297
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

298
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

299
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

300 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
301 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/kai

302 株式会社板橋製作所 製造業 栃木県 足利市川崎町1323
303 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
304 株式会社富士興油 卸・小売業 栃木県 佐野市免鳥町342-1 www.fuji-koyu.com/
305 社会福祉法人　愛光園 医療・福祉 栃木県 足利市稲岡町500

306
株式会社　マツダアン
フィニ両毛

卸・小売業 栃木県 足利市助戸町1-644

307 有限会社　協悦 製造業 栃木県 栃木市岩舟町静和355-1 WWW.cc9.ne.jp/~kyouetsu/

308
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

309 有限会社　シヨツエリホ 医療・福祉 栃木県 佐野市山形町296

310
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

311
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

312 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
313 株式会社　田中商事 運送業 栃木県 足利市寺岡町476-4
314 株式会社　斎藤精機 製造業 栃木県 足利市南大町475-7
315 株式会社　佐取工務店 建築業 栃木県 足利市常見町3-7-6

316
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-

317 株式会社　野口建設 建設業 栃木県 足利市芳町34-2

318
有限会社　人事・労務ｺﾝｻ
ﾙﾃｨﾝｸﾞｵﾌｨｽ

専門・技術・サー
ビス業

栃木県 佐野市浅沼町801 www.tamura-sr.jp

319 株式会社　さくら屋 不動産業 栃木県 足利市通り４丁目2573

320 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

321 有限会社　赤い屋根 医療・福祉 栃木県 佐野市浅沼町21

322
有限会社　アイエスエス
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

323 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

324 有限会社　横田冷熱 建設業 栃木県 足利市上猿田町11-18
325 株式会社　パワーライン 製造業 栃木県 足利市錦町32-6
326 合名会社　亀屋商店 卸・小売業 栃木県 足利市福居町574
327 株式会社　タマル工業 製造業 栃木県 佐野市栄町3-3

328
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 www.kanto-extron.co.jp

329
株式会社 コトラミートカ
ルチャ

卸・小売業 栃木県 足利市堀込町1558 www.0298.biz

330 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

331 株式会社　グランド
専門・技術・サー
ビス業

栃木県 足利市相生町389-5 www.grand-inc.co.jp

332 中里建設　株式会社 建設業 栃木県 佐野市栃本町1051 www.nakazato-conｓt-com

333 日本総建　株式会社 建設業 栃木県 佐野市堀米町613 www.rinjirou-nb.com
334 株式会社　福寿草 医療・福祉 栃木県 佐野市堀米町613
335 株式会社　Ｕ建築工房 建設業 栃木県 足利市島田町151-1
336 有限会社　ホアシ 金融・保険業 栃木県 足利市助戸新山町1537-7

337
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

338 株式会社　ＦＰＩ 金融・保険業 栃木県 足利市助戸新山町1537-7

339
有限会社　ホテル三吉野
別館

サービス業 栃木県 佐野市富岡町324 www.hoteｌmiyoshino.co.jp

340 株式会社　星秀社 製造業 栃木県 小山市外城90-6 www.seisyuusya.com
341 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
342 株式会社　ホリモク 建設業 栃木県 足利市家富町2253



343 株式会社　ピカテック サービス業 栃木県 足利市川崎町2283
344 Ｉｍａｇｉｎｅ＆Create サービス業 栃木県 足利市八幡町1-21-4
345 アロマスクール＆月の桃 サービス業 栃木県 足利市八幡町1-21-4

346
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

347 有限会社　初山染工 製造業 栃木県 足利市借宿町319

348
新葉社会保険労務士事務
所

サービス業 栃木県 足利市上渋垂町246-6

349 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
350 有限会社　勝クリエート 医療・福祉 栃木県 足利市上渋垂町369-10
351 モノプラン 製造業 栃木県 足利市藤本町706-20 www.mono2011.com/
352 株式会社　Ｓ’ｕａｖｅ 教育・学習支援 栃木県 足利市福富町1234-20
353 有限会社　穂高運輸 運送業 栃木県 佐野市堀米町3859-2

354
税理士法人　アイ・ブレ
インズ

専門・技術・サー
ビス業

栃木県 足利市山川町52-2

355 有限会社　山栄電子 製造業 栃木県 足利市山下町1523-2

356
朝摘み野菜の洋食館　路
遊亭

飲食業 栃木県 栃木市境町11-13 www.jiyuutei.com

357 株式会社　J・O・Ｙ 教育・学習支援 栃木県 佐野市伊勢山町1440-1 www.joybb.ne.jp

358 株式会社　吉川油脂
その他のサービ
ス業

栃木県 佐野市飛駒町3845-3 www.y-yushi.com

359
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

360 正田フーズ　株式会社 製造業 栃木県 佐野市町谷町2945
361 有限会社　元起製作所 製造業 栃木県 足利市鹿島町1125-3
362 永倉自動車　有限会社 卸・小売業 栃木県 足利市堀込町190-3
363 有限会社　山喜木材 卸・小売業 栃木県 足利市山下町917
364 有限会社　増田製作所 製造業 栃木県 佐野市門馬町1672
365 株式会社　ｂｏｗｔｅｃ 建築業 栃木県 足利市百頭町2011-3

366
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

367 江原自動車販売株式会社 卸・小売業 栃木県 足利市福居町5-3
368 有限会社　大塚工芸 製造業 栃木県 足利市南大町3303
369 株式会社　田口運輸 運輸・通信業 栃木県 足利市上渋垂町246-4
370 有限会社　松村 飲食業 栃木県 足利市五十部町1135-3 www.taiho-s.jp
371 株式会社　柏崎組 建設業 栃木県 足利市五十部町306-2
372 株式会社　エフエムティ 製造業 栃木県 足利市小俣町1790-5

373 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

374 春山プレス工業 製造業 栃木県 足利市松田町996-3

375
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

376 浜岡工業　株式会社 製造業 栃木県 足利市板倉町149-6
377 株式会社　ＣＩＮＱ 製造業 栃木県 足利市八幡町2-7-14 www.repair5.net
378 有限会社　金子鉄工 製造業 栃木県 足利市福居町1757

379 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

380 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

381 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
382 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

383 有限会社　和泉専 卸売業、小売業 栃木県 足利市福居町684-5

384
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

385 もりきん 卸売業、小売業 栃木県 足利市堀込町2031
386 有限会社　アラマキ 運輸業、郵便業 栃木県 足利市田島町1/26-1
387 有限会社　大塚鉄工所 製造業 栃木県 足利市利保町3-9-11

388
株式会社　鶴田ファ-ミン
グ

農業・林業 栃木県 足利市羽刈町956-1

389 光和ケアーズ　有限会社 医療、福祉 栃木県 栃木市本町17-9

390
ノアグローバル・コーポ
レーション株式会社

教育、学習支援
業

栃木県 佐野市相生町2816

391 ＮＰＯ法人 さのっ子 教育、学習支援 栃木県 佐野市浅沼町364-9
392 青木ソバ粉　株式会社 製造業 栃木県 栃木市本町１２－１４



393 株式会社　善光 建設業 栃木県 足利市大前町493-7
394 株式会社　秋葉興業 建設業 栃木県 佐野市田沼町1038

395 株式会社　アーチ
その他・サービス
業

栃木県 栃木市沼和田町12-15 www.job-arch.com

396 ヂサイ印刷　有限会社 製造業 栃木県 足利市若草町7-82 www.jisai.com
397 有限会社　寺内産業 製造業 栃木県 栃木市岩舟町新里1309-1

398
有限会社　味噌まんじゅ
う新井屋

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

399 便利屋Deko
その他・サービス
業

栃木県 足利市八幡町600-20

400 HRリード合同会社 教育、学習支援 栃木県 佐野市戸奈良町1491
401 有限会社　広島屋製菓 卸売業、小売業 栃木県 佐野市田沼町626
402 岩下食品株式会社 製造業 栃木県 栃木市沼和田町23-5 www.iwshita.co.jp

403 株式会社　アンツ
その他・サービス
業

栃木県 小山市城東7-6-3 www.ants55.com

404
ntervallo(インテル
ヴァッロ）

飲食業・宿泊業 栃木県 小山市 雨ケ谷新田 73-121 www.intervallo2008.com/

405 株式会社　晃和 製造業 栃木県 佐野市町谷町2943 www.kohwa-SSS.co.jp

406 IBS社労士事務所
専門・技術・サー
ビス業

栃木県 足利市小俣町1690-7

407
有限会社　ヘアーファッ
ションハウスサイトウ

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 佐野市並木町1779-7 www.hfhs.co.jp/

408 有限会社　サンハウス 建設業 栃木県 佐野市小中町1239-5 www.サンハウス.jp/
409 和伊寿 飲食店・宿泊業 栃木県 佐野市富岡町1350-1 www.sano-waizu.com
410 株式会社　井上製作所 製造業 栃木県 佐野市天神町959 www.inue-seisakusho.co.com

411
株式会社　リヨンワール
ド

卸売・小売業 栃木県 足利市朝倉町3-9-1 www.lyon-a.com

412
ガッチャマンラボ　株式
会社

製造業 栃木県 足利市山川町30-2 www.gachamanlab.com

413 ハウディーズ 株式会社 サービス業 栃木県 足利市通2丁目2631　２Ｆ www.howdys-next.com
414 有限会社辰元 飲食店・宿泊業 栃木県 栃木市万町24-3 www.tatsumoto.com
415 アルファプラン株式会社 建築業 栃木県 足利市八幡町3-11-8

416
株式会社ホームメイド茂
呂

建築業 栃木県 栃木市岩舟町曲ケ島1806-4 www.e-house.co.jp/homemade-moro/

417 株式会社佐山鉄筋事業部 建設業 栃木県
栃木県栃木市薗部町4-10-
11

http://www.sayama-tk.jp/

418 有限会社ホンゴウ 製造業 栃木県
栃木県栃木市藤岡町赤麻
3272-4

http://www.hon-gou.co.jp/

419 株式会社ツカサ精密 製造業 栃木県 宇都宮市芦沼町3270-1 http://www.your-tukasa.co.jp

420 株式会社不二ドライ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市平出工業団地43 http://www.fujidry.co.jp/

421 株式会社クラウン
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市平出工業団地43 http://www.crowning.co.jp

422 有限会社金田木工所 建設業 栃木県 宇都宮市岩曽町993-2 http://www.kaneda-mokko.com

423 松本電気工事株式会社 建設業 栃木県 宇都宮市下川俣町209-66

424 有限会社べる 卸売・小売業 栃木県
栃木県那須塩原市上厚崎
371-1

http://www.bell-milk.co.jp/

425 白沢電気株式会社 製造業 栃木県
栃木県栃木市沼和田町45-
39

http://shirasawadenki.rpr.jp

426 株式会社スリナム製作所 製造業 栃木県 宇都宮市宝木本町1730 http://surinam.co.jp
427 鬼怒パッケージ株式会社 製造業 栃木県 栃木県真岡市勝爪208-2 http://kinu-p.co.jp/

428 カテル有限会社
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

429 株式会社トヨタケ 建設業 栃木県 宇都宮市宝木本町2133
430 株式会社丸あ組 建設業 栃木県 宇都宮市簗瀬町1947-8

431 株式会社本沢屋 卸売・小売業 栃木県
栃木県小山市中央町2-10-
16

http://www.honzawaya.com

432 有限会社柳沼ボデー工場
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市台新田町161 http://yaginuma-body.jp

433 株式会社古賀
専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県鹿沼市流通センター
35

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

434
金子メディックス株式会
社

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市新南163-
355

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



435 株式会社マテハンソフト
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/

436 株式会社八興
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市川田町1219-9 http://www.hakko.com/

437 株式会社ツール工房 製造業 栃木県 栃木県下野市下古山176-1 http://www.t-cobo.co.jp

438 株式会社長工業 建設業 栃木県
栃木県小山市大字羽川484-
4

http://www.cho-kk.com

439
社会保険労務士法人 レク
シード

その他のサービ
ス業

栃木県
栃木県鹿沼市東末広町
1940-12 シマダヤビル３Ｆ

http://www.rexseed.jp

440 株式会社栃木中村 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市二区町
458

http://n-shokokai.or.jp/publics/index/137/

441 宇都宮電子株式会社 建設業 栃木県 宇都宮市御幸ケ原町44-16 http://www.uecc.co.jp

442
テクノウッドワークス株
式会社

製造業 栃木県 栃木県鹿沼市さつき町16-1 http://www.technowoodworks.com

443
ＡromaticＲelaxationそ
らりす

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市若草3-1-10 リス
テル西村2-102

444 東京オート株式会社 卸売・小売業 栃木県 栃木県小山市東城南1-16-4 http://www.tokyoauto.com/

445 株式会社エイム 製造業 栃木県
栃木県小山市大字梁2333東
部工業団地内

http://www.aimer.co.jp/

446
株式会社おまかせオート
石川

卸売・小売業 栃木県
栃木県那須塩原市下厚崎
224-3

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

447 株式会社伊藤印材店 製造業 栃木県 宇都宮市星が丘2-6-10 http://www.in-ito.co.jp
448 株式会社コトブキ興産 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市武子1088-38 http://www.kotobuki-door.co.jp/

449 株式会社町田建塗工業 建設業 栃木県 宇都宮市塙田3-1-18 http://www.machidakento.co.jp

450 有限会社仁平製作所 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市日吉町495 http://www.nihei-works.com/

451 東京通信株式会社
専門・技術サー
ビス業

栃木県
宇都宮市平出工業団地43-
129

http://www.tokyotsushin.co.jp

452 株式会社大地住建 不動産業 栃木県 栃木県小山市三峯2-1-33 http://daichi.mods.jp/
453 株式会社信和工業 製造業 栃木県 栃木県小山市犬塚6-20-13 http://www.shinwa-grp.com/

454
株式会社ショコラティ
エ・サンク

製造業 栃木県 栃木県下野市薬師寺2460 http://www.chocolatier.jp

455 総美有限会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市江曽島本町12-6 http://www.banet.jp

456
株式会社バクープランニ
ングファクトリ

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県小山市城北3-20-10
城北テナントＣ

http://www.baku-pf.com

457
有限会社関東実行セン
ター

その他のサービ
ス業

栃木県
栃木県小山市大字外城157-
3

http://www.kantou-jc.co.jp/

458
日本プレーテック株式会
社

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市西三島7-
334

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

459 有限会社マルタ 卸売・小売業 栃木県
栃木県芳賀郡芳賀町祖母井
南1-11-1

460 株式会社横倉本店 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市問屋町3172-6 http://www.yokokura-uc.jp

461 株式会社奴寿司 飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市戸祭町3027-1 http://www.yacco.asia/

462 富士発条株式会社 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市東小屋
474

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

463 アクリーグ株式会社
その他のサービ
ス業

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

464
ハネクトーン早川株式会
社

製造業 栃木県 栃木県下野市医大前3-11-1 http://www.hanectone.co.jp/

465 はやき風株式会社
その他のサービ
ス業

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

466
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 http://www.halp.co.jp

467
株式会社錦エンジニアリ
ング

専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県栃木市薗部町2-5-20 http://www.nishiki-eng.rpr.jp/

468
株式会社フライングガー
デン

飲食店・宿泊業 栃木県 栃木県小山市本郷町3-4-18 http://www.fgarden.co.jp

469 株式会社奥田製作所 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市東町3-6-24 http://www.okuda-mfg.co.jp

470 ＭＩＮＡＴＯ株式会社 製造業 栃木県
宇都宮市瑞穂3-12-15瑞穂
野工業団地内

http://www.m-n-t.jp/

471 ＨＣＣソフト株式会社
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県さくら市馬場410-78 http://www.hcc-soft.com/

472 高塩技研工業株式会社 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市下田野
532-166

http://www.solutech.co.jp



473 株式会社プラスハート
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市今市1264-5

474 玉田木材工業株式会社 製造業 栃木県 日光市小倉87
475 ドコモショップ日光店 卸売・小売業 栃木県 日光市今市1063-1 http://.www.yamashichi.co.jp/

476 auショップ日光 卸売・小売業 栃木県 日光市今市977-1 http://.www.yamashichi.co.jp/

477 農家の店ヤマシチ 卸売・小売業 栃木県 日光市土沢956-1 http://.www.yamashichi.co.jp/

478 株式会社宇梶建材 情報通信業 栃木県 日光市猪倉2308
479 有限会社植木サッシ工業 製造業 栃木県 日光市猪倉3609番地47
480 株式会社日泉枝工 建設業 栃木県 日光市和泉247-2

481 株式会社沼尾
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市原宿122

482 株式会社美彩たむら 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市大室1830-150

483 株式会社佐藤建設建材部
鉱業・採石業・
砂利採取業

栃木県 日光市足尾町1788-1

484 株式会社渡良瀬商事 卸売・小売業 栃木県 日光市足尾町1788-1

485
株式会社綜合衣料　大野
屋

卸売・小売業 栃木県 日光市今市453番地

486 有限会社谺 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝562
487 入江デンタルクリニック 医療・福祉 栃木県 日光市大室1138-6

488 Ｓ＆Ｓ 合同会社
教育・学習支援
業

栃木県 日光市相生町20-9

489 株式会社近代ビル管理社
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市瀬尾378-3 http://www.kindai-group.co.jp

490
ピートダイゴルフクラブ
ロイヤルコース

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市大沢町1209 http://www.pacificgolf.co.jp/

491
有限会社高徳自動車整備
工場

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市高徳728-1

492 虎彦製菓株式会社 製造業 栃木県 日光市鬼怒川温泉滝428 www.torahiko.co.jp
493 株式会社ヨコオテック 製造業 栃木県 鹿沼市口粟野1260番地 http://www.yokootec.co.jp/

494 有限会社福二実製作所 製造業 栃木県 日光市木和田島1465-1
495 有限会社日光有機 製造業 栃木県 日光市大沢町388番地
496 坂野商事株式会社 卸売・小売業 栃木県 日光市所野689番地21
497 嶋田運送株式会社 運輸業 栃木県 日光市今市1659番地85
498 株式会社阿部商店 製造業 栃木県 日光市中三依120番地
499 株式会社三本松茶屋 卸売・小売業 栃木県 日光市中宮祠2493 http://www.sandonmatsu.com

500 松井左官店 建設業 栃木県 日光市瀬川105
501 株式会社あさの 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市平ヶ崎188-1 http://www.asano-gr.com/

502 株式会社鮫島工業 建設業 栃木県 日光市荊沢599
503 株式会社ほほえみ倶楽部 医療・福祉 栃木県 栃木県小山市乙女3-27-31 http://www.mk-hc.jp/
504 シー・メイト株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市簗瀬町2328-3 http://sea-mate.com/

505
株式会社エス・アイ・エ
イ

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県塩谷郡高根沢町光陽
台2-1-1

http://www.si-a.jp

506 有限会社デリート 情報通信業 栃木県
宇都宮市東今泉2-5-2 東今
泉マンション1-B

http://www.delete.co.jp

507 有限会社富士見精機 製造業 栃木県 宇都宮市富士見町2-34

508 株式会社アイデクト
専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県塩谷郡高根沢町花岡
512-2

http://www.aidect.com

509 株式会社スミスケ
電気・ガス・熱
供給・水道業

栃木県 栃木県矢板市針生71-3 http://www.sumisuke.jp

510 有限会社エフ・ネット
教育・学習支援
業

栃木県 栃木県矢板市扇町1-8-22 http://www.my-fnet.com

511 有限会社大垣金型製作所 製造業 栃木県 宇都宮市上籠谷町1402-3 http://www.ogaki-mold.com/

512 ワタレイ株式会社 建設業 栃木県
栃木県栃木市皆川城内町
2989-14

http://www.watarei.co.jp/

513 有限会社松浦製作所 製造業 栃木県 宇都宮市上桑島町1334-5

514 有限会社有備
教育・学習支援
業

栃木県 宇都宮市みどり野町14-17 http://yubi-seminar.com/

515 有限会社篠崎製作所 製造業 栃木県
栃木県河内郡上三川町石田
1814-12

http://www.nc-net.or.jp/company/46384/

516 fu-ga （フーガ）
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市中戸祭町828-15
ホリデイスポーツクラブ内
１Ｆ

http://www.fu-ga-extra.com/

517
株式会社アトムエンジニ
アリング

情報通信業 栃木県 宇都宮市御幸が原町10-44 http://www.atm-net.co.jp



518
ＷingＧraffiti株式会社
就労継続支援Ａ型事業所
わらくや

医療・福祉 栃木県 栃木県真岡市下籠谷2593-4 http://warakuya.tochigi.jp/

519 株式会社ブリジック
その他のサービ
ス業

栃木県 栃木県矢板市幸岡1373 http://bridgic.com

520 株式会社ＪＡＭＲＯＣＫ
その他のサービ
ス業

栃木県 宇都宮市中久保2-14-7 http://jamrock.co.jp

521 一般社団法人心桜福祉会 医療・福祉 栃木県
栃木県那須塩原市共墾社
149-2

522 有限会社小川組 建設業 栃木県
栃木県芳賀郡市貝町大字見
上326-2

523 有限会社赤荻保温工業 建設業 栃木県 宇都宮市宝木本町1223-9

524 ラムープロヴァンス
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

525
有限会社ウィズインター
ナショナル

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市江曽島2-18-13 http://www.with-bs.com/

526
三益工業株式会社那須工
場

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市塩野崎
207

http://www.mmsk.co.jp

527 徳原工業株式会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市武子1088-28 http://www.tokuhara-ind.co.jp

528 有限会社小林製作所 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市富岡1016-9 http://www.ksx.jp/
529 株式会社協栄社 製造業 栃木県 栃木県真岡市荒町5133-1 http://www.kyoeisha-printing.co.jp

530 有限会社ミナミ商事 運輸業 栃木県 宇都宮市下砥上町1533-3 http://www.minamiexp.co.jp/

531 株式会社明治フード 卸売・小売業 栃木県
栃木県栃木市大平町西水代
2115

http://www.meijifood.co.jp/

532 佐藤縫製 製造業 栃木県 宇都宮市下岡本1997
533 有限会社大礒開発 不動産業 栃木県 宇都宮市上戸祭町94-50 http://www.ooisokaihatsu.co.jp

534 ゼビオプラスト株式会社 製造業 栃木県 栃木県さくら市喜連川2994 http://www.xepla.co.jp/

535
トヨタウッドユーホーム
株式会社

建設業 栃木県 宇都宮市一の沢町256-7 http://www.toyota-woodyou.co.jp/

536 合同会社Ｎet Ｇarden
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県真岡市並木町3-3-8

537 株式会社アヤラ産業 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市田野倉
779-1

http://www.ayala.co.jp/

538 有限会社日東タイヤ商会 卸売・小売業 栃木県 栃木県那須塩原市豊町1-29 http://www.nittohtire.co.jp/

539 どこでもクリニック益子 医療・福祉 栃木県
栃木県芳賀郡益子町大字長
堤574-1

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

540 株式会社エスコ 情報通信業 栃木県
宇都宮市鶴田町508-2 DIC
アルファビル１Ｆ

http://www.esco.jp/

541 株式会社ティーアイエム
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県矢板市中町150-484 http://www.tim-e.jp/sub2.html

542
有限会社ドゥコーポレー
ション

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市下岡本町4552-2 http://www.doux.sakura.ne.jp/

543
大和電器株式会社宇都宮
工場

製造業 栃木県 宇都宮市上御田町459 http://www.yamatodenki.com/index

544 有限会社栃の玉食品 製造業 栃木県 宇都宮市徳次郎町2473
545 株式会社コアミ計測機 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市二荒町8-2 http://www.koami.co.jp

546
有限会社トータルフィッ
トネスサポート

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市御幸が原町62-5
東ビル１Ｆ

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

547 株式会社ＳＥＡＳＯＮＳ 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市鐺山町1059-5 http://www.seasons-web.jp

548 丸三産業株式会社 卸売・小売業 栃木県 栃木県栃木市野中町912 http://www.cc9.ne.jp/~marusan/

549 有限会社マガラ 製造業 栃木県
栃木県下都賀郡壬生町おも
ちゃのまち3-5-33

550
フジクリーン工業株式会
社

製造業 栃木県
栃木県那須郡那須町高久甲
2691-2

http://www.fujiclean.co.jp

551 株式会社ヤオハン 卸売・小売業 栃木県
栃木県栃木市平柳町1-28-
16

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

552 株式会社クロサキ 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市菊水町12-5 http://www.bombom.co.jp

553 ＲＯＳＥＴＴＹ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

554 粟野興産株式会社
鉱業・採石業・
砂利採取業

栃木県 栃木県鹿沼市奈佐原町16 http://www.bc9.ne.jp/~awanoks/gaiyo.htm

555 南部工業株式会社 製造業 栃木県 栃木県下野市下古山2979 http://www.shokokai.or.jp/09/0936210012/

556 株式会社北条モータース
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/



557 株式会社島崎酒造 製造業 栃木県
栃木県那須烏山市中央1-
11-18

http://www.azumarikishi.co.jp

558 株式会社フクイ 卸売・小売業 栃木県 栃木県鹿沼市茂呂2600 http://www.f-fukui.co.jp

559 有限会社ＧＲＡＭ ＳＩＸ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市幸町5-12 http://www.nico6g.com

560 有限会社佐藤精機 製造業 栃木県 栃木県那須烏山市三筒401 http://www.sato-seiki.co.jp

561
株式会社ＡＬＬ ＯＵＴ
ＡＤＶＡＮＣＥ

飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市馬場通り2-3-4

562 高野自動車工業
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県小山市福良546-2

563 岩井労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

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

564
有限会社マジックコーポ
レーションリミテッド

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県小山市駅東通り2-
37-14

http://www.circle2.jp

565 有限会社カタヤマ自動車 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市東浦町14-15 http://motor.geocities.jp/katayamajidosha/

566
吉見行政書士・社会保険
労務士事務所

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県栃木市大平町西野田
363-5 セントラルヒルＢ

http://tochigi-joseikin.net

567 株式会社創電社 建設業 栃木県 宇都宮市新里町1603-7
568 政木屋食品株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市下田原町3455-22 http://www.masakiya.co.jp

569 株式会社アペックス
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市下川俣町206-64 http://www.apecs-co.com

570 有限会社雅城
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県那須塩原市下厚崎
97-25

http://www.b-gajo.com

571
株式会社ビィ・アイ・
シィ

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県小山市神鳥谷1-17-
26

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

572 有限会社花裕生花店 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市石井町2021-3
573 横川食販株式会社 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市江曽島町1449

574 深谷建設株式会社 建設業 栃木県
栃木県那須塩原市埼玉6-
1059

http://www.fukayaom.com

575
こだわり不動産サービス
株式会社

不動産業 栃木県 宇都宮市中戸祭1-8-15 http://www.kodawarifudousan.com

576 喜連川漁業生産組合 漁業 栃木県 栃木県さくら市葛城1923

577 株式会社ＰＲＯＰＲＥ 卸売・小売業 栃木県
栃木県那須郡那須町高久乙
796-234

http://www.chouchoustyle.com

578 有限会社小峰窯 製造業 栃木県
栃木県芳賀郡益子町城内坂
39

http://www.komine-gama.com

579 株式会社ユーニー電機 製造業 栃木県 栃木県栃木市平柳1-2-34 http://www.it-service.co.jp/yuni/

580 有限会社ネットウィング 卸売・小売業 栃木県
栃木県那須郡那須町高久乙
5980-1

http://www.kendouya.com/

581
株式会社コスモクリエイ
ト

情報通信業 栃木県 宇都宮市平出町3779-10 http://www.cosmocc.co.jp

582
有限会社スペクトルデザ
イン

製造業 栃木県
栃木県大田原市湯津上285-
1

http://www.spectradsn.com/

583 藤崎印刷株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市川田町834-1

584 株式会社キミジマ車輌
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県矢板市境林644-11

585 株式会社暁工務店 建設業 栃木県 宇都宮市松原2-3-13 http://www.akatuki-build.com/

586 こいしや食品株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市宮山田町2353-1 http://www.koishiya.co.jp

587 有限会社小野金型製作所 製造業 栃木県
栃木県大田原市寒井1665-
22

http://ono-kanagata.jimdo.com

588
有限会社オーランド印刷
工房

製造業 栃木県
栃木県さくら市喜連川
3095-9

http://orland.jp/

589 小林酒造株式会社 製造業 栃木県 栃木県小山市卒島743-1

590 ＳＡＢＡＩＤＥＥ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県小山市神鳥谷町5-2-
19

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

591 株式会社ＡＩ・Ｃonnect 情報通信業 栃木県
宇都宮市幸町12-14 駒場ビ
ル2F

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

592
株式会社ジアースコーポ
レーション

製造業 栃木県
栃木県下都賀郡野木町野木
141-6

http://www.thearth.jp/

593
株式会社エヌ・エステク
ニカル

製造業 栃木県 栃木県鹿沼市西沢町1453 http://www.nst-jpn.co.jp

594 有限会社栃木建築社 建設業 栃木県 栃木県鹿沼市栄町2-13-7 http://www.d-made.net

595
株式会社嚶鳴エクステン
ショングループ

教育・学習支援
業

栃木県
宇都宮市雀の宮5-6-33 メ
ゾン小林2F

http://www.f-oumeishingakujuku.com



596 タチバナ商事株式会社 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市駒生町855-5 http://www.tachibana.co.jp/

597 株式会社栃木アクト 卸売・小売業 栃木県 栃木県さくら市鹿子畑1128 http://act-co.ftw.jp/

598 有限会社細井製作所 製造業 栃木県
栃木県那須郡那須町漆塚
194-6

599 福田精密株式会社 製造業 栃木県 栃木県矢板市片岡1144-1
600 山川歯科医院 医療・福祉 栃木県 日光市森友172-2

601
株式会社サンリキ日光工
場

製造業 栃木県 日光市塩野室町1007-26 http://www.sanrik.com/

602
プリヴェ運輸株式会社日
光営業所

運輸業 栃木県 日光市轟北川1234 http://www.tobuprv.co.jp/

603 TM日光運輸倉庫株式会社 運輸業 栃木県 日光市轟字北川1237

604
有限会社上野荘　デイ
サービスうえの荘

医療・福祉 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原853

605 グラススタジオ　ポンテ
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市所野1541-1499 http://www.punty.jp/

606
有限会社福祉の家うちご
「なかよし」

医療・福祉 栃木県 日光市野口7172

607
有限会社アートプランニ
ング

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 日光市小佐越1-4 ｈｔｔｐ：//trickart-pia.com/

608 有限会社八興エステート 不動産業 栃木県 日光市千本木384-1
609 株式会社大藤石材工業 建設業 栃木県 日光市瀬川54-4

610
株式会社日光・鬼怒川リ
ゾート　　鬼怒川温泉山
楽

飲食店・宿泊業 栃木県 日光市鬼怒川温泉大原1060 http://www.sanraku.premierhotel-group.com/kinugawa

611 有限会社黒須製餡所 製造業 栃木県 日光市吉沢415-4
612 株式会社ナイス産業 製造業 栃木県 日光市土沢1172-2

613
有限会社マコト自動車整
備工場

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市森友675-4

614 有限会社相運 運輸業 栃木県 日光市森友1214-16

615
株式会社日光介護福祉
サービス(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　風舞
～ふわり～

医療・福祉 栃木県 日光市森友1173

616 有限会社三法
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市森友988

617 有限会社増元 建設業 栃木県 日光市森友1367-2
618 株式会社日光食品 製造業 栃木県 日光市森友1513-27 http://www.nikko-syokuhin.com

619 有限会社谷沢事業所
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市清滝1-9-19

620 株式会社ダイエー 卸売・小売業 栃木県 日光市森友1515-20
621 有限会社高橋製作所 製造業 栃木県 日光市大沢町885
622 有限会社阿久津工業 建設業 栃木県 日光市山口298
623 株式会社F・S・D 建設業 栃木県 日光市森友368-6

624
有限会社いまいちハロー
観光交通

運輸業 栃木県 日光市森友1596-16

625 有限会社江良製作所 製造業 栃木県
日光市木和田島字高内
1386-190

626 株式会社富士精機 製造業 栃木県 日光市塩野室町1016-15 http://www.fs-nikko.com

627 株式会社ライフデザイン 卸売・小売業 栃木県
栃木県栃木市嘉右衛門町9-
18

http://www.lifedesign.co

628
株式会社ティエムサポー
ト

卸売・小売業 栃木県 宇都宮市下戸祭2-15-16 http://www.e-tmss.co.jp

629 株式会社大島自販
専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県那須塩原市豊浦10-
429

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

630
有限会社ひらやまオート
サービス

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県那須郡那須町大字高
久甲2420-8

http://www.hirayama-auto.com/

631
株式会社フィットネス・
スパ奇跡

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県真岡市上高間木1-
28-4

http://fs-kiseki.com/

632 株式会社林産商会 農業・林業 栃木県 栃木県矢板市塩田229

633 株式会社三栄マンシング 製造業 栃木県
栃木県河内郡上三川町上郷
2210-5

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

634
行政書士アクア法務
office

専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県矢板市片岡2095-240 http://town-lawyer.com/



635
株式会社ブランチケア
介護ショップピュアぶら
んち

卸売・小売業 栃木県 栃木県鹿沼市西茂呂2-3-20

636 株式会社ＮＩＣＯ 医療・福祉 栃木県 栃木県日光市豊田330-7

637
株式会社ＭＩＳＨ ＮＡＩ
Ｌ

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

638
特定非営利活動法人 寺子
屋２１

その他のサービ
ス業

栃木県 東京都足立区千住1-3-6

639 社会福祉法人 星風会 医療・福祉 栃木県 栃木県栃木市田村町928 http://www.sfk.or.jp

640
有限会社ジャストカップ
ス

製造業 栃木県 栃木県矢板市片岡32-7 http://www.justcups.jp

641 有限会社新栄精機 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市下厚崎5-
385

642 株式会社クライ 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市雀宮4-11-32 http://www.kurai1.com/

643 諏訪　晃　会計事務所
その他のサービ
ス業

栃木県 栃木県栃木市片柳町4-1-20

644 株式会社セグロラ化粧品
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県那須塩原市新南163-
373

http://www.segurora.com

645
有限会社セットアップカ
ンパニー

飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市中央3-3-15

646 有限会社 相馬鉄工 建設業 栃木県
栃木県那須郡那須町大字漆
塚195-61

647 有限会社 中津化学興業 建設業 栃木県 栃木県鹿沼市上田町2340 http://nakatsukagakukogyo.com/

648 トチナビ有限会社 不動産業 栃木県 宇都宮市元今泉5-4-8 １階 http://www.homemate.co.jp/

649 小平機械工業株式会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市富岡1384-4 http://www.odaira.co.jp

650 有限会社 山田自動車工業
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県真岡市島737-3

651 株式会社日光の庄 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市今市600-1

652
株式会社衛生管理セン
ター

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市大室1285-6

653 有限会社ホテルいろは 飲食店・宿泊業 栃木県 日光市安川町2-51
654 光工業株式会社 製造業 栃木県 日光市大室1960-1
655 有限会社和香工業 製造業 栃木県 日光市猪倉914-26

656 株式会社星商事
その他のサービ
ス業

栃木県 日光市藤原342-2

657 有限会社オーワイ 飲食店・宿泊業 栃木県
日光市鬼怒川温泉大原371-
1

658
株式会社鬼怒川カント
リークラブ

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市高徳62

659 有限会社日光モータース
専門・技術サー
ビス業

栃木県 日光市宝殿26

660
社会福祉法人すぎなみき
会　すぎなみき学園

医療・福祉 栃木県 日光市板橋2610-1

661 有限会社柳屋 卸売・小売業 栃木県 日光市瀬川163
662 株式会社手塚テクニカ 製造業 栃木県 日光市吉沢512-1

663
株式会社金谷ホテルベー
カリー

製造業 栃木県 日光市土沢992-1

664
医療法人社団矢尾板記念
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 日光市平ヶ崎605-1

665
特定非営利活動法人「あ
かね会」

医療・福祉 栃木県 日光市森友1578

666 有限会社ワーク三光社 製造業 栃木県 日光市大沢町1090-2
667 有限会社代山内装 建設業 栃木県 日光市猪倉1925
668 株式会社キタノヤ 建設業 栃木県 日光市塩野室町1902-93
669 加藤建設株式会社 建設業 栃木県 日光市町谷400-1

670
一般社団法人日光カンツ
リー倶楽部

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市所野2833

671 有限会社丁田屋商店 卸売・小売業 栃木県 日光市清滝3-2-8

672
特別養護老人ホーム誠心
園

医療・福祉 栃木県 日光市倉ケ崎605-7

673
有限会社山本屋あっとあ
らさわデイサービス

医療・福祉 栃木県 日光市清滝2-6-43

674 イワサキ企画有限会社 製造業 栃木県 日光市所野112-67



675 バンベスト株式会社 製造業 栃木県 日光市町谷1930

676 有限会社小池モータース
専門・技術サー
ビス業

栃木県
日光市文挟町字下木戸168-
1

677 株式会社大房木材 農業・林業 栃木県 日光市長畑2236

678
新栄観光株式会社杉ノ郷
カントリークラブ

その他のサービ
ス業

栃木県 日光市塩野室町1863 http://www.suginosato.co.jp

679
特定非営利活動法人　く
まの木　里の暮らし

飲食店・宿泊業 栃木県
栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木
802

http://kumanoki.jimdo.com

680 株式会社　ふるさと交通 運輸業 栃木県 宇都宮市中岡本3247-33 http://www.furusato-group.com

681 クラフトワーク株式会社
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.co.jp

682 株式会社　アーチ
その他のサービ
ス業

栃木県
栃木県栃木市沼和田町12-
15平和ハイツ1F 西事務所

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

683 株式会社　瀬尾本店 建設業 栃木県 栃木県那須塩原市本町6-10

684
有限会社　相馬自動車商
工

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県那須塩原市共墾社
104

http://www.somaauto.jp

685 株式会社　オガワ 医療・福祉 栃木県
栃木県芳賀郡市貝町多田羅
736-1

http://www.at-home-tatara.com/

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

687 株式会社　蒸気機関車 飲食店・宿泊業 栃木県
栃木県那須郡那須町高久乙
24-2

http://www.nasu-jouki.co.jp

688 はとやま社労士事務所
その他のサービ
ス業

栃木県 栃木県鹿沼市府中町393-85

689
有限会社　プランニング
洋子

飲食店・宿泊業 栃木県
栃木県那須塩原市新朝日6-
9

690 阿部設備工業　株式会社 建設業 栃木県 宇都宮市駒生町833
691 株式会社　アリエス 製造業 栃木県 宇都宮市針ヶ谷町450-2 http://www.aries-mh.com

692 有限会社　西添建設 建設業 栃木県 栃木県小山市粟宮2485-15

693 有限会社　Ｊ－ＢＬＵＥ
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市宝木本町2078-7 http://www.sea-doo.jp

694 有限会社　飛行船
その他のサービ
ス業

栃木県 宇都宮市鶴田町2-11-4 http://www.hikousen-rs.com

695 おしゃれサロンみどり
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市さつき3-9-3 http://briller-salon.com

696 株式会社　ネットコア
専門・技術サー
ビス業

栃木県
宇都宮市鶴田町2-5-24 ク
レインズ２１　1FA

http://www.netcore.co.jp/

697 株式会社　共伸 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市埼玉１番
地

http://www.ksn-g.co.jp/

698 株式会社　豊永 卸売・小売業 栃木県
栃木県小山市若木町2-10-
17

http://www.proshan.com

699 株式会社　永井園 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市西一の沢町8-15 http://www.nagaien.com/

700 トーアテック　株式会社 製造業 栃木県 栃木県小山市萓橋1194 http://www.toatec.co.jp/

701 ケアプラザ　はつはる 医療・福祉 栃木県 栃木県那須塩原市鍋掛1130

702 アールハーツ　有限会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市北一の沢7-16 http://r-hearts.net

703 株式会社　篠原製作所 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市東町2-1-22 http://www.shinosei.com

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

705
宇都宮ねぎにら餃子株式
会社

飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市陽東8-5-2

706 株式会社　田中永吉商店 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市下栗町2931-4 http://www.flags-cake.jp/

707 有限会社　見目精密工業 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市茂呂2619-2

708 株式会社　上原園 製造業 栃木県
栃木県栃木市都賀町家中
4665-1

http://www.ueharaen.co.jp

709 那須栄電舎　株式会社
専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県那須塩原市前弥六
379

http://nasueidensha.com/

710 有限会社　アイエルワイ
教育・学習支援
業

栃木県 栃木県小山市城東6-1-46 http://www.ily.co.jp

711 栗田工業　株式会社 建設業 栃木県
宇都宮市平出工業団地43-
161

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

712 中島塗装　株式会社 建設業 栃木県 宇都宮市下川俣町206-8 http://www.nakajimatosou.com/

713
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1-5-10 http://gakken-juku.com/detail/100157/

714 ＦＲＯＭ　ＡＲＴ 建設業 栃木県
栃木県那須塩原市下厚崎
264-93

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



715 株式会社　箕輪製作所 製造業 栃木県 宇都宮市瑞穂3-4-12

716
株式会社　塚本ウェル
フェア

医療・福祉 栃木県
栃木県さくら市フィオーレ
喜連川5-2-3

717 合同会社　Ｐluck 製造業 栃木県 栃木県大田原市中田原2090
718 山治工業 建設業 栃木県 宇都宮市吉野1-11-5
719 五月女建設　株式会社 建設業 栃木県 栃木県鹿沼市府中町362-31 http://www.soutome-kensetsu.biz/

720
株式会社　臼井自動車工
業

専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県鹿沼市上殿町45-3

721 株式会社　サンワールド 建設業 栃木県
栃木県那須郡那須町大字豊
原乙1957-4

722
有限会社　鈴木宰倫総合
コンサルタント事務所

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/

723 清原住電　株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市清原工業団地18-5 http://www.1049.cc/web/kiyoharasumiden/

724
株式会社　テクノマイス
ター

製造業 栃木県 宇都宮市瑞穂3-4-21 http://www.techno-meister.co.jp/

725
株式会社　真岡加工セン
ター

製造業 栃木県
栃木県真岡市西沼商工タウ
ン街区３号

726 株式会社　エイゼット 製造業 栃木県
栃木県鹿沼市麻芋町1530-
14

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

727 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/

728 有限会社　ケイ室内 建設業 栃木県 宇都宮市立伏町848-6
729 有限会社　フジ建装 建設業 栃木県 宇都宮市福岡町1315-4

730
有限会社　ヴィーヴル総
研

金融・保険業 栃木県
栃木県栃木市片柳町1-2-28
蔵の街マンション１Ｆ

731
ウエサワワークス　株式
会社

製造業 栃木県 栃木県鹿沼市府中町102 http://www.uesawa.co.jp/

732 株式会社　正和 小山工場 製造業 栃木県 栃木県小山市北飯田78-4 http://www.showa-gr.co.jp/

733 荒川木材　有限会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市茂呂2595-1
734 有限会社　北関東断熱 建設業 栃木県 宇都宮市平出町下滝795

735 株式会社　椿屋 製造業 栃木県
栃木県河内郡上三川町上郷
2210-10

http://www.mame-tsubakiya.co.jp/

736 サン精機　有限会社 製造業 栃木県
栃木県芳賀郡芳賀町祖母井
1685-1

737
アクサ生命保険株式会社
宇都宮営業所

金融・保険業 栃木県
宇都宮市中河原町3-19 宇
都宮セントラルビル４Ｆ

http://www.axa.co.jp/

738 有限会社　野州設備工業 建設業 栃木県
栃木県栃木市大宮町2290-
13

739 株式会社　那須技研 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市北赤田
1584-8

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

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

741 株式会社　アニトマ 製造業 栃木県
宇都宮市鶴田町507-8　ベ
イル西宇都宮１Ｆ

http://www.anitoma.com

742
大倉栃木サービス　株式
会社

製造業 栃木県
栃木県河内郡上三川町しら
さぎ1-6-6

http://www.ookuratochigi.com/

743
株式会社イケヤフォー
ミュラ

製造業 栃木県 栃木県鹿沼市樅山町427-1 http://www.ikeya-f.co.jp/

744 株式会社　金羊社 製造業 栃木県 宇都宮市平出工業団地17-2 http://www.kinyosha.co.jp

745
株式会社　ジョイ・マッ
クス

情報通信業 栃木県
栃木県鹿沼市鳥居跡町
1418-1

http://www.jmaxinc.com

746 有限会社　武居製作所 製造業 栃木県
栃木県栃木市大平町西水代
2953-15

747
エスティック ＴＯ ＷＩ
ＳＨ

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市上大曽町492-2 ホ
テル東日本宇都宮店内

748 株式会社　キョウリツ 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市上日向340 http://www.bc9.jp/~kanumax/kyoritsu/pro.html

749
特別養護老人ホーム　み
つみねの郷

医療・福祉 栃木県 栃木県栃木市梅沢970 http://suginamiki.sakura.ne.jp/

750
株式会社　打つ手は無限
小山支社

教育・学習支援
業

栃木県 栃木県小山市城東6-1-46 http://www.ily.co.jp

751 天鷹酒造　株式会社 製造業 栃木県 栃木県大田原市蛭畑2166 http://www.tentaka.co.jp

752
株式会社　静風（フォー
シーズン静風）

飲食店・宿泊業 栃木県 栃木県真岡市台町11-8 http://www.fs-seifu.com/

753
株式会社　アド・プロ
モート

専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県小山市粟宮1-13-41 http://www.ad-promote.co.jp



754 株式会社　三桝屋 卸売・小売業 栃木県
栃木県大田原市本町1-
2703-52

http://www.mimasuya.in

755 有限会社　吉成印刷 製造業 栃木県 栃木県那須烏山市中山44-1 http://www.yoshinari-info.com/

756 サンケイ技研　株式会社 製造業 栃木県
栃木県小山市大字松沼
1035-5

http://www.comprize.co.jp

757
ＧＯＫＥＮ　ＮＩＨＯＮ
株式会社

専門・技術サー
ビス業

栃木県
栃木県塩谷郡高根沢町宝積
寺2034-14 ＳＳＣＴ内

http://www.gokennihon.jp

758
栃木グランドホテル株式
会社

飲食店・宿泊業 栃木県 栃木県栃木市万町6-11 http://www.tgh.co.jp/

759 株式会社　アニマック 卸売・小売業 栃木県 栃木県栃木市樋ノ口町26-2 http://animac.jp/free/company

760 株式会社　山形屋 製造業 栃木県 栃木県大田原市大輪110-1 http://www.yamagata-ya.jp/

761 有限会社　ナック 製造業 栃木県 宇都宮市上桑島町1465 http://www.e-nak.com
762 株式会社　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

763 株式会社　熱学技術 製造業 栃木県
栃木県芳賀郡益子町益子
1136

http://www.netugakugijutu.com

764 株式会社　小林縫製工業 製造業 栃木県 栃木県栃木市川原田町268

765
株式会社　チームハイ
フィールド

卸売・小売業 栃木県 宇都宮市下荒針町2678-885 http://team-high-field.com/

766
株式会社　ティーエム
アート

製造業 栃木県 栃木県栃木市野中町1374-4 http://www.tmart.jp

767 有限会社　ライト 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市鐺山町1064-1 http://www.garagelight.net/

768
特別養護老人ホーム
しょうし苑

医療・福祉 栃木県 栃木県小山市中久喜1273-1

769 有限会社　薄井設備 建設業 栃木県
栃木県那須塩原市下田野
454

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

770 株式会社　ゼニス 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市上厚崎
170-2

http://www.zenithinc.co.jp/

771 社団医療法人　依田会 医療・福祉 栃木県 宇都宮市桜2-3-3
772 九峰工業　株式会社 建設業 栃木県 栃木県那須塩原市豊町3-12 http://www.kyuhou.com/

773 有限会社　手塚左官店 建設業 栃木県 宇都宮市東今泉2-2-7

774
有限会社　ステーキいづ
つや

飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市上桑島町1393 http://www.idutsuya.com/

775 ピジョン真中　株式会社 医療・福祉 栃木県 栃木県栃木市箱森50-15 http://www.pigeonmanaka.jp/

776 大野製作所 製造業 栃木県 栃木県大田原市末広1-1-5
777 芳成電設　株式会社 建設業 栃木県 栃木県真岡市根本1014-1

778
株式会社　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/

779
株式会社　カネコアル
トップ鹿沼工場

製造業 栃木県
栃木県鹿沼市武子字田中台
1088-24

http://www.bc9.jp/~kanumax/kaneko_a/pro.html

780 株式会社　アルエ 建設業 栃木県 栃木県鹿沼市茂呂252-45 http://www.arue.jp

781 株式会社　ウィン
教育・学習支援
業

栃木県 栃木県真岡市さくら3-5-6 http://www3.plala.or.jp/pswin/

782 川俣電設　株式会社 建設業 栃木県
栃木県下野市仁良川1657-
24

783
有限会社　那須バイオ
ファーム

製造業 栃木県
栃木県塩谷郡高根沢町大字
花岡1626-1

http://nasbiofarm.jp/

784 石原精密　有限会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市深程608-2
785 有限会社　ル・フェスタ 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市平出町3650-1 http://www.rufesute.com

786 株式会社　エネ創 建設業 栃木県 宇都宮市山本1-23-18 http://www.enesou.com

787 共立精機　株式会社 製造業 栃木県 宇都宮市茂原1-2-19 http://www.kyoritsu-seiki.co.jp

788
イワクラホモゲン販売
株式会社

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市上大貫
2211

http://www.iwakura-homogen.co.jp/

789 サトーカメラ　株式会社 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市陽東3-27-15 http://www.satocame.com

790 幸栄瓦工業　株式会社 建設業 栃木県 栃木県栃木市箱森町10-26 http://www.koueikawara.co.jp/

791 程塚商事　株式会社 運輸業 栃木県 宇都宮市元今泉3-8-5 http://www.hotozuka.co.jp/company/

792 株式会社　前田工業 製造業 栃木県 栃木県下野市中大嶺308-2 http://www.mm-group.jp/

793 栃木ハウス　株式会社 建設業 栃木県 栃木県鹿沼市上野町331-1 http://www.tochigi-house.com/

794 株式会社　テクニカル 製造業 栃木県
栃木県那須塩原市北赤田
1583-9

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

795 株式会社　新電興 製造業 栃木県 栃木県小山市城山町2-2-18 http://shindenko.jimdo.com/

796 有限会社　竹澤建設 建設業 栃木県 宇都宮市川俣町84 http://www.k-takezawa.co.jp

797 有限会社　ミブオート
その他のサービ
ス業

栃木県
栃木県下都賀郡壬生町大字
壬生甲3366



798 渡辺金属　株式会社 卸売・小売業 栃木県
栃木県鹿沼市流通センター
43

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

799 株式会社　佐川商店 卸売・小売業 栃木県
栃木県那須塩原市黒磯幸町
6-23

http://www.sagawa-shoten.com/

800 株式会社　シンデン 製造業 栃木県 栃木県小山市東野田591 http://www.7311.jp
801 株式会社　アズ 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市上横田町6-1 http://www.az-orchid.com/

802 大金食品工業　有限会社 製造業 栃木県
栃木県那須郡那珂川町大山
田下郷2573

803 有限会社　コア
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県鹿沼市鳥居跡町991-
4

804
ＬＵＣＣＡ　ＨＡＩＲ’
Ｓ

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市中今泉3-9-1

805 株式会社　サンエー
専門・技術サー
ビス業

栃木県 栃木県小山市若木町1-23-4 http://www.3san-a.com

806
株式会社　麺ズファクト
リー鵜の木

製造業 栃木県 宇都宮市徳次郎町2673 http://www.mens-factory.com/

807 株式会社　花のギフト社 卸売・小売業 栃木県 栃木県小山市乙女2-20-23 http://www.087gift.co.jp/

808 ラパン　株式会社 飲食店・宿泊業 栃木県
宇都宮市元今泉7-3-13　Ｍ
Ｓビル2F

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

809 佐藤精工　株式会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市府中町395-1 http://www.sato-seiko.jp/

810 川崎工業　株式会社 建設業 栃木県
栃木県那須郡那珂川町馬頭
422

http://www.kawasaki-kougyou.com/

811 株式会社　日本設計
専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市細谷町775-2-203 http://www.ishizue.co

812 株式会社　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

813 株式会社　フク
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 栃木県鹿沼市千度2299-2 http://www.fit-fitness.club/

814 坂本木工　有限会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市樅山町626-3

815 株式会社　小倉建設 建設業 栃木県
栃木県栃木市都賀町大柿
1167-3

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

816 株式会社　カルックス 製造業 栃木県
栃木県鹿沼市大和田町１番
地

http://www.karux.com/

817
株式会社　インフィニー
ト

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市松が峰2-9-2 http://chic-panache.com/

818
株式会社　エム・プロダ
クト

建設業 栃木県 宇都宮市針ヶ谷町1006 http://u-suidouyasan.net

819
有限会社　那須セラテッ
ク

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市下厚崎5-
456

http://www.nc-net.or.jp/company/72085/history/

820
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 栃木県鹿沼市西茂呂4-46-3 http://take2002.on.arena.ne.jp/care/care.html

821 株式会社　雀宮産業 製造業 栃木県 宇都宮市五代1-2-4 http://suzumenomiya.jp/s01.html

822 株式会社　日石 卸売・小売業 栃木県 宇都宮市竹下町345

823
株式会社　ジェム総合設
備

専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市問屋町3426-18 http://www.gem-techno.com

824
株式会社　ヴィップルー
ム（ＲＯＯＭ３１１７）

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市駅前通り2-2-18 http://profile.ameba.jp/room3117since2009

825
株式会社　ＡＬＬ ＯＵＴ
ＡＤＶＡＮＣＥ

飲食店・宿泊業 栃木県 宇都宮市馬場通り2-3-4

826
有限会社　ＡＴＣフィッ
トネス

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
栃木県那須塩原市上厚崎
133-1

http://www.atcfitness.jp

827 日本硝子工業　株式会社 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市茂呂659-13 http://www.n-garasu.co.jp/

828 株式会社　尾島リビング 建設業 栃木県 宇都宮市上戸祭409 http://www.ojima-living.co.jp

829 株式会社　丸神商事運輸 運輸業 栃木県 栃木県鹿沼市下永野1008

830
ハイランドテクノ　株式
会社

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市四区町
1544

http://www.high-land.co.jp/

831
株式会社　レックＥＭ益
子

製造業 栃木県
栃木県芳賀郡益子町七井
2494-1

http://www.bio1ban.com/

832 株式会社　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://laladream.jp/

833
株式会社　サニーフーズ
栃木工場

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市北赤田
1577

834 株式会社　横山リビング 卸売・小売業 栃木県
栃木県那須塩原市朝日町6-
21

http://www.yokoyama-living.jp

835 株式会社　日光智光薬湯 医療・福祉 栃木県 栃木県鹿沼市加園2520 http://www.chikouyakutou.co.jp



836 有限会社　飯塚造園 建設業 栃木県 栃木県栃木市木野地町979

837 うさぎや　株式会社 卸売・小売業 栃木県
宇都宮市元今泉7-3-13 Ｍ
Ｓビル２階

http://www.usagiya-web.com

838 有限会社　ＳＥＥＤ 卸売・小売業 栃木県
栃木県下都賀郡壬生町緑町
1-7-14

839 有限会社　斉藤製作所 製造業 栃木県
栃木県小山市梁字愛宕
2275-5

840
株式会社　スリールース
ターズ

飲食店・宿泊業 栃木県
宇都宮市馬場通り3-1-21
馬上ビル２Ｆ

http://www.smokeman.restaurant

841 有限会社　高弁木工所 製造業 栃木県
栃木県鹿沼市御成橋町1-
311-2

842 株式会社　ＥＬＢＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市陽東6-2-1 ベル
モール２Ｆ

http://hair-and-beauty-garden.com/

843
株式会社　伸好舎那須工
場

製造業 栃木県
栃木県大田原市本町2-
2830-4

http://www.shinkosha55.co.jp/

844 株式会社　アイ電子工業 製造業 栃木県
栃木県大田原市美原3-
3323-12

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

845 やの動物病院 医療・福祉 栃木県 日光市塩野室町2569

846
株式会社ﾎﾃﾙサンシャイン
鬼怒川

飲食店・宿泊業 栃木県
日光市鬼怒川温泉大原
1437-1

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

847
株式会社東急リゾート
サービス

飲食店・宿泊業 栃木県
日光市鬼怒川温泉大原14-
10

https://www.harvestclub.com/Un/Hotel/Kn/

848 株式会社ＴＤＬ 卸売・小売業 栃木県 栃木県佐野市赤見町3145 www.tdl-dr.co.jp/
849 松栄運送　有限会社 運輸業 栃木県 宇都宮市鐺山町東原196-1

850 株式会社　ビーライク 製造業 栃木県 栃木県下野市柴194-4

851 株式会社　プラスワーク
その他のサービ
ス業

栃木県 栃木県小山市天神町1-9-9 http://www.pluswork.jp

852
株式会社　Ａctif ＱＵＡ
ＴＲＯ インターパーク店

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県
宇都宮市インターパーク1-
3-1

http://www.quatro-no1.com/

853
株式会社　ユナイテッド
ファミリー

生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市東宿郷4-5-10 http://www.hair-select52.com

854 株式会社　清水造園 建設業 栃木県
宇都宮市下荒針町2678-
1372

http://shimizu-zouen.com/

855
株式会社　アールピーア
イ栃木

専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市鶴田町1333

856 株式会社　室井住設 建設業 栃木県 栃木県那須烏山市藤田1382

857
株式会社　エムアール
ケー

専門・技術サー
ビス業

栃木県 宇都宮市針ヶ谷1-25-19 http://www.jw-mrk.co.jp/

858 山口良夫硝子店 建設業 栃木県 宇都宮市鶴田町1892-17 http://glass-yamaguchi.com

859 鈴木機械　株式会社 卸売・小売業 栃木県 栃木県鹿沼市天神町1702 http://www.swmc.co.jp/

860 有限会社　ヤブケン 製造業 栃木県 宇都宮市福岡町1219
861 有限会社 福助 卸売・小売業 栃木県 日光市安川町4-22

862
株式会社　チーズ工房那
須の森

製造業 栃木県
栃木県那須塩原市中央町5-
3

http://www.facebook.com/cheesenasunomori

863 阿部興業　株式会社 建設業 栃木県 宇都宮市末広2-12-31 http://www.abe-kou.co.jp/

864 有限会社　坂本製作所 製造業 栃木県
栃木県鹿沼市上石川1873-
54

865 有限会社　吉村印刷 製造業 栃木県 栃木県鹿沼市天神町1845 http://www.yoshiin.jp/

866 HAIR SALON que
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 宇都宮市御幸ヶ原町36-14

867 KuKKa
生活関連サービ
ス・娯楽業

栃木県 栃木県さくら市松山525

868
株式会社　ニューライフ
サポートさくら館

医療・福祉 群馬県 前橋市小屋原町999-1 http://www.newlife-s.jp

869 皇樹の杜　株式会社 医療・福祉 群馬県 高崎市中泉町632-1 http:// magokoro14.wixsite.com

870 NAIL Dr 　村岡真奈
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 桐生市相生町1-597-1　F号 http:// s.ameblo.jp/namimata/

871
有限会社ネイチャー・ナ
ビゲーター

生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
利根郡みなかみ町湯原605-
1

http://www.nnraft.com/gaiyo.html

872
社会福祉法人　はーと
わーく

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



873
社会福祉法人　健生会
特別養護老人ホーム花の
苑

医療・福祉 群馬県 沼田市戸鹿野町375-1 http:// www.hidaka-kai.com/hananosono/

874
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

875 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

876 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/

877 株式会社　ワンアクシス 建設業 群馬県 前橋市端気町２１番地1 oneaxis.1@gmail.com

878 株式会社　ＩＦＨ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 高崎市棟高町1802-17 http://www.ifh.jp

879
株式会社赤城国際カント
リークラブ

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

880 株式会社　ぐんま厚生会 医療・福祉 群馬県 高崎市菅谷町77-106

881
有限会社ケアサービス・
アオヤマ

医療・福祉 群馬県
前橋市西片貝町２丁目149
番地

882 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

883 ㈱斉藤商事 卸売・小売業 群馬県 館林市つつじ町12-8

884 カラダデザイン
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 館林市富士見町3-54

885 大平司法書士事務所
専門・技術サー
ビス業

群馬県 邑楽郡邑楽町中野3030-16

886
ダイドーティスコムビバ
レッジ㈱

卸売・小売業 群馬県 館林市青柳町1023-3

887 ㈱津端 建設業 群馬県 館林市羽附旭町409

888
㈱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

889 ㈱中本製作所 製造業 群馬県
邑楽郡大泉町寄木戸１５２
４

890 株式会社　ユウテックス 製造業 群馬県 伊勢崎市田部井町3-2590-3
891 株式会社　日本デント 医療・福祉 群馬県 伊勢崎市日乃出町948-7 http://www.ndent.co.jp/

892 株式会社　AIC 製造業 群馬県 伊勢崎市間野谷町651-6

893
株式会社　境精密管製作
所

製造業 群馬県 伊勢崎市境伊与久1162-1 http://sakai-stainless.com/index.html

894 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://進撃の工場.com/company.html

895
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/

896
株式会社アドベンチャー
マジック

生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県
群馬県利根郡みなかみ町大
穴142-1

http://www.lakewalk.jp

897 森下歯科医院 医療・福祉 群馬県
群馬県太田市鳥山下町
721-2

898 梅原モデル株式会社 製造業 群馬県
群馬県太田市太田市東新町
651

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

899
東毛福祉事業協同組合東
毛給食センター

製造業 群馬県
群馬県邑楽郡大泉町古氷
22-20

http://www.tomo-kyusyoku.com/

900 ブライズ
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 群馬県太田市新井町566-7 http://www.brides1997.com/

901 株式会社　セリオス
専門・技術サー
ビス業

群馬県
前橋市三俣町3丁目30－3
NFビル3F

http:// townkaigo.co.jp/

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

903 株式会社　コムテックス 卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町3-10-1

904
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

905
合同会社　さくら介護
サービス

医療・福祉 群馬県 北群馬郡榛東村新井2481-4

906
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

907 株式会社　タートル 医療・福祉 群馬県 前橋市総社町総社3136-1
908 医療法人群栄会田中病院 医療・福祉 群馬県 北群馬郡吉岡町大字陣場98 http://www.gunneikai.net

909
医療法人　順愛会　　角
田外科医院

医療・福祉 群馬県 沼田市上原町1555-3



910
税理士法人　ＲＩＴＡ会
計

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/

911
パイオニア・スタッフ
サービス株式会社

医療・福祉 群馬県 前橋市新堀町824-9

912
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/

913 株式会社　むつみ 医療・福祉 群馬県 高崎市金井淵町55番地1 http:// ｗwwool.upp.so-net.jp/mutumi6231

914 リード株式会社
専門・技術サー
ビス業

群馬県 前橋市天川大島町3-60-1

915 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

916
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

917 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

918 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/

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

920
行政書士つつじ国際法務
事務所

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/

921
館林アイサービス多々良
の園

医療・福祉 群馬県 館林市木戸町539

922 ㈱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/

923
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

924 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

925 行政書士田村事務所
専門・技術サー
ビス業

群馬県 館林市成島町1162-9

926 株式会社　OPENER 情報通信業 群馬県 伊勢崎市三和町2742-3 http://www.opener.co.jp/

927 泉電気　株式会社 製造業 群馬県
伊勢崎市今泉町2丁目821番
地

http://izumi-hv.com

928 株式会社　サンオン 製造業 群馬県 伊勢崎市西久保3丁目637-2 http://www.sunon.jp/

929
ペット火葬セレモニー
イセサキＰＫサービス

生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 伊勢崎市波志江町4138-13 http://www.isesaki-pk.co.jp

930
医療法人　樹心会　角田
病院

医療・福祉 群馬県 伊勢崎市昭和町3919 http://www.tsunoda.or.jp/

931 有限会社　ベルウッド
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 桐生市仲町3-5-12 http://www.ys-fullhouse.com/gaiyou

932 株式会社　ロウタス 不動産業 群馬県 太田市新道町1523-11 http://rowplus.co.jp/company

933 株式会社　プラスエヌ 医療、福祉 群馬県
高崎市八千代町1-17-15田
島ビル103

http://n-clover.jp

934 一般社団法人 あびりてぃ 医療、福祉 群馬県 前橋市本町1-6-17 http://ability2016.com

935 株式会社　いな穂
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 前橋市新前橋町26-9

936 医療法人　福山内科 医療・福祉 群馬県 前橋市東片貝町97番地7 http:// fukuyamanaika.jp/

937 株式会社　太陽総業
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 前橋市元総社町一丁目8-3

938 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

939
特定非営利活動法人　三
山の家

医療・福祉 群馬県 前橋市新堀町204番地

940 株式会社　東山家 医療・福祉 群馬県 前橋市五代町1073-2
941 株式会社　ファイン 医療・福祉 群馬県 高崎市上並榎町1180 http:// www.youzan.jp/

942 株式会社　フェニーチェ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 高崎市矢島町260

943 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/

944
特定非営利活動法人　妙
義会

医療・福祉 群馬県
富岡市妙義町上高田1208番
地2

945 株式会社　Naitive Mind 医療・福祉 群馬県 前橋市田口町551-1
946 美土里福祉会　株式会社 医療・福祉 群馬県 藤岡市中大塚889-1

947
株式会社　Eggplant
エッグプラント

医療・福祉 群馬県 前橋市女屋町1125-4

948 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/

949
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



950 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

951 ㈲金栄工業 製造業 群馬県 館林市赤生田本町2692-14
952 ㈱松島紙店 卸売・小売業 群馬県 館林市本町一丁目2-10
953 合同会社　折原 卸売・小売業 群馬県 藤岡市藤岡923-1
954 ㈱協栄エステート 不動産業 群馬県 館林市富士見町７番20
955 ㈱協栄 建設業 群馬県 館林市富士見町７番20

956 館林美化センター㈱
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

群馬県 館林市苗木町2447-66

957 ネモト自動車㈲ 卸売・小売業 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚3089-17

958 館林観光バス
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 館林市大手町７－１０

959 ㈲伸栄商事
専門・技術サー
ビス業

群馬県 邑楽郡邑楽町中野798

960 マツミ産業㈲
その他のサービ
ス業

群馬県 邑楽郡大泉町寄木戸1677-1

961 ㈲新栄自動車
専門・技術サー
ビス業

群馬県 邑楽郡邑楽町中野1217

962 ㈲原測量設計事務所
その他のサービ
ス業

群馬県 邑楽郡邑楽町石打698

963 ㈱ファインファーマシー 卸売・小売業 群馬県 館林市松原2丁目16-21
964 ㈱イケダ薬局 卸売・小売業 群馬県 館林市松諏訪町1462-4
965 ㈱小池鉄工 製造業 群馬県 邑楽郡板倉町下五箇1714

966 (株)コイズミ 製造業 群馬県
邑楽郡大泉町仙石３丁目
29-2

http://www.coizumi.co.jp

967 株式会社 群馬ダイドー 卸売・小売業 群馬県
佐波郡玉村町大字板井
1257-4

http://www.g-dydo.co.jp

968
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

969
社会福祉法人　植竹会
特別養護老人ホームゆた
か

医療・福祉 群馬県 伊勢崎市馬見塚町1196-1 http://www.yutaka-isesaki.com/

970 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

971 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/

972
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 伊勢崎市豊城町2780-2 http://www2.wind.ne.jp/LOTUS/index.htm

973
一般社団法人地域活性コ
ミュニティ　うぃずゆ

医療・福祉 群馬県
高崎市三ツ寺町新前橋町
50-1

http://0301withyou.crayonsite.net/

974 株式会社　エレメックス 製造業 群馬県 太田市内ヶ島町1131-1 http://www.elemex.co.jp

975
株式会社足利セラミック
ラボラトリー

医療・福祉 群馬県 太田市東新町672 http://www.acl-jp.com

976
特定非営利活動法人　三
和会

医療・福祉 群馬県
前橋市住吉町二丁目6番11
号

http:// www.sanwakai.com

977 関東運輸　株式会社 運輸業 群馬県 前橋市下佐鳥町468-1
978 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

979
特定非営利活動法人山脈
キッチンハウスみやま

医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大字南下
983-2

980 獏山美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 前橋市荒牧町665-3 http://dan-b.com/bakuzan/

981
社会福祉法人　パースの
森

医療・福祉 群馬県 渋川市小野子3615-1

982
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

983 株式会社　モンブラン 医療・福祉 群馬県
前橋市若宮町一丁目8番地
20

984 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/

985
優愛ライフサポート株式
会社

医療・福祉 群馬県 前橋市荒子町48-1

986 ニューミヤコホテル 飲食店・宿泊業 群馬県 館林市仲町１－７ http://www.newmiyakohotel.co.jp/

987 ㈱ワールド
その他のサービ
ス業

群馬県 館林市大手町７－１８ http://www.worldnet.cc



988
㈱アメリカヤコーポレー
ション

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

989 関根工業㈲
その他のサービ
ス業

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

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

994 ㈲大杉精工 製造業 群馬県 邑楽郡板倉町大字岩田2493

995 ㈲ナイス 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町中野字谷中田
141-1

996 ㈲赤坂商店
その他のサービ
ス業

群馬県 邑楽郡邑楽町新中野34-7

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

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

1000 ㈱ノザワ 製造業 群馬県 館林市近藤町318-15
1001 (有)山崎新聞店 卸売・小売業 群馬県 館林市千代田町6-1
1002 第一紙工㈱ 製造業 群馬県 館林市大街道3-7-1

1003 ㈲大津製作所 製造業 群馬県
邑楽郡明和町矢島３８１番
地

1004 (株）太田興業 建設業 群馬県
邑楽郡邑楽町篠塚３９３４
－１

1005 株式会社　後藤鉄工 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町597番地6 http://gotom.co.jp/
1006 株式会社　協和工業 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町473-1 http://www.kyouwakougyou.com

1007 八光冷熱工業　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市三室町4029-1

1008

社会福祉法人　キャッチ
ジャパン
指定障害者福祉サービス
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/index.html

1009

在宅型有料老人ホーム優
楽舎
優楽舎デイサービスセン
ター

医療・福祉 群馬県
伊勢崎市西久保町三丁目
960-1

1010

ひかりヘルパーステー
ション
ひかり居宅介護支援事業
所

医療・福祉 群馬県 桐生市広沢町二丁目3146-6

1011 株式会社　グンビル
その他のサービ
ス業

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

1012 株式会社　ZEST 製造業 群馬県 伊勢崎市八斗島町1053-103 http://www.zest-i.co.jp/

1013 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

1014

社会福祉法人　赤堀・東
福祉会
特別養護老人ホーム　サ
ルビア荘

医療・福祉 群馬県 伊勢崎市国定町二丁目2345 http://www.sarubiasou.com/

1015 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

1016 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

1017
医療法人社団三思会ブ
ルーメンハイム・トー
ホー

医療、福祉 群馬県 太田市藪塚町３４４６－１ http://www.blumen.jp

1018 ウエルド工業株式会社 製造業 群馬県 太田市西新町110-14 http:// www.weld.co.jp

1019
有限会社草津ハイランド
ホテル

飲食店、宿泊業 群馬県
吾妻郡草津町草津４６４-
３５

http://highlandhotel.jp

1020 株式会社　ホテル松本楼 飲食店、宿泊業 群馬県
渋川市伊香保町伊香保１６
４

http://www.matsumotoro.com

1021 株式会社　アポロオート 卸売・小売業 群馬県
桐生市広沢町４－２０３８
－２

1022 株式会社　いなにわ
専門・技術サー
ビス業

群馬県 伊勢崎市堀下町1054 http://www.inaniwa-ac.jp

1023 株式会社　楽歩堂 卸売業、小売業 群馬県 高崎市緑町4-7-7 http://www.rakuhodou.com/shop_info/shop.html

1024 有限会社　アイビス 医療・福祉 群馬県 沼田市中発知町1382-1



1025 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

1026 有限会社　エール
生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 前橋市青柳町210-1

1027 株式会社　桜蘭社 医療・福祉 群馬県 高崎市吉井町本郷852-6

1028
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

1029 社会福祉法人　国府会 医療・福祉 群馬県 高崎市塚田町21-1

1030
久保田行政書士・労務管
理事務所　久保田哲也

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

群馬県
伊勢崎市昭和町1883-5　協
和昭和ビル2F

http:// tk-souzoku-support.com/

1031 有限会社　四季
教育・学習支援
業

群馬県 前橋市関根町695-3

1032 社会福祉法人　平成会 医療・福祉 群馬県 前橋市富田町1180番地の1 http://ｗｗｗ.sumiresou.org 

1033
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

1034 ㈲川島精機 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野２６４３
1035 ㈲橋本商事 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野３０８１

1036 ㈲茂木製作所 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町篠塚４０１０
－２

1037 ㈲五月女鉄工 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野２３１０

1038
㈱OSパートナーズ（関東
オフィス）

その他のサービ
ス業

群馬県
邑楽郡大泉町仙石２－２６
－１

1039 ㈱エヌ・ティ・ジ 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚２７４４

1040 ㈲小俣製作所 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町中野２６２９
－１

1041 ㈱プロト技研 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字狸塚１１
１７

1042 ㈱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

1043 ㈲三田自動車販売 製造業 群馬県 館林市冨士原町９３６－３

1044 ㈱セキグチデイリー 製造業 群馬県
館林市近藤町２８９９－３
５

1045 ㈱ＩＮＴＥＸ 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町中野１３８４
－１

1046 ㈱明成 製造業 群馬県 邑楽郡明和町江口589 http://www.g-meisei.co.jp/

1047
ステップイノベ－ション
㈱

製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚3919-1 http//www.tanigutigumi.com

1048 東栄化学工業　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市香林町2丁目1284 http://www.toeikagaku.co.jp

1049 有限会社 シンコウ 製造業 群馬県 伊勢崎市下触町1113‐1

1050 株式会社　風間金型 製造業 群馬県
伊勢崎市市場町1丁目350番
地5

1051
株式会社　ケア・ヴィ
レッジせせらぎ

卸売・小売業 群馬県
伊勢崎市市場町1丁目1345
番地

1052 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

1053 有限会社　ヤストミ工業 製造業 群馬県
伊勢崎市国定町2丁目1559-
18

1054 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://www.kashinoki-net.server-shared.com/~info.kashinoki/index.html

1055
有限会社　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

1056
有限会社　サイコ・ソマ
ティックケアー

医療、福祉 群馬県 太田市藪塚町4149-3 http://www11.plala.or.jp/arupusu/

1057
有限会社　ブライダル
ファッションつるや

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1058 有限会社　COCO-LO 医療、福祉 群馬県 桐生市相生町2-261-3 http://coco-lo.net/corp/1.htm

1059 萩原設備　株式会社 建設業 群馬県 高崎市石原町1216
1060 旭鉄工株式会社 建設業 群馬県 前橋市天川大島町2-3-6
1061 有限会社　飛翔 金融業、保険業 群馬県 渋川市渋川894-26

1062
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

1063
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

1064
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



1065
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

1066 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

1067
株式会社　ハープシステ
ム

サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県
前橋市総社町桜が丘1208-
10

http:// www.zinzai.jp

1068
特定非営利活動法人山脈
ハーモニーやまなみ

医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大字南下
983-2

1069 平和衡機株式会社 卸売・小売業 群馬県 高崎市問屋町3-5-5 http://heiwakouki.co.jp 

1070
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/

1071
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

1072 ㈲川田デザイン社 製造業 群馬県 邑楽郡大泉町寄木戸1524-7

1073 ㈲サン・エージェント
専門・技術サー
ビス業

群馬県
邑楽郡大泉町西小泉3－3－
20

1074 ㈲岡　建 建設業 群馬県
邑楽郡邑楽町篠塚２８２６
－５

1075 ㈲小島プレス製作所 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野3003
1076 スバル工業㈱ 製造業 群馬県 館林市日向町841－1

1077 ㈱テクノ・ライフ
専門・技術サー
ビス業

群馬県 館林市近藤町372－5 http://tekuno-life.com

1078 ㈲岩崎鉄工 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町石打301－1 http://f469109.bizloop.jp/

1079 ㈲大竹製作所 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字狸塚１１
１７

1080 ㈱ＭＡＲＵＫＯ 運輸業 群馬県 館林市日向町1026-6

1081
㈱ＨＩＫＡＲＩ　ＫＯＵ
ＧＹＯ

専門・技術サー
ビス業

群馬県 邑楽郡大泉町吉田2466

1082
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

1083
株式会社　キーテクノロ
ジー

製造業 群馬県 佐波郡玉村町上茂木448-1 http://www.key-tc.co.jp

1084 有限会社　松見精工 製造業 群馬県 佐波郡玉村町上之手217 http://www.matumi-sk.co.jp

1085 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

1086 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/

1087 株式会社　成瀬塗料 製造業 群馬県 伊勢崎市長沼町241番地 http://www.naruse-grp.co.jp/

1088
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

1089
株式会社　ＩＢＣホール
ディングス

サービス業（他
に分類されない

群馬県 邑楽郡大泉町仙石2-16-10 http://www.ibchs.com/index.html

1090 株式会社明翔メディカル 卸売・小売業 群馬県 太田市上小林町236-3
1091 伸成工業　株式会社 製造業 群馬県 安中市板鼻町523-1 http://www.sinseikogyo.com

1092 株式会社　ゆりの里 医療・福祉 群馬県 北群馬郡吉岡町下野田47-1 http:// ゆりの里com/

1093
社会福祉法人　ようざん
会

医療・福祉 群馬県 高崎市八幡町768番地1 http:// www.youzan.jp

1094 株式会社　吉田鉄工所 製造業 群馬県 前橋市天川大島町230
1095 一井接骨院 医療・福祉 群馬県 前橋市鳥羽町802-1

1096
株式会社　イデアエン
タープライズ

医療・福祉 群馬県 前橋市高井町1-26-22

1097
群馬綜合ガードシステム
株式会社

その他のサービ
ス業

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

1098
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

1099 社会福祉法人みやび会 医療・福祉 群馬県 藤岡市中大塚880

1100
特定非営利活動法人山脈
みやま工房

医療・福祉 群馬県
北群馬郡吉岡町大字南下
983-2

1101 有限会社　膳
宿泊業、飲食
サービス業

群馬県 伊勢崎市中央町29-5

1102 ㈲サンライフ 建設業 群馬県 館林市赤生田町1986-2
1103 永興㈱ 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町狸塚2450-3
1104 ㈲金子製作所 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚118-8
1105 モーリン化学工業㈱ 製造業 群馬県 館林市富士見町11-38
1106 ㈱モテギ 製造業 群馬県 邑楽郡大泉町東小泉1-29-6 http://www.motegi-net.co.jp



1107 ㈲慶野製作所 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野5253
1108 オーラ産業㈱ 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町新中野123-2
1109 大泉工業㈱ 製造業 群馬県 邑楽郡大泉町吉田1221 http://oizumi-kougyo.jp

1110 宝千寿福祉事業㈱
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 館林市楠町1932-1

1111 ㈲内藤精密管 製造業 群馬県 館林市日向町1418
1112 三羽工業㈱ 製造業 群馬県 館林市赤生田町3966 http;//sanba.jp
1113 ㈲山崎化工 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町赤堀3954

1114 ㈱群馬緑営
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 邑楽郡千代田町福島442-1

1115 ㈱プリテック 製造業 群馬県 館林市近藤町372-6
1116 ヤタガワ物流サービス㈱ 運輸業 群馬県 館林市下早川町341-2

1117 (株)小暮商店
複合サービス事
業（郵便局・農
業協同組合等）

群馬県 館林市近藤町２

1118 (株)サンワ樹脂 製造業 群馬県 邑楽郡明和町千津井933-1
1119 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
1120 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

1121 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

1122 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

1123 株式会社　誠和 製造業 群馬県 太田市大原町60-1 http://kkseiwa.jp/

1124 株式会社　グッドケア 医療、福祉 群馬県
太田市西本町58-20塚越ビ
ル105号

1125
社会保険労務士法人　大
谷労務

専門・技術サー
ビス業

群馬県 太田市飯塚町1485－1 http://www.ootani-roumu.co.jp

1126 株式会社　銀星社印刷所 製造業 群馬県 高崎市柴崎町888 http://ginseisya.jp

1127
特定非営利活動法人　群
研

医療・福祉 群馬県 前橋市日吉町2丁目8-3

1128
株式会社　マダム・トラ
ント

生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県 高崎市上小塙町583-2 http://www.m30.co.jp

1129 有限会社　荻原鉄工所 製造業 群馬県 伊勢崎市八寸町5068 http:// www.ogitk.co.jp/

1130 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/ 

1131 株式会社　介護ＮＥＸＴ 医療・福祉 群馬県 伊勢崎市鹿島町440-1
1132 株式会社　樫の木 医療・福祉 群馬県 前橋市中内町23-2
1133 寿倉庫　株式会社 その他 群馬県 伊勢崎市三室町6229
1134 株式会社　後藤鉄工 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町597-6
1135 有限会社　小林ハウス 医療・福祉 群馬県 前橋市茂木町623
1136 社会福祉法人　松寿会 医療・福祉 群馬県 渋川市金井2212-1
1137 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

1138
株式会社　田子商会
Blanche Neige

生活関連サービ
ス業、娯楽業

群馬県
渋川市有馬132-3　マン
ショントマル1階

http:// tagosyoukai.com     Blanche NeigeHP/http://blancheneige-t.com

1139
税理士法人　田子会計事
務所

専門・技術・
サービス

群馬県 前橋市東上野町94

1140 株式会社　たつみ 医療・福祉 群馬県
北群馬郡榛東村大字新井
1491

http://kakinokizakahome.jp 

1141
有限会社　ハンドツーハ
ンド

医療・福祉 群馬県 前橋市朝倉町947-1

1142 株式会社　バンス 医療・福祉 群馬県 前橋市飯土井町1092-1
1143 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

1144 MK税務会計事務所
専門・技術サー
ビス業

群馬県 邑楽郡大泉町中央1-22-1

1145 ㈱大東スプリングス 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野738-5 http://www.daitohsp.co.jp/

1146 ㈲大友 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町中野702
1147 ㈲オーケーサービス 運輸業 群馬県 館林市上三林町2426-3
1148 ㈲入ケ谷福祉 医療・福祉 群馬県 館林市入ケ谷町98
1149 ㈲北隅鉄筋工業 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町鶉750

1150 ㈲トーモーリーテック
専門・技術サー
ビス業

群馬県 館林市入ケ谷町1612

1151 Jun Office 製造業 群馬県
太田市鳥山下町８７４ カ
サ・ド・フローレス２０１



1152 ㈱山幸 製造業 群馬県
群馬県邑楽郡板倉町細谷３
９３

1153 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
1154 株式会社　清光金型 製造業 群馬県 伊勢崎市境下武士661番地 http://www.seiko-jpn.com

1155
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番地 http://www.seiko-jpn.com

1156 株式会社　佐藤塗装 建設業 群馬県 伊勢崎市上植木本町916-1 http://www.satotosou.jp/index.html

1157 株式会社  清心 製造業 群馬県 桐生市天神町2-9-7 http://www.hisakataya.jp/

1158 株式会社　プウホヌア 医療・福祉 群馬県 高崎市矢島町742-1
1159 株式会社　安寿 医療・福祉 群馬県 高崎市金古町2373-1 http:// hp.kaipoke.biz/nv6/

1160 有限会社　アズ 医療・福祉 群馬県 高崎市新町3148番地
1161 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/

1162
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

1163 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
1164 株式会社　群電 建設業 群馬県 前橋市南町一丁目10-10
1165 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

1166 株式会社　サンワ 卸売業、小売業 群馬県 前橋市元総社町521-7 http:// www.sun-wa.co.jp/

1167
株式会社　ライフステー
ジ千代田

不動産業、物品
賃貸業

群馬県 前橋市下大島町1322-3

1168 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/

1169 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

1170 株式会社　長坂製作所 製造業 群馬県 太田市大原町1076-2
1171 社会福祉法人　長野会 医療・福祉 群馬県 高崎市菊地町434

1172
福祉サービス研究所合同
会社

医療・福祉 群馬県 前橋市富士見町石井738-20

1173 ㈱旭光 製造業 群馬県 邑楽郡板倉町岩田808 http://www.k-kyokko.co.jp/

1174 ホンマ建築デザイン㈲ 建設業 群馬県 邑楽郡邑楽町鶉736-1
1175 ㈱プリンセス宝石 卸売・小売業 群馬県 館林市松原町3-13-11

1176 ㈲井野口自動車整備工場
その他のサービ
ス業

群馬県 館林市近藤町779

1177 ㈱千代田設備 建設業 群馬県 邑楽郡千代田町萱野1060

1178 E．スクール学習塾
その他のサービ
ス業

群馬県 邑楽郡千代田町赤岩1748-7

1179 昭和浄化槽サービス㈲
専門・技術サー
ビス業

群馬県 館林市堀工町１884-28

1180 永興㈱ 製造業 群馬県
群馬県邑楽郡邑楽町狸塚
2450－3

1181 ㈱ボンシェール 製造業 群馬県 館林市本町2-9-24
1182 館林倉庫㈱ 運輸業 群馬県 館林市下早川田町430
1183 三和コーテックス（株） 製造業 群馬県 伊勢崎市波志江町4138-1 http://www.sanwactx.com

1184 （株）上野製作所 製造業 群馬県 伊勢崎市市場町2-1142 http://www.ueno-ss.com

1185 （有）三富工業 製造業 群馬県 伊勢崎市三室町5788-23

1186 島村めぐみ保育園
教育・学習支援
業

群馬県 伊勢崎市境島村2509 http://www16.plala.or.jp/simamura2/index.html

1187 有限会社　メックス 製造業 群馬県
伊勢崎市東小保方町3042番
地6

1188 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

1189 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

1190 株式会社　タカラ電器 卸売・小売業 群馬県 太田市西本町41-17 http://www.takaranet.com

1191
有限会社　タカラプロ
モーション

サービス業（他
に分類されない
もの）

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

1192 町栄工業　有限会社 建設業 群馬県 太田市沖之郷町3297 http://www.machiei.jp/kaisyagaiyou.html

1193 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

1194 赤城南麓森林組合 農業・林業 群馬県 前橋市滝窪町1335-28

1195
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

1196 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
1197 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

1198 株式会社　群研 医療・福祉 群馬県 前橋市日吉町二丁目9-11

1199
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

1200 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



1201 株式会社ひみつ基地設計 情報通信業 群馬県 前橋市元総社町884-1 http:// www.himitsukichi.co.jp

1202 医療法人社団　生方会 医療・福祉 群馬県 前橋市表町2-27-22

1203 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 

1204
特定非営利活動法人　プ
ラムの森

医療・福祉 群馬県
佐波郡玉村町大字川井
2119-1

1205 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/

1206
ニコットファミリー株式
会社

医療・福祉 群馬県
北群馬郡榛東村大字新井
3343-3

1207 株式会社　いきいき 医療・福祉 群馬県 高崎市下滝町11-7
1208 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

1209
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/

1210 株式会社　アペックス 卸売業、小売業 群馬県 高崎市上並榎町258-2 http://www.apexb1
1211 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

1212 日東製器㈱ 製造業 群馬県 邑楽郡明和町大り輪236
1213 日清フーズ㈱館林工場 製造業 群馬県 館林市栄町6-1 http://www.knisshin.com/

1214 ㈱盛田工務店 建設業 群馬県 館林市松沼町22-12

1215 清水印刷工業㈱ 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字赤堀字鞍
掛4127-1

http://www.shzpp.co.jp/

1216 ㈱ジョイフルパーク
生活関連サービ
ス・娯楽業

群馬県 館林市美薗町15-7 http://www.joyfulpark.co.jp/

1217 ㈱ウエコ 製造業 群馬県 邑楽郡邑楽町篠塚3090-1 http://www.ueco.co.jp/

1218 行政書士田村事務所
その他のサービ
ス業

群馬県 館林市成島町1162-9

1219 ㈱ジョブエージェント
その他のサービ
ス業

群馬県 太田市飯田町785

1220 東毛リゾ－ト開発㈱ 不動産業 群馬県 館林市本町2-5-48
1221 まきいこども歯科 医療・福祉 群馬県 太田市細谷町87-27

1222
株式会社　日本アクチュ
エータ工業

製造業 群馬県 伊勢崎市上野町134 http://web.jai-c.com/

1223 株式会社　Flower SAKURA 卸売・小売業 群馬県 伊勢崎市境1060-2
1224 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 https://www.nakamura-seimitsu.jp/index.html

1225 株式会社　えちごや 製造業 群馬県 桐生市新里町新川1372

1226 ＡＴＳ　株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 太田市新田反町173-1

1227
株式会社　ホンダパルカ
ワライ

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

1228
株式会社フォーチュン・
サークル

医療、福祉 群馬県 太田市鳥山上町1565-2 http://fortune-circle.com/

1229 篠原労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

群馬県
太田市小舞木町388　ＯＫ
ビルⅡ202号

1230 高橋ベルト　株式会社 卸売業、小売業 群馬県 高崎市問屋町西1-5-10 http:// takabel.com

1231
医療法人　博仁会　第一
病院

医療・福祉 群馬県 高崎市下小鳥町1277

1232 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/

1233 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

1234 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/

1235 スギウラ　株式会社 卸売業、小売業 群馬県 高崎市問屋町2-2-8 http://www7.wind.ne.jp/sugiura/

1236
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/

1237 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/

1238 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
1239 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

1240

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

1241 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/

1242 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



1243
有限会社　グループホー
ム恵の家

医療・福祉 群馬県 沼田市沼須町750

1244 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/

1245 社会福祉法人　滉洋会 医療・福祉 群馬県 高崎市吉井町岩崎2316-7
1246 ㈱フラワーセンター 卸売・小売業 群馬県 館林当郷町2004
1247 ㈲松本食品 製造業 群馬県 館林市成島町１166-76
1248 関根工業㈲ 建設業 群馬県 館林市北成島町2777-2 http://www.sekine-yk.co.jp/

1249 ㈱マルヤマ 製造業 群馬県 邑楽郡千代田町舞木2795 http://www.watasi.or.jp/kigyou/seizou/maruyama/maruyama.html

1250 ㈱プロスパ 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字篠塚１５
９０番地

1251 大幸化成㈱ 製造業 群馬県 邑楽郡明和町大佐貫51-12
1252 湯沢開発センター(株) 製造業 群馬県 邑楽郡大泉町仙石2245-25

1253 アイ・アカデミ-㈱
教育・学習支援
業

群馬県 館林市本町2-15-35

1254 （株）館林うどん 製造業 群馬県 館林市本町3-8-1
1255 三晃精機（株） 製造業 群馬県 館林市赤生田本町１１３６

1256
（株）ライトアップライ
ン

製造業 群馬県 館林市上生田町3971-2

1257
福祉サービス研究所合同
会社

医療・福祉 群馬県 佐波郡玉村町下新田469 https://www.fsk-llc.com/

1258 桐生小型運送　株式会社 運輸業 群馬県 太田市大原町2176-7 http://www.k-kogata.com/

1259 株式会社　カラダラボ
その他のサービ
ス業

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/

1260 株式会社　With you 医療・福祉 群馬県 藤岡市岡之郷温井57番地14 http:// 0301withyou.com

1261
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

1262
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

1263
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

1264 有限会社　くらら 医療・福祉 群馬県
高崎市八千代町1丁目12番
地9号

1265 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

1266
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/

1267 有限会社プライマリー 医療・福祉 群馬県 桐生市川内町4-425-4
1268 株式会社　関工務所 建設業 群馬県 利根郡川場村谷地1950 http:// ｓｅ－ｓｅｋｉ．jp/

1269 株式会社　セリオス
サービス業（他
に分類されない
もの）

群馬県 高崎市棟高町1802-222 http:// www.townkaigo.co.jp.

1270 ケイラ株式会社 医療・福祉 群馬県 沼田市下久屋町1075-7

1271
医療法人順愛会角田外科
医院　　介護老人保健施
設恵寿の園

医療・福祉 群馬県 沼田市上原町1555-3

1272 兼希工業　株式会社 製造業 群馬県 伊勢崎市日乃出町641-3
1273 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

1274
社会保険労務士事務所
人事サポート

学術研究、専
門・技術サービ
ス業

群馬県
高崎市下之城町584-70　高
崎市産業創造館208

1275 社会福祉法人　光塩会 医療・福祉 群馬県 前橋市上増田町600

1276 株式会社　群馬ダイドー 卸売業、小売業 群馬県
佐波郡玉村町大字板井
1257-4

http:// www.g-dydo.co.jp

1277 ㈱ノースワン 製造業 群馬県
邑楽郡邑楽町大字篠塚１５
９０番地

1278 株式会社　ダイシン工業 製造業 群馬県 伊勢崎市日之出町545-1 http://www.daisin-t.co.jp

1279 須裁　株式会社 製造業 群馬県 桐生市東5-4-9
1280 有限会社　レイテック 製造業 群馬県 太田市古戸町946-8 http://www.raytechs.com/

1281
医療法人靖和会小江戸の
郷

医療・福祉 埼玉県 川越市上老袋86-1 http://koedonosato.jp

1282 オンリーワン株式会社 卸売・小売業 埼玉県 所沢市西所沢1-9-6 http://www.onlyone-shop.com/

1283
トルーソルテック株式会
社

製造業 埼玉県 川越市砂906-5 http://www.truesoltec.co.jp

1284
有限会社ヘルパーステー
ション　あにもの森

医療・福祉 埼玉県 熊谷市野原135-6 http://www.animonomori.co.jp/



1285 有限会社大成商事 運輸業 埼玉県 熊谷市今井800-6
1286 有限会社ハッピーベル 医療・福祉 埼玉県 比企郡嵐山町平沢117-5 http://www.h-bell.com/

1287
社会福祉法人高栄会さく
らんぼ保育園

医療・福祉 埼玉県 川越市砂新田6-12-8 http://sakuranbo-hoikuen.info

1288 高橋産業株式会社
その他のサービ
ス業

埼玉県 川越市久下戸3250 http://www.takahashi-sol.com

1289 三井技術興業株式会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市天沼新田338-8 http://www.mitsui-eg.co.jp

1290 株式会社塩野 製造業 埼玉県 川越市今福551 http://www.shin-shin.co.jp/shion/

1291
コ―エイ・デライト株式
会社

製造業 埼玉県
春日部市中央1-14-12　第
3AZビル2階

htt://www.koei-delight.com

1292 株式会社MILL 医療・福祉 埼玉県 越谷市北越谷2-20-25 htt://minowa-ss.com
1293 靴工房彩 製造業 埼玉県 春日部市緑町2-6-36

1294 株式会社カネエイ
その他のサービ
ス業

埼玉県 蓮田市末広1-7-4 htt://www.kaneei.co.jp

1295 Nail　Lavender
その他のサービ
ス業

埼玉県 春日部市粕壁2-7-3 http://nail-lavender.com

1296
合同会社リハビリコンパ
ス

医療・福祉 埼玉県 春日部市八丁目422-1 http://www.compass100.jp

1297
株式会社イノセントクラ
ウド

その他のサービ
ス業

埼玉県 春日部市栄町2-269 http://www.inocent-hair.com

1298 有限会社サクラ電気
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 春日部市緑町2-11-36 sakura-elec-limited@ybb.ne.jp

1299 ジュネスケア友愛㈱ 医療・福祉 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町2-
251中村ビル

http://www.onlyone-shop.com/

1300 あゆみ野農業協同組合 金融・保険業 埼玉県 川口市安行領家1920

1301 (有)アレックス
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
川口市栄町3-8-4石井ビル4
Ｆ

http://www.truesoltec.co.jp

1302 ㈱ＰＣＩ 卸売・小売業 埼玉県 川口市青木4-17-24 http://sakuranbo-hoikuen.info

1303 ㈱エントランス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 所沢市南住吉22-30-901

1304 ㈱アルマレット 製造業 埼玉県 川口市領家1-23-20 http://www.takahashi-sol.com

1305 株式会社一凛珈琲 飲食店・宿泊業 埼玉県
さいたま市北区吉野町1-
390-
38

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

1306 株式会社SCORE
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市大宮区土手町3-
165-9

http://www.sakurai-p.co.jp

1307 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.2434.jp

1308 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.kawagoe-dai1.com

1309
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 http://chiaki-clinic.com/

1310 （株）岩崎精機 製造業 埼玉県 草加市青柳1-5-46 http://www.fukawa-bc.com/fbc/

1311
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.top-k.co.jp

1312 吉野電化工業（株） 製造業 埼玉県 越谷市越ヶ谷5-1-19

1313
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

1314
（株）アドバンテストグ
リーン

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 加須市新利根1-5

1315 （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 http://www.touho-yamawa.co.jp

1316 株式会社アンバル
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
川越市菅原２０－２３都築
第一ビル２０１

http://www.amber-hairmake.com

1317 株式会社櫻井印刷所 製造業 埼玉県 川越市元町２－４－５ http://www.sakurai-p.co.jp

1318
株式会社マーレフィル
ターシステムズ

製造業 埼玉県 川越市下赤坂591 http://www.jp.mahle.com

1319 富士見市商工会
その他のサービ
ス業

埼玉県 富士見市羽沢3-23-15 http://www.2434.jp

1320 （有）伊藤商事部 飲食店・宿泊業 埼玉県 川越市菅原町7-5 http://www.kawagoe-dai1.com

1321 （有）Song・of・Ｈeart 医療・福祉 埼玉県 川越市脇田町22-2 http://www.hanamizuki-home.com/

1322
(医）徳会ちあきメディカ
ルクリニック

医療・福祉 埼玉県
川越市南通2-3小野沢ビル
２階

http://chiaki-clinic.com/

1323 （株）フカワビジネス 卸売・小売業 埼玉県 川越市問屋町8-1 http://www.fukawa-bc.com/fbc/



1324 （株）トップ工業 製造業 埼玉県 川越市寺山167 http://www.top-k.co.jp
1325 （有）ヤマワ商店 卸売・小売業 埼玉県 川越市幸町7-1 http://www.touho-yamawa.co.jp

1326 ＆ＲＯＬＬ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川越市脇田町11-8-202 http://www.and-roll.com/

1327
五大工業株式会社川越オ
フイス

その他のサービ
ス業

埼玉県
川越市脇田町14-11まきビ
ル２Ｆ

http://www.godai-job.com

1328 Hair make Sino
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
川越市脇田町17-3　０９ビ
ルＢ館２Ｆ

http://hairmake-sino.com

1329
三津石行政書士社会保険
労務士事務所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市霞ヶ関東1-3-31

1330 ラ　ルージュ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 深谷市東方町1-5-3

1331 株式会社フロムワン 製造業 埼玉県 深谷市新井845-3 http://www.from1.co.jp

1332
ｂ．i．Ｆｉｅｌｄ
（ビー．アイ．フィール
ド）

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
熊谷市宮町1-44　シャトレ
宮町1-A

1333
ＳＫＹ　ＨＡＩＲ（スカ
イヘアー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市銀座6-5-36

1334 株式会社榎久 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市拾六間474-5 http://www.enokyu.co.jp

1335 株式会社マンモス 金融・保険業 埼玉県 熊谷市本町1-163 http://manmoth.jp

1336 有限会社中西電気深谷
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 深谷市新戒434-1

1337 株式会社ティアラ21 不動産業 埼玉県 熊谷市筑波3-202 http://www.ｔｉａｒａ21.co.jp

1338 大和建設株式会社 建設業 埼玉県 熊谷市石原1194 http://www.daiwakensetu.co.jp

1339 吉見商事株式会社
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ビル5F

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

1340 株式会社飯野製作所 製造業 埼玉県 深谷市下手計1570 http://www.iino-ss.co.jp/

1341
株式会社グリーンエー
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

1342 株式会社オキナヤ 建設業 埼玉県 熊谷市江南中央2-17-1 http://www.okinaya.co.jp

1343
株式会社オキナヤフォー
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

1344
株式会社計電産業　熊谷
工場

製造業 埼玉県 熊谷市下川上1565-1 http://www.keiden-jp.com

1345 株式会社電工 建設業 埼玉県 熊谷市平戸1584番地 http://www.kk-denko.co.jp

1346 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
1267-2

http://www.yorii.or.jp

1347 ケア・トラスト株式会社 医療、福祉 埼玉県 東京都豊島区長崎5-32-8 http://www.care-trust.co.jp

1348 株式会社ディーアイケイ
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

1349 株式会社ソワニエ 医療、福祉 埼玉県 熊谷市末広1-34-1 http://www.e-soigner.co.jp

1350 熊谷環境衛生株式会社
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

1351
有限会社アグランディー
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

1352 株式会社ユーパーツ 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市佐谷田1285-2  http://www.u-parts.com/company/company.html

1353 株式会社三興社印刷所 製造業 埼玉県 熊谷市本石1丁目78番地 http://park8.wakwak.com/~sankousha

1354 株式会社エーステクニカ
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/

1355 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://www.nishikuma.or.jp/hospital/

1356 大和屋株式会社 不動産業 埼玉県 熊谷市末広2丁目118番地 http://www.yamatoya-kk.co.jp

1357 有限会社三和自動車
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市佐谷田3315

1358 株式会社梅林堂 製造業 埼玉県 熊谷市佐谷田1000-1 http://www.bairindo.co.jp

1359
有限会社ナトーライフコ
ンサルタント

医療、福祉 埼玉県 熊谷市小島449-1 http://www.natolife.com/

1360 株式会社小林茂商店
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/



1361 有限会社武蔵野ブレーン
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

1362 秋保株式会社
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/

1363 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/

1364 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/

1365 ＫＮＣ55合同会社 医療、福祉 埼玉県 熊谷市新堀1061-2-104 http://oasis-group.wixsite.com/oasis-24-kaigo/blank-hd20u

1366 古郡建設株式会社 建設業 埼玉県 深谷市稲荷町2-10-6 http://www.furugori.co.jp

1367 タカヒロフーズ株式会社 製造業 埼玉県 熊谷市大原1-2-47 http://takahirofoods.ecnet.jp/11.html

1368
株式会社ヘッドプロオ
フィス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市石原950-1 http://brio.agiatohair.jp/

1369 ｂｒｉｏ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市筑波2-66-4 http://brio.agiatohair.jp/

1370
アジアート　ヘアー　メ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1371
有限会社マ・メール・ア
ンジュ

製造業 埼玉県 春日部市増田新田98-1 http://www.mamere.jp

1372
株式会社日章アドミニプ
ラン

建設業 埼玉県
北葛飾郡杉戸町木津内467-
1

1373
株式会社トライデント
ワークス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市大宮区三橋3-
267-5　2F

http://trident-works.co.jp/

1374
株式会社プレミアコンサ
ルティング

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 蕨市中央1-15-9小泉ビル http://www.pre-con.co.jp/

1375 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

1376 寿産業株式会社 製造業 埼玉県 上尾市上225 http://kotobuki-san.com

1377
株式会社レーベンマイス
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

1378 株式会社エデック
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 入間市二本木1181-1 http://www.edec-co.jp

1379 雄飛航空株式会社 運輸業 埼玉県 桶川市川田谷4203-4 http://www.airyuhi.co.jp

1380 株式会社ループグリーン 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

1381
株式会社ウェブステー
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

1382 株式会社福士商会 卸売・小売業 埼玉県 越谷市下間久里675-7 http://fukushi-syoukai.co.jp

1383 株式会社カンエツ 建設業 埼玉県 所沢市上安松635-5 http://kan-etsu.co.jp

1384 有限会社ドリーム
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

1385
株式会社メディカルパ
ティオ　あすなろ薬局所
沢店

医療・福祉 埼玉県 所沢市下安松603-9 http://www.medicalpatio.com/pharmacy03/

1386 大木商産株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 大里郡寄居町用土1687-3 http://okisyosan.com

1387 株式会社オフィスりん
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1388 熊谷商工会議所
専門・技術サー
ビス業

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

1389 医療法人熊谷福島病院 医療・福祉 埼玉県 熊谷市宮前町1-135-2 http://www.h6.dion.ne.jp/~kumafuku

1390
株式会社コムズリサーチ
アンドディベロップメン
ト

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
熊谷市宮町2-158-2宮町第2
ビル2階

http://www.comsclub.co.jp

1391
税理士法人せいえん事務
所

専門・技術サー
ビス業

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

1392 株式会社大慶堂 医療・福祉 埼玉県 深谷市西島町2-13-3 http://taikeido.jp/
1393 株式会社髙橋医科器械店 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市箱田6-14-38
1394 田部井建設株式会社 建設業 埼玉県 熊谷市上根102 http://www.tabei.co.jp/

1395 株式会社つばさ情報 情報通信業 埼玉県
深谷市仲町8-23和光深谷ビ
ル3階

http://www.tsubasa-info.com

1396 新島整形外科 医療・福祉 埼玉県 熊谷市原島1-1 http://niijima.ptu.jp/



1397
株式会社ハートネクショ
ン

医療・福祉 埼玉県 熊谷市上中条843-1 http://www.heartnection.com

1398
株式会社ふくち金型製作
所

製造業 埼玉県 熊谷市村岡1837 http://fukuchi-kanagata.com/

1399 株式会社八木橋 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市仲町74 http://www.yagihashi.co.jp/index.htm

1400
株式会社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/

1401 株式会社飯田
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1402 社会福祉法人育美会 医療・福祉 埼玉県 川越市今福1641 http://www.ikumikai.jp

1403 岩堀建設工業株式会社 建設業 埼玉県 川越市六軒町1-3-10 http://www.iwahori.co.jp/

1404 大塚薬品工業株式会社 製造業 埼玉県 川越市下小坂168 http://www.otuka-ci.co.jp

1405
株式会社開成コーポレー
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

1406
片倉工業株式会社ニュー
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

1407 株式会社亀屋 製造業 埼玉県 川越市仲町4-3 http://www.koedo-kameya.com

1408 川越東部工業会協同組合
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市芳野台1-103-57 http://www.kei.or.jp

1409 株式会社金鵄製作所 製造業 埼玉県 川越市下赤坂758-12 http://www.kinshi.co.jp

1410 株式会社国沢パネル工芸 製造業 埼玉県 川越市今福568-1

1411
医療法人恵雄会　川鶴ク
リニック

医療・福祉 埼玉県 川越市下広谷1113-22 http://www.kawatsuru-g.jp

1412 光洋パック株式会社 製造業 埼玉県 川越市大字竹野14-2
1413 小原化学塗料株式会社 製造業 埼玉県 川越市南台1-4-7 http://www.koharakagaku.co.jp

1414 坂戸ガス株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

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

1415 株式会社ジェック東理社 製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-52 http://www.jecctorisha.com

1416 株式会社塩野 製造業 埼玉県 川越市今福551
1417 昭和工業株式会社 建設業 埼玉県 川越市石原町2-58-16 http://www.swkg.co.jp

1418
新日本無線株式会社　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

1419 隅田商事株式会社 卸売・小売業 埼玉県 川越市芳野台1-103-24 http://www.sumida-s.co,jp

1420
医療法人誠弘会　池袋病
院

医療・福祉 埼玉県 川越市大字笠幡3724-6 http://www.ikebukuro.jp/

1421
正興産業株式会社セイ
コーモータースクール

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1422
医療法人聖心会　南古谷
病院

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

1423 株式会社西友サービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川越市宮元町23-1

1424
社会福祉法人相愛福祉会
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

1425 株式会社千代田交通 運輸業 埼玉県 坂戸市八幡1-3-11 http://www.citydo.com/sp/049-281-6393

1426 司測量設計調査株式会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市大字的場1281-21 http://homepage2.nifty,com/tukasa-s

1427 株式会社東京ドーナツ 製造業 埼玉県 ふじみ野市福岡新田260-4 http://tokyo-doughnut.co.jp

1428 東光株式会社 製造業 埼玉県 鶴ヶ島市五味ヶ谷18 http://www.toko.co.jp/

1429
東洋科学川島工業株式会
社

製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-118 http://www.toyokagaku.jp

1430
株式会社東洋クオリティ
ワン

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

1431 株式会社中原工業 建設業 埼玉県 川越市小仙波町3-12-4

1432
日本プラントシーダー株
式会社川越工場

製造業 埼玉県 川越市大字鯨井1684 http://www.plantseeder.co.jp

1433
パーカー加工株式会社川
越工場

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

1434 初雁興業株式会社 建設業 埼玉県 川越市大字鯨井1705-2 http://www.hazkari.co.jp

1435 株式会社ハマダテクノス 製造業 埼玉県 川越市下赤坂66 http://www.hamadatec.co.jp/

1436
株式会社ビージーエンジ
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

1437
ヒーハイスト精工株式会
社

製造業 埼玉県 川越市今福580-1 http://www.hephaist.co.jp/



1438
株式会社深川製作所　川
越工場

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

1439
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1878-1 http://www.geocities.jp/gospelgarden/

1440
株式会社フジコミュニ
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

1441
社会福祉法人ふじみ野福
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

1442 豊盛工業株式会社 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

1443 丸一共通運送株式会社 運輸業 埼玉県 川越市問屋町4-2
1444 株式会社ミツギ産業 製造業 埼玉県 川越市今福9-2 http://www.mitsugi.co.jp

1445 理研化機工業株式会社 製造業 埼玉県 坂戸市千代田5-6-12 http://www.rikenkaki.co.jp

1446 医療法人永仁会 医療・福祉 埼玉県 入間郡小谷田1,258-1 http://www.eijinkai.jp

1447 株式会社エコ・ベスト
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 狭山市入間川3174-5

1448
株式会社エデュコジャパ
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

1449
医療社会福祉法人桜友会
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/

1450 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

1451
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

1452 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

1453 株式会社オチアイ 建設業 埼玉県 三芳町藤久保1122-4 http://towncorp.jp/ochiai/company.html

1454 金富建設工業株式会社 建設業 埼玉県 所沢市林1-189-1
1455 カネパッケージ株式会社 製造業 埼玉県 入間市南峯1095-15 http://www.kanepa.co.jp

1456
株式会社協同エンジニア
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

1457
グローバーサービス株式
会社

運輸業 埼玉県
入間市新久下新田110-1
日本電産コパル電子株式会
社　入間事業所内

1458
株式会社シルバーネット
ビー

医療・福祉 埼玉県 所沢市小手指町1-13-28 http://www.silver-net-bee.com/

1459
医療社会福祉法人信和会
三ケ島病院

医療・福祉 埼玉県 所沢市三ケ島5-1970 http://www.mikajima.jp

1460 武内木材工業株式会社 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

1461 ＮＰＯ法人てあしの会 医療・福祉 埼玉県 入間市新九819-11

1462
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

1463 社会福祉法人博寿会 医療・福祉 埼玉県 所沢市神米金505

1464
医療法人白報会　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

1465 有限会社ピーエスエス 卸売・小売業 埼玉県 三芳町北永井324-1

1466
株式会社フェニックス
ホーム

建設業 埼玉県 所沢市西所沢1-16-31 http://www.kinoie.co.jp

1467 株式会社プランドゥ 飲食店・宿泊業 埼玉県
所沢市小手指町1-42-17-
201

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

1468
イオンサーテル株式会社
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

1469 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 製造業 埼玉県 所沢市林1-299-7 http://www.mikami-co.jp

1470 株式会社明和工務店 建設業 埼玉県 狭山市北入曽547-10

1471
株式会社明和工務店　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

1472
株式会社明和工務店
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

1473
株式会社メディカルパ
ティオ　あすなろ薬局入間

医療・福祉 埼玉県 入間市東町7-13-16 http://www.medicalpatio.com/pharmacy01/

1474 株式会社モトキ 農業・林業 埼玉県 所沢市宮本町2-5-8 http://www.uzuraya.com

1475 八千代工業株式会社 製造業 埼玉県 狭山市柏原393 http://www.yachiyo-ind.co.jp



1476 株式会社ヨシケイ埼玉 卸売・小売業 埼玉県 所沢市亀ヶ谷249-1 http://www.yoshikei-sai.jp

1477 社会福祉法人わか竹会 医療・福祉 埼玉県 所沢市元町6-13 http://www.wakatake-hoiku.sakura.ne.jp/

1478 加藤ベニヤ株式会社 卸売・小売業 埼玉県 朝霞市三原4-1-25 http://www.kato-beniya.co.jp

1479 株式会社小林電子工業 製造業 埼玉県 新座市馬場2-6-3 http://www.kobayashidenshi.co.jp

1480 埼玉伸管工業株式会社 製造業 埼玉県 新座市野火止7-10-9

1481 志木市商工会
専門・技術サー
ビス業

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

1482
医療法人壽鶴会　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

1483 株式会社綜合建設 建設業 埼玉県 新座市堀ノ内3-9-45 http://www.sogokensetsu.co.jp

1484 社会福祉法人長寿会 医療・福祉 埼玉県 朝霞市上内間木498-4 http://www.uchimagien.com

1485 株式会社トーカン 製造業 埼玉県 朝霞市泉水3-8-18

1486
社会福祉法人殿山福祉会
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

1487 社会福祉法人ハレルヤ 医療・福祉 埼玉県 朝霞市溝沼1-5-6
1488 株式会社フェイス 卸売・小売業 埼玉県 朝霞市朝志ヶ丘1-3-3 http://www.k-face.co.jp/

1489
株式会社富士見ブックセ
ンター

製造業 埼玉県 新座市馬場1-1-12

1490 株式会社リゾン 不動産業 埼玉県 朝霞市東弁財1-7-24 http://www.lizon.co.jp

1491
医療法人直心会　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

1492
株式会社池田硝子工業所
川越工場

製造業 埼玉県 川越市芳野台1-103-41 http://www.ikedaglass.co.jp/

1493 医療法人伴友会　伴医院 医療・福祉 埼玉県
さいたま市桜区田島9-12-
12

1494 株式会社トゥルーケア 医療・福祉 埼玉県 川口市大字峯1371-1 http://www.truecare.jp/

1495 株式会社でんきち 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

1496
財団法人さいたま市産業
創造財団

専門・技術サー
ビス業

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

1497 株式会社加藤木工所 建設業 埼玉県 三芳町上富1141-3 http://www.katohwood.co.jp/

1498 社会福祉法人狭山福祉会 医療・福祉 埼玉県 狭山市柏原758-4 http://www.19.ocn.ne.jp/~sayamaen/

1499
株式会社アーバンソイル
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

1500
パイオニア株式会社川越
事業所

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

1501 セイキ工業株式会社 製造業 埼玉県 所沢市東所沢5-10-1 http://www.seiki.gr.jp/

1502
社会福祉法人未来保育会
ふじみ保育園

教育・学習支援
業

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

1503 三井研削砥石株式会社 製造業 埼玉県 入間市狭山ヶ原11-10 http://www.mitsui-kensaku.com/

1504 神白工業株式会社 建設業 埼玉県 蕨市塚越7-23-10
1505 社会福祉法人狭山栄会 医療・福祉 埼玉県 狭山市大字笹井1568-2 http://www.sakaekai.or.jp

1506 エコアップ株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 川口市戸塚鋏町1-25

1507
財団法人介護労働安定セ
ンター　埼玉支部

専門・技術サー
ビス業

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

1508 株式会社イチヤナギ 製造業 埼玉県 入間市狭山ヶ原162 http://www.d4.dion.ne.jp./~yo_ichi/

1509
日本情報システム株式会
社

情報通信業 埼玉県 狭山市狭山台4-22-2 http://www.njs-net.co.jp

1510 高弘建設株式会社 建設業 埼玉県 所沢市緑町2-1-20

1511
ジャパントータルビュ
ティシステム株式会社

卸売・小売業 埼玉県 狭山市狭山台2-28-3

1512 株式会社三ヶ島製作所 製造業 埼玉県 所沢市糀谷1738 http://www.mkspedal.com

1513 岩岡印刷工業株式会社 製造業 埼玉県 三芳町北永井宮前157-3 http://www.iwaoka.co.jp

1514 株式会社榊原工業 製造業 埼玉県 川口市江戸袋1-13-14 http://www.skk2006.jp

1515 高根カントリー倶楽部
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1516 株式会社稲見商店 建設業 埼玉県 加須市稲見1827 http://www.inami-s.jp

1517
医療法人啓仁会　所沢ロ
イヤル病院

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

1518 社会福祉法人宏和会 医療・福祉 埼玉県 羽生氏大字下村君1169 http://www3.ocn.ne.jp/~kouwakai/



1519 三紀運輸関東株式会社 運輸業 埼玉県 加須市久下1755-1 http://www.sanki-group.com

1520
株式会社ニッコー・ガー
ド・システム

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 さいたま市南区別所1-3-18 http://www.nikkoguard.com/

1521
株式会社ブルー・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.

1522 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

1523 イワタニ関東株式会社 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区下落合
1071-2

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

1524
昭和電工株式会社　秩父
事業所

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

1525
社団法人埼玉県建築士事
務所協会

専門・技術サー
ビス業

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

1526 シグマ光機株式会社 製造業 埼玉県 日高市高萩新田17-2 http://www.sigma-koki.com/

1527 新鋭産業株式会社 卸売・小売業 埼玉県 飯能市中居72 http://www.myfavorite.bz/shinei/

1528
秩父丸通タクシー株式会
社

運輸業 埼玉県 秩父市宮側町6-11 http://www.chichibu-maru2.co.jp

1529 坂戸商工会
専門・技術サー
ビス業

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

1530
社会福祉法人入間川福祉
会

医療・福祉 埼玉県 狭山市大字加佐志104

1531
株式会社東京ポリエチレ
ン印刷社

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

1532 株式会社マンモス 金融・保険業 埼玉県
比企郡滑川町大字月輪
1597-3

http://www.manmosu.com

1533 株式会社クレインハウス 不動産業 埼玉県
さいたま市中央区大戸6-
11-15

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

1534 株式会社海老原機械工業 製造業 埼玉県 三郷市新和1-583
1535 有限会社根岸製作所 製造業 埼玉県 熊谷市柿沼331

1536 vortex hair dressing
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
入間市豊岡1－5－27松井ビ
ル1Ｆ

1537
瀬崎社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
世田谷区下馬2－5－1　ル
ミエール下馬1Ｆ

http://sezaki-office.com

1538 カネフク製菓（株） 製造業 埼玉県 川越市富士見町23－5 http://kanefukuseika.co.jp

1539 （株）ワンウエイ
その他のサービ
ス業

埼玉県 川越市小ヶ谷873－1 http://www.one-way.co.jp

1540 東都発条（株） 製造業 埼玉県 川越市鴨田大町1380 http://www.tohtospring.co.jp/

1541 （株）右門 卸売・小売業 埼玉県 川越市石田171－2 http://www.imokoi.com
1542 モスト技研 製造業 埼玉県 川越市霞ヶ関北3－1－20 http://www.mostgiken.co.jp

1543 （有）矢島工業 建設業 埼玉県 川越市谷中21 http://www.yajimako.co.jp

1544 立原電機（株） 製造業 埼玉県 川越市脇田本町29－52 http://www.tachix.co.jp
1545 武州産業（株） 卸売・小売業 埼玉県 川越市今福中台2911 http://www.busyusangyo.co.jp

1546 （有）貫井建材店 卸売・小売業 埼玉県 川越市かし野台1－11－12

1547 （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

1548 Callingコーリン
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
ふじみ野市霞ヶ丘1-4-10-
101

http://www.cal-an.com

1549 大栄化学株式会社
その他のサービ
ス業

埼玉県 狭山市狭山台1－5－29 http://daieikagaku.co.jp

1550 株式会社ヤマザキ電機 製造業 埼玉県 坂戸市小山123 http://www.yamazaki-denki.co.jp

1551
株式会社ＳＫＹＳＣＡＰ
Ｅ

その他のサービ
ス業

埼玉県
町田市森野1－31－10渋谷
グリーンテラスⅡ2－Ａ

http://skyscape2121.com

1552 松本米穀精麦株式会社 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市末広1-79 http://www.naozane.co.jp

1553 株式会社サポートライフ 医療、福祉 埼玉県 熊谷市石原1211-1 http://www13.plala.or.jp/supportlife/

1554 株式会社トミオカ薬局 医療、福祉 埼玉県 熊谷市鎌倉町121
1555 松本ファーム有限会社 農業・林業 埼玉県 熊谷市揚井1780  http://www.sai-tamago.com/matsumoto-farm-aka.htm

1556 株式会社マツモト設備 建設業 埼玉県 熊谷市小江川2224-3
1557 株式会社本間製作所 製造業 埼玉県 熊谷市三ヶ尻5361番地 http://www.honma-k.co.jp/

1558 医療法人　善心会 医療、福祉 埼玉県 熊谷市柿沼334-1

1559 ＨＡＫＵＡ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市本町2-76-1 http://www.haku-a.co.jp/

1560 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/

1561 株式会社デイブレイク 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市代1010-2 http://day-break.biz/



1562
日本特殊光学樹脂株式会
社熊谷工場

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

1563 有限会社新堀工業 製造業 埼玉県 熊谷市三ヶ尻3733 http:///www.niiborikogyo.com

1564
有限会社すずき（熊谷ロ
イヤルホテルすずき）

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

1565
株式会社東京マシンセン
ター

卸売・小売業 埼玉県 熊谷市箱田6-17-27 http://www.dougukan.net

1566 株式会社データ総研熊谷 情報通信業 埼玉県 熊谷市中央1-236 http://www.data-kumagaya.com

1567 まほろば
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市平塚新田118-1

1568 満る岡株式会社 飲食店、宿泊業 埼玉県 熊谷市箱田1丁目3-8
1569 泰東精密株式会社 製造業 埼玉県 熊谷市弥藤吾563-7 http://www.taitoh-d.co.jp/com.html

1570 株式会社笠原鉄工所 卸売・小売業 埼玉県 深谷市田中62 http://www.kasaharatekkoujo.com/

1571
メンズヘアーサロン
ルーモ

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
本庄市緑2-1-6　フジビル
1F

http://1cs.ｊｐ/lumo

1572 サカエゴム工業株式会社 製造業 埼玉県 熊谷市妻沼2181-1 http://sakaegom.com/

1573 株式会社松竹園 建設業 埼玉県 熊谷市肥塚1215-1 http://www.shouchikuen.co.jp/

1574 有限会社ヒロ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 熊谷市石原397-2 http://hairhiro.com

1575 株式会社アクリア 金融・保険業 埼玉県
北本市緑2-27　緑2丁目ビ
ル3Ｆ

http://www.aqria.co.jp

1576
株式会社サテライトネッ
ト

教育、学習支援
業

埼玉県
熊谷市筑波2-102-1ｓｊビ
ル7F

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

1577
社会福祉法人ルピナス会
特別養護老人ホームルピ
ナス園

医療、福祉 埼玉県
児玉郡上里町大字堤489番
地

http://www.rupinasu.info/

1578
社会福祉法人埼玉療育友
の会　埼玉療育園

医療・福祉 埼玉県
大里郡寄居町大字藤田179-
1

http://saitama-ryouikuen.net/

1579
Ｌｅ ｐｌｅｉｎ（ル　プ
ラン）

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 熊谷市中奈良1360-2

1580 東洋造機株式会社 製造業 埼玉県 深谷市田中752番地 http://www.kumatetsu.jp/t2/t2.htm

1581
有限会社ビッグエンジニ
アリング

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市石原163-10 http://big-engineer.com

1582 東京車輌株式会社 製造業 埼玉県 熊谷市妻沼1356番地 http://tokyosharyo.com/

1583 医療法人　田中歯科医院 医療、福祉 埼玉県 熊谷市石原176-1 http://www.tanaka-shikaiin.jp

1584 寿谷歯科医院 医療、福祉 埼玉県
熊谷市末広3-12-10　ＴＳ
ビル1F

http://www.suya-dc.jp/

1585
株式会社パティナス　あ
すなろ薬局　東台店

医療、福祉 埼玉県 本庄市東台4-8-27 http://www.medicalpatio.com/shop/あすなろ薬局-東台店/

1586
株式会社メディカルパ
ティオ　あすなろ薬局
けや木店

医療、福祉 埼玉県 本庄市けや木1-5-3 http://www.medicalpatio.com/shop/あすなろ薬局-けや木店/

1587
株式会社メディカルパ
ティオ　あすなろ薬局
けや木南店

医療、福祉 埼玉県 本庄市けや木1-8-3 http://www.medicalpatio.com/shop/あすなろ薬局-けや木南店/

1588
株式会社パティナス　侍
バッティングセンター深
谷

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 深谷市上柴町東7-19-1 http://fukasamurai.com/

1589 有限会社寺田商会 卸売・小売業 埼玉県 深谷市田所町4-23 http://terada.fcciweb.jp/

1590 株式会社武州養蜂園 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市宮町2丁目140番2号 http://www.bushu38.com

1591 春まごころ接骨院 医療・福祉 埼玉県 春日部市米島1186-75
1592 きのした歯科医院 医療・福祉 埼玉県 白岡市西6-12-4

1593 株式会社FAITHFULL
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 さいたま市緑区原山3-9-17 http://www.hs-leaves.co.jp

1594 株式会社One’s　will
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-
48-2

http://oneswill.co.jp

1595
株式会社ワンズクリエイ
ト

不動産業 埼玉県 埼玉県川口市戸塚5-19-34 http://ones-create.co.jp

1596 株式会社金剛製作所 製造業 埼玉県
さいたま市西区三橋5-
1639-1

http://www.kongo.co.jp

1597 出雲工業株式会社 建設業 埼玉県
ふじみ野市大井武蔵野708
番地1



1598 Smile hair 北本店
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 北本市中央2-72 http://www.smile-k.com

1599 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

1600 株式会社西場工業 建設業 埼玉県
さいたま市西区西遊馬1672
番地

http://www.nisibakougyou.jp/

1601
メディカル･コンピュー
タ･サービス株式会社

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

1602 有限会社阿幸電業
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 川越市古谷上24番地9

1603 ヘアーショップアライ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1604 株式会社Ｖｉｖｉｏ 不動産業 埼玉県 草加市高砂2-21-22　2Ｆ

1605 株式会社東武スポーツ
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1606 リラックスサロン天の川
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 日高市高麗本郷353-7

1607 株式会社富士精工 製造業 埼玉県 ふじみ野市鶴ケ舞3-4-5

1608 株式会社岡崎巧芸
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市岩槻区釣上新田
1083-1

http://www.okazakikougei.co.jp

1609
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

1610 株式会社トレス 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町4-
147-1藤本ビル1階

http://www.tres3.net

1611 ひだまり治療院 医療・福祉 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

1612 Ｎａｇｏｍｉ　Ｈａｉｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市北区土呂町1-
17-6丸八ビル1Ｆ

1613 株式会社藤井電設
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 上尾市五番町22-14

1614 株式会社全通 運輸業 埼玉県 戸田市本町4-9-10 http://www.21-zentsu.com

1615 ダイコウ技研株式会社 建設業 埼玉県 戸田市上戸田1-20-8 http://www.daikou-giken.co.jp/

1616
医療法人大成会　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/

1617 高砂化工機株式会社 製造業 埼玉県 川口市八幡木3-14-8 http://takasago-k.com

1618 株式会社千代田技研 製造業 埼玉県 川口市安行原162-1 http://www.chiyodagiken.co.jp

1619 株式会社ツリーベル
教育・学習支援
業

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

1620 東京ウインナー株式会社 製造業 埼玉県 川口市安行領根岸2,889 http://www.tokyo-vienna.com

1621
株式会社東京保安サービ
ス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
川口市西川口1-23-5　ロイ
ヤルビル2階

http://tokyohoan.jp

1622 銅鉄商事株式会社 製造業 埼玉県 川口市朝日4-21-38 http://www.do-tetsu.co.jp

1623 株式会社東北車輌製造所 製造業 埼玉県 川口市上青木西3-3-18 http://touhoku-caster.com

1624 有限会社ピナクルズ 運輸業 埼玉県 川口市弥平1-5-11

1625
ヒューマン・アセッツ株
式会社

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/

1626 不二工業株式会社 製造業 埼玉県 川口市領家4-1-8 http://www.fujicasting.co.jp/

1627 富士測地株式会社
専門・技術サー
ビス業

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

1628 株式会社富士文具 卸売・小売業 埼玉県 川口市戸塚東3-20-20 http://www.fujibungu.co.jp

1629 株式会社フジメカニック 製造業 埼玉県 戸田市美女木東2-4-1 http://www.fujimechanic.co.jp

1630 プルトンチェン株式会社 製造業 埼玉県 川口市新堀629 http://www.pulton.co.jp

1631 丸善超硬株式会社 製造業 埼玉県 戸田市氷川町3-11-1 http://www.maru-zco.jp

1632 株式会社ミナス精工 製造業 埼玉県 戸田市美女木東2-4-15 http://www.e-minas.co.jp/

1633
有限会社箕輪ヘラ絞製作
所

製造業 埼玉県 川口市中青木4-8-3 http://www.minowa-hera.jp

1634
学校法人　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

1635
医療法人端光会　蕨中央
医院

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

1636 株式会社アカベラ 運輸業 埼玉県
さいたま市南区四谷3-10-
12

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

1637 アミュード株式会社 製造業 埼玉県
さいたま市緑区東浦和1-
22-5

http://www.amuood.co.jp



1638 飯島医院 医療・福祉 埼玉県
さいたま市浦和区駒場1-
12-1

1639
浦和中央青果市場株式会
社

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

1640 株式会社エコ計画
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 さいたま市桜区田島8-4-16 http://www.eco.co.jp/

1641 エバーグリーン株式会社 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

1642
株式会社尾﨏テクニカル
サービス

卸売・小売業 埼玉県
さいたま市南区白幡5-12-
10

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

1643 川崎機電株式会社 製造業 埼玉県 さいたま市桜区栄和1-8-22
1644 株式会社櫛毛商会 卸売・小売業 埼玉県 さいたま市南区辻1-26-5 http://www.kushige.co.jp

1645 株式会社敬友
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

1646 株式会社ケンセン 製造業 埼玉県
さいたま市緑区東大門2-2-
19

http://www.kensen.jp

1647
社会福祉法人埼玉県共済
会

医療・福祉 埼玉県
さいたま市緑区原山3-15-
31

1648
埼玉ダイハツ販売株式会
社

卸売・小売業 埼玉県 さいたま市南区根岸5-16-6 http://www.saitama-daihatsu.co.jp

1649
埼玉トヨタ自動車株式会
社

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/

1650 埼玉日産自動車株式会社 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

1651 株式会社三和 製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影1-17-
10

1652
医療法人歯健長壽会　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

1653
首都圏環境サービス株式
会社

建設業 埼玉県
さいたま市中央区上落合1-
10-24

1654 スミダ工業株式会社 建設業 埼玉県
さいたま市浦和区前地3-
14-12

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

1655
医療法人社団誠信会　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/

1656 株式会社太陽商工
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市緑区上野田574-
3

http://taiyo-syoko.jp

1657 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

1658 株式会社たまご 医療・福祉 埼玉県
さいたま市緑区三室1,290-
3

1659 株式会社千代田技工 製造業 埼玉県 さいたま市南区内谷2-1-16

1660 株式会社ニッシン冷熱 建設業 埼玉県
さいたま市桜区田島10-1-
18

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

1661 株式会社ハヤカワ 卸売・小売業 埼玉県 さいたま市桜区西堀4-8-5

1662 松江精機工業株式会社 製造業 埼玉県
さいたま市浦和区東仲町
15-21

http://www.matsue.co.jp

1663 株式会社マルモト 運輸業 埼玉県
さいたま市中央区上落合6-
10-9

1664 株式会社美薗工芸社 製造業 埼玉県
さいたま市緑区大門2,824-
7

http://www.misono-web.com

1665
株式会社メタルワーク工
業

製造業 埼玉県
さいたま市緑区大字南部領
辻3,235-3

1666 森田電機株式会社 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市浦和区常盤2-
16-20

1667 株式会社和幸製作所 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

1668 株式会社渡辺製作所 製造業 埼玉県 さいたま市桜区道場709-1 http://www.wtanabe-mj.co.jp

1669
医療法人愛仁会介護老人
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

1670 株式会社押田工業所 製造業 埼玉県
さいたま市西区宮前町690-
3

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

1671 株式会社埼玉三技協
生活関連サービ
ス・娯楽業

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



1672 株式会社島忠 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/

1673 有限会社SOWA
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市西区指扇2,492-
2

1674 高松商事株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 鴻巣市上谷1,824-1

1675 株式会社デサン
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1676 株式会社ナカヤマ 建設業 埼玉県 上尾市泉台3-4-4 http://www.nkym.co.jp

1677 日本製罐株式会社 製造業 埼玉県
さいたま市北区吉野町2-
275

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

1678 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

1679
有限会社大和ハッピー・
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

1680 ＵＤトラックス株式会社 製造業 埼玉県 上尾市大字1-1 http://udtrucks.co.jp

1681 合同会社リベルタス
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市北区吉野町2-
209-1

http://www.libertas-co.com

1682 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/

1683 株式会社飯塚土建 建設業 埼玉県 深谷市瀬山643-7 http://iizuka.fcciweb.jp

1684 有限会社髙橋自工
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

1685 株式会社ワイ・ケイ 建設業 埼玉県 戸田市下前2-8-17

1686 代田橋自動車有限会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 戸田市美女木4-2-9

1687 株式会社日環サービス
専門・技術サー
ビス業

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

1688 有限会社サンキ紙工 製造業 埼玉県 戸田市新曽958
1689 株式会社アルパス 製造業 埼玉県 川口市元郷1-4-2

1690
株式会社辰未トランス
ポート

運輸業 埼玉県 川口市赤井2-4-26

1691 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

1692 有限会社関根小型運輸 運輸業 埼玉県 川口市青木1-22-11
1693 社会福祉法人ゆうゆう会 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

1694
株式会社野本自動車工業
ホンダカーズ川口南

専門・技術サー
ビス業

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

1695 公共治研株式会社
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

1696 株式会社高通サービス 運輸業 埼玉県 戸田市笹目4-2-4
1697 株式会社丸豊建硝 建設業 埼玉県 川口市安行領在家346-4 http://www.maruhou-k.com

1698
株式会社日之出運輸　埼
玉支店

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

1699 石川金属機工株式会社 製造業 埼玉県 川口市江戸袋2-2-18 http://www.isikin.com/

1700 神陽金属工業株式会社 製造業 埼玉県 川口市本蓮4-4-27 http://www.shinyo-kinzoku.com

1701 株式会社フォーシーズン
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

1702
大興石油株式会社戸田笹
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/

1703 株式会社谷川電機製作所 製造業 埼玉県 川口市青木2-3-46 http://www.tanikawa-denki.co.jp

1704 永井機械鋳造株式会社 製造業 埼玉県 川口市青木3-6-22 http://www.ngi-c.co.jp/

1705 株式会社スマイルハート 医療・福祉 埼玉県 戸田市笹目6-2-6 http://www.care-j.co.jp

1706 株式会社シュウエイ 製造業 埼玉県 川口市東領家4-16-20 http://www.bb-shuei.co.jp

1707 株式会社アイビーエス 製造業 埼玉県 熊谷市葛和田1808-2
1708 株式会社ミタカ 製造業 埼玉県 熊谷市妻沼1765-1 http://www.t-mtk.co.jp

1709 株式会社創育舎
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/

1710 高田製薬株式会社 製造業 埼玉県
さいたま市西区宮前町203-
1

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

1711 株式会社北斗　川越工場 製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-47 http://www.hokuto-mfg.com

1712 株式会社的場電機製作所 製造業 埼玉県 川越市的場2627-5 http://www.matoba.co.jp

1713 神谷工業株式会社 製造業 埼玉県 川越市下赤坂701

1714
日本コントロール工業株
式会社

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

1715 株式会社さくらテックス 製造業 埼玉県 川越市鴨田3436 http://www.sakurai-sss.co.jp



1716 渋谷電通工業株式会社 建設業 埼玉県 川越市脇田町28-1 http://www.shibuya-dk.co.jp

1717 医療法人三信会　岸病院 医療・福祉 埼玉県 川越市上戸101 http://kishi-hosp.or.jp/

1718
株式会社日新商会　埼玉
営業所

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

1719
医療法人献心会　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

1720 大政建設株式会社 建設業 埼玉県 ふじみ野市駒林元町1-1-1 http://ohmasakensetsu.com

1721
サノフィ・アベンティス
株式会社川越事業所

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

1722 株式会社吉野鉄工所 製造業 埼玉県 川越市石田本郷13
1723 株式会社丸広百貨店 卸売・小売業 埼玉県 川越市新富町2-6-1 http://www.maruhiro.co.jp

1724 株式会社ヒタチ 製造業 埼玉県 富士見市東大久保14-5 http://www.kk-hitachi.co.jp

1725 株式会社スギヤマ巧芸社 製造業 埼玉県 さいたま市緑区三室1205-3 http://www.sugiyamakougeisha.co.jp/

1726 医療法人西川病院 医療・福祉 埼玉県 川越市砂久保161-23 http://www.nishikawa-hospital.or.jp

1727
ウィルさいたま株式会社
吉澤企画

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市大宮区大成町1-
405

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

1728 株式会社生きいき 医療・福祉 埼玉県 さいたま市緑区中尾3233

1729
株式会社エム・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/

1730
埼玉クスダオフ機材株式
会社

卸売・小売業 埼玉県 さいたま市緑区三室1194-4 http://saitamakusuda.co.jp

1731
株式会社プラスチック光
学

製造業 埼玉県
さいたま市南区沼影1-28-
13

http://www.purakou.co.jp

1732
株式会社ロッテ　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/

1733 日ノ出樹脂工業株式会社 製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-37 http://www.kei.or.jp/company/hinode/

1734 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/

1735 大進鉄工株式会社 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/

1736
株式会社クリスタルアー
ト

製造業 埼玉県 戸田市美女木3-24-12 http://www.crystalart.co.jp

1737
有限会社ティンズクラフ
ト

製造業 埼玉県 伊奈町寿2-313

1738 栄廣電設株式会社 建設業 埼玉県 八潮市大曽根495-9
1739 有限会社白鳳堂 卸売・小売業 埼玉県 川口市戸塚東1-2-29
1740 株式会社アイジェクト 製造業 埼玉県 日高市駒寺野新田251-14 http://www.i-ject.com

1741 有限会社ハートフル 金融・保険業 埼玉県 坂戸市千代田4-10-19
1742 馬場食品工業株式会社 製造業 埼玉県 川越市神明長45番地1

1743
株式会社ワールドリサー
チ

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市脇田本町28-27

1744
株式会社光システムセン
ター

不動産業 埼玉県 川越市脇田本町29-12

1745 有限会社山口油材 卸売・小売業 埼玉県 川越市小仙波671

1746
エムエス観光バス株式会
社

運輸業 埼玉県 川越市石原町2-2-3 http://www.ms-bus.com

1747 有限会社香取観光バス 運輸業 埼玉県 ふじみ野市西2-7-15 http://www.katorikankou.co.jp/

1748 有限会社香取観光
生活関連サービ
ス・娯楽業

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

1749 六三四堂印刷株式会社 製造業 埼玉県 川越市脇田本町25-14 http://www.musashido-insatsu.co.jp

1750
株式会社ホンダプロモー
ション

卸売・小売業 埼玉県 川越市砂新田129 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-kawagoe/

1751
株式会社ニューフジフー
ズサービス

飲食店・宿泊業 埼玉県 川越市砂新田129 http://www.ext-fed.com/newfujifoodsservice/

1752 株式会社ニュー富士 飲食店・宿泊業 埼玉県 川越市砂新田129 http://www.ext-fed.com/new-fuji/

1753 ぽんて 医療・福祉 埼玉県
坂戸市和泉町二町目15番地
4

http://nijinoie.or.jp

1754 ぽんてなないろ 医療・福祉 埼玉県 坂戸市伊豆の山町2番7 http://nijinoie.or.jp

1755
社会福祉法人邑元会特別
養護老人ホームあかつき

医療・福祉 埼玉県
埼玉県深谷市藤野木１１７
番地

http://akatsuki.yugenkai.or.jp

1756
株式会社メディカルパ
ティオあすなろ薬局南与
野店

卸売・小売業 埼玉県
さいたま市中央区鈴谷2-
636-1

ｈｔｔｐ：//www.medicallpation.com/pharmacy04/



1757
株式会社パティナスあす
なろ鍼灸整骨院

医療・福祉 埼玉県 狭山市南入曽642-5 ｈｔｔｐ：//www.asunaro-shinkyu.com/

1758 株式会社本郷屋
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 草加市神明1-11-4 http://hongouya.com/

1759
株式会社オーナーサポー
トコンサルティング

不動産業 埼玉県
さいたま市大宮区大門町3-
22-2

http://www.no1-osc.com

1760 株式会社東京チタニウム 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

1761 桜田電設株式会社 建設業 埼玉県
さいたま市西区内野本郷
617-70

http://sakurada-d.co.jp

1762 株式会社エコロジテム 運輸業 埼玉県 東松山市下唐子1,554 http://www.eco-logitem.co.jp

1763 株式会社大村製作所 製造業 埼玉県 東松山市下唐子1,606 http://www.ohmurasei.co.jp/

1764 株式会社小島光学製作所 製造業 埼玉県 秩父郡東秩父村御堂740-1 http://www.kojima-kogaku.co.jp

1765 関口産業株式会社 製造業 埼玉県 東松山市下唐子1,955 http://www.sekiguchi-sangyo.com

1766
セキネシール工業株式会
社

製造業 埼玉県 比企郡小川町下里1,503 http://www.sekineseal.co.jp

1767 高橋精機株式会社 製造業 埼玉県 東松山市大字新郷88-20

1768
ニチバンプリント株式会
社

製造業 埼玉県
比企郡小川町大字西古里
925-1

http://www.nichibanprint.co.jp/

1769
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554

1770
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/

1771 飯能商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 飯能市本町1-7 http://www.hanno-cci.org/

1772
株式会社ワイ・イー・
データ

製造業 埼玉県 入間市新光182 http://www.yedata.co.jp

1773 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

1774 共和電機株式会社 建設業 埼玉県 秩父市寺尾3,955-1 http://www.kyowa-jp.co.jp/d

1775 株式会社タイセー 製造業 埼玉県 秩父市下吉田6,972 http://mkt-taisei.co.jp/

1776 太洋建設株式会社 建設業 埼玉県 秩父市近戸町15-13

1777 株式会社タナカ技研 製造業 埼玉県
秩父郡小鹿野町下小鹿野
1,658

http://www.tanakagiken.co.jp

1778
株式会社三喜ビジネス
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1-20-1 http://www.myfavorite.bz/miki/pc/

1779 有限会社山口製作所 製造業 埼玉県 吉川市小松川667-2 http://www.yamaguchiss.com

1780
エヌ・ティ・ティシステ
ム開発株式会社

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

1781
秩父エレクトロン株式会
社

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

1782 秩父電子株式会社 製造業 埼玉県 秩父市山田2,178 http://www.ec-kk.co.jp

1783 株式会社寺尾工芸 製造業 埼玉県 秩父市寺尾2,804-4
1784 株式会社和銅鉱泉旅館 飲食店・宿泊業 埼玉県 秩父市黒谷822-1 http://www.wadoh.co.jp

1785 小沢電気工事株式会社 建設業 埼玉県 行田市宮本15-8 http://www.ozawadenki.co.jp

1786
医療法人弘人会　中田病
院

医療・福祉 埼玉県 加須市元町6-8 http://www.nakada-hp.com

1787
株式会社ファイブイズ
ホーム

建設業 埼玉県 行田市持田3-2-17 http://www.fiveishome.jp/

1788 有限会社フクシ　藤の里 医療・福祉 埼玉県 加須市鴻茎2,168-1 http://2943.jp
1789 儘田産業株式会社 卸売・小売業 埼玉県 羽生市南5-3-21 http://www.mamada-web.com

1790 社会福祉法人大吉会 医療・福祉 埼玉県 越谷市大吉552-1 http://www.ooyoshikai.jp

1791 第一線材鋼業株式会社 建設業 埼玉県 越谷市南越谷4-18-12 http://www.daiichi-senzai.com

1792
田辺工業株式会社埼玉技
術センター

建設業 埼玉県 吉川市旭3-4 http://www.tanabe-ind.co.jp

1793
ティーエルロジコム株式
会社吉川支店

運輸業 埼玉県 吉川市旭1-1 http://www.tl-logicom.co.jp

1794 草加商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 草加市中央2-16-10 http://www.sokacity.or.jp

1795
ムサシパッケージ株式会
社

製造業 埼玉県 草加市弁天4-24-26

1796
学校法人武田学園　ルンビ
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/

1797 有限会社横綱 医療・福祉 埼玉県 坂戸市中富町73-27 http://www.sakado-kids.com



1798 株式会社書楽 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

1799 有限会社いずみ製作所 製造業 埼玉県 川口市柳崎2-19-25 http://www.izumiseisakusyo.co.jp

1800
有限会社ユタカ電機製作
所

製造業 埼玉県 皆野町大字皆野1,632 http://www.yutakadenki.jp

1801 有限会社川連制作所 製造業 埼玉県 横瀬町横瀬508 http://www12.plala.or.jp/kawa-ltd/

1802
株式会社アグリカル
チャーセンター

製造業 埼玉県 秩父市神宮地町30-20

1803 株式会社埼玉富士 製造業 埼玉県 秩父市山田783 http://www.saitamafuji.co.jp/

1804 日本施設株式会社 建設業 埼玉県 秩父市下宮地9-8
1805 関東粉化工業有限会社 製造業 埼玉県 皆野町大字皆野3,053-3
1806 株式会社山口組 建設業 埼玉県 秩父市大野原1,333 http://www.yg1.co.jp

1807
ボッシュ株式会社東松山
工場

製造業 埼玉県 東松山市箭弓町3-13-26 http://www.bosch.co.jp

1808 竹澤サービス株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 小川町大字靭負113 http://www.takezawa-s.com

1809 有限会社安藤螺子制作所 製造業 埼玉県 小川町大塚556

1810 株式会社クリディアル 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

1811 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

1812 日東商工株式会社 製造業 埼玉県 日高市原宿400

1813
北川辺学童保育の会　げ
んきクラブ

教育・学習支援
業

埼玉県 加須市麦倉1,190

1814 株式会社ベルク 卸売・小売業 埼玉県 寄居町用土5,456 http://www.belk.jp

1815 嵐山町商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 嵐山町菅谷445-1 http://www.ranzan.or.jp

1816
株式会社昭工舎　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/

1817 株式会社オガワ制作所 製造業 埼玉県 小川町小川1,272 http://www.ogawa-mfg.co.jp

1818 株式会社新堀製作所 製造業 埼玉県 日高市大字新堀301-1 http://www.niihori-ss.co.jp

1819 有限会社角仲林業 農業・林業 埼玉県 秩父市大滝963 http://www.kakunaka-chichibu.com

1820 有限会社システック 医療・福祉 埼玉県 深谷市東方3,768-17

1821
エス・ピー・アイ・イグ
ティブ株式会社

建設業 埼玉県 熊谷市肥塚697-3 http://sora.spino.jp/

1822
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353-52

1823 株式会社シュトルツ 製造業 埼玉県 さいたま市南区辻6-2-4 http://www.stolz.co.jp

1824 株式会社ユニックス
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 蕨市塚越2-3-14 http://www.uniz.co.jp

1825 株式会社角田 製造業 埼玉県 熊谷市久保島936-1 http://www.k-tsunoda.co.jp

1826 株式会社白山制作所 製造業 埼玉県 飯能市新光1番地 http://www.hakusan-mfg.co.jp

1827
株式会社日本グリーン企
画

建設業 埼玉県 深谷市人見479-4 http://green634.co.jp

1828

社会福祉法人埼玉療育友
の会
　障害者支援施設　山鳩
よりい

医療・福祉 埼玉県 寄居町大字藤田322-1 http://yamabato-yorii.net/

1829 シャロム電子株式会社 製造業 埼玉県 飯能市岩渕425-1 http://www.cdk-shalom.co.jp/

1830
丸美屋食品工業株式会社
埼玉工場

製造業 埼玉県 日高市旭ヶ丘995 http://www.marumiya.co.jp

1831 飯能資材株式会社 建設業 埼玉県 飯能市双柳760-14 http://www.hanno.co.jp

1832 株式会社水花
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 熊谷市肥塚1,094-1

1833 株式会社藤沢商事 製造業 埼玉県 熊谷市問屋町2-5-5 http://www.fujisawa-s.co.jp/

1834 社会福祉法人花園公益会 医療・福祉 埼玉県 深谷市小前田2,677 http://flowervilla.or.jp/

1835 株式会社パクセル 卸売・小売業 埼玉県 熊谷市弥藤吾2,125-1

1836
有限会社フレッシュサン
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

1837
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

1838
株式会社地研コンサルタ
ンツ

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川越市脇田本町11番地27 http://www.chikencon.co.jp

1839
マイスター社会保険労務
士　飯田事務所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 東松山市上唐子1418-3 http://www.sr-meister.com



1840 有限会社テックワン
その他のサービ
ス業

埼玉県 川越市小堤665-7 http://www.tech1.co.jp

1841
医療法人直心会　帯津三
敬病院

医療・福祉 埼玉県 川越市大字中居545番地 http://www.obitsusankei.or.jp

1842 株式会社金田工業 建設業 埼玉県
埼玉県蓮田市江ヶ崎1537-
10

1843
株式会社　ＡＩコンツェ
ルン

運輸業 埼玉県 八潮市大曽根2,198 http://webservice.main.jp/ai-kon.co.jp

1844 有限会社　チェックマン 運輸業 埼玉県 上尾市平方4,248-5

1845
株式会社　Ｎ－Ｋワーク
ス

製造業 埼玉県 川口市青木1-22-6 http://www.n-k-works.co.jp

1846
社会保険労務士事務所ス
テラコンサルティング

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

1847 株式会社彩 卸売・小売業 埼玉県
所沢市松葉町4-25　オハナ
ビル

1848
医療社団法人白報会　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/

1849 株式会社高砂精密 製造業 埼玉県 川越市古谷上2,699-1 http://homepage2.nifty.com/takasago-s/

1850 株式会社栄光
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

1851
株式会社エヌ・イー・エ
ス

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市桜区新開1-10-
10

http://www.kknes.com

1852
NICHIGAS Communications
株式会社

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

1853 フォーク株式会社 製造業 埼玉県 加須市土手1-11-24 http://www.folk.co.jp

1854 アルマックス 金融・保険業 埼玉県 川越市南田島533-1

1855 城南木材市場株式会社
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

1856 髙橋通信株式会社 建設業 埼玉県
さいたま市北区宮原町3-
510-2

1857 株式会社共同土木
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 上尾市原新町26-1 http://www.kyodohdoboku.co.jp

1858 シオン理容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
さいたま市岩槻区本町1-4-
20

1859
社会福祉法人新 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

1860
有限会社みずほトラベル
サービス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
富士見市西みずほ台1-1-3-
111

1861
有限会社第一ｺﾝｻﾙﾃﾝﾝｸﾞ･ｵ
ﾌﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 飯能市新町15-3

1862 医療法人豊仁会三井病院 医療・福祉 埼玉県 川越市連雀町19-3 http://www.mitsui-hospital.com

1863 株式会社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

1864
学校法人石井学園　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/

1865
アイスター有限会社アフ
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1,080 http://www.ai-star.com

1866
株式会社シ・エイチ・エ
ス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
新座市東北2-30-21　宮原
ビル３階

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

1867 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

1868
株式会社甲和オートサー
ビス

卸売・小売業 埼玉県 熊谷市久下4-1 http://www.kouwaauto.co.jp/

1869
シグマベンディングサー
ビス株式会社

運輸業 埼玉県
さいたま市大宮区桜木町4-
242

http://www.sigma-obs.co.jp

1870 蕨商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 蕨市中央5-1-9 http://www.warabicci.org

1871 埼玉新都市交通株式会社 運輸業 埼玉県
北足立郡伊奈町大字小室
288

http://www5.ocn.ne.jp/~snut

1872
一般社団法人埼玉県商工
会議所連合会

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市大宮区桜木町1-
7-5

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

1873 上尾商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 上尾市二ツ宮750 http://www.ageocci.or.jp



1874 秩父商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 秩父市宮側町1-7 http://www.chichibu-cci.or.jp/

1875 株式会社ボン
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

1876 株式会社ニューウェーブ 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

1877 株式会社マルヨシ 不動産業 埼玉県 越谷市大沢3-19-11 http://0021.tol

1878
株式会社トミナガアカデ
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

1879
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/

1880
アリス東亜ＤＫＫ株式会
社

製造業 埼玉県 狭山市大字北入曽613

1881 株式会社豊美 卸売・小売業 埼玉県 東松山市石橋1,688-1

1882 株式会社エバンス 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

1883 エイシンテクノ 製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-38

1884
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

1885
社会福祉法人相愛福祉会
すみれの里・川越

医療・福祉 埼玉県
川越市古谷本郷下組1,487-
1

http://www.kawatsuru-g.jp

1886
医療法人恵雄会　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

1887
医療法人恵雄会　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

1888
社会福祉法人相愛福祉法
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

1889
社会福祉法人相愛福祉会
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

1890
医療法人恵雄会　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

1891
株式会社ＩＳＰアカデ
ミー川越校

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

1892
医療法人歯健長壽会　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

1893 有限会社泰然
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

1894 有限会社山本美創 製造業 埼玉県 熊谷市肥塚550-13 http://www.y-kanban.jp

1895
株式会社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/

1896 フジ化学株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 坂戸市千代田5-1-6 http://www.fujikagaku.com/

1897 有限会社あおば調剤薬局 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市北区日進町2-
925-3

http://www.aoba-mc.net

1898 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/

1899
有限会社深谷配合粘土工
業

製造業 埼玉県 深谷市明戸597 http://www.fukanen.jp/

1900 株式会社サンアイホーム 建設業 埼玉県 熊谷市石原343-1 http://www.suni-home.co.jp

1901 有限会社栄興 卸売・小売業 埼玉県 加須市戸川713 http://di-planning1.co.jp

1902
株式会社エボルバビジネ
スサポート

専門・技術サー
ビス業

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

1903 有限会社丸豊住販 不動産業 埼玉県 所沢市緑町3-36-18 http://marutoyo-j.jp/

1904 さいたま商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市浦和区高砂3-
17-15

http://www.saitamacci.or.jp

1905 株式会社創和リハウス 建設業 埼玉県
志木市本町5-14-19　沼尻
ビル

http://www.sowa-rehouse.com/

1906 株式会社荒川瀧石 農業・林業 埼玉県 秩父市荒川上田野772

1907
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/

1908 三花自動車株式会社 卸売・小売業 埼玉県 越谷市宮本町5-243 http://www.sanhana,co.jp

1909 東邦化研株式会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 越谷市流通団地3-3-8 http://www.tohokaken.co.jp/

1910 髙元建設株式会社 建設業 埼玉県 越谷市御殿町2-11 http://www.takamoto-cnst.co.jp

1911 イチコー工業株式会社 建設業 埼玉県 朝霞市溝沼2-10-25 http://www.ichiko-k.co.jp



1912
センチュリー２１ハウス
ウェル株式会社

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

1913 株式会社アクアマリンズ 建設業 埼玉県
さいたま市岩槻区飯塚
1,323-7

1914 有限会社岩槻タクシー 運輸業 埼玉県
さいたま市岩槻区加倉1-1-
14

http://www.iwatuki-taxi.jp/

1915 株式会社市川 卸売・小売業 埼玉県 所沢市北岩岡368-2 http://www.ihc36.co.jp

1916 有限会社フジ企画印刷 製造業 埼玉県 川越市脇田新町16-9

1917 株式会社ビックサドー
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

1918 株式会社ワガクリナース
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/

1919 わがクリーニング
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

1920 株式会社トピック 製造業 埼玉県 川口市上青木1-7-36 http://www.topic-dic.com

1921 株式会社益基樹脂店 製造業 埼玉県 三郷市栄4-221-1

1922
ケイケイプロセス株式会
社

製造業 埼玉県 川口市柳崎5-3-6 http://www.kkprocess.co.jp

1923 株式会社翔和 製造業 埼玉県 越谷市川柳町2-544 http://www.j-showa.com/

1924 有限会社クニタケ 製造業 埼玉県
さいたま市南区根岸2-10-
16

1925 株式会社Ｄｅｃｉｄｅ
教育・学習支援
業

埼玉県 入間市下藤沢1,313-4

1926
あいおいニッセイ同和
エージェンシー株式会社

金融・保険業 埼玉県 狭山市富士見1-28-25 http://www.ind-agency.com/

1927
株式会社トップセキュリ
ティ

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市大宮区三橋1-
1,329

1928 株式会社松島製本 製造業 埼玉県 新座市馬場1-1-12

1929
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
519-1

http://www.mercury.or.jp

1930
株式会社タカインフォテ
クノ

情報通信業 埼玉県 川越市脇田本町22-2 http://taka-infotechno.co.jp

1931 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

1932 秋山建材工業株式会社 建設業 埼玉県 北足立郡伊奈町小室5,060 http://akiyamakenzai.com

1933 株式会社躍進 建設業 埼玉県
さいたま市見沼区中川106-
1

http://www.yakushin.jp

1934 株式会社プラテック 製造業 埼玉県
さいたま市岩槻区笹久保
1,137-2

1935
株式会社ブリティッシュ
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

1936 株式会社タガヤ 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市岩槻区本町4-3-
3

1937
ユナイテッドインシュア
ランス株式会社

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

1938
竹澤サービス株式会社
川越営業所

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川越市南台3-1-3 http://takezawa-s.com

1939 アサヒ金属工業株式会社 製造業 埼玉県 川口市朝日3-2-14 http://asahi-metals.com/

1940 アスリート工業株式会社 製造業 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷6-9-16 http://www.athlete-kogyo.co.jp

1941 伊藤鉄工株式会社 製造業 埼玉県 川口市元郷3-22-23 http://www.i-g-s.co.jp

1942 エース工業株式会社 製造業 埼玉県 蕨市中央1-35-3 http://www.ac.auone.net.jp/~ace.co/

1943 株式会社エスビーケイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 戸田市本町4-4-16 http://www.s-b-k.co.jp

1944 NPO法人　友垣の里 医療・福祉 埼玉県 川口市上青木西3-3-18

1945 ガッドブレス株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 川口市中青木2-1-3 http://www.g-bless.co.jp

1946 川口鋳物工業協同組合
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川口市元郷2-1-3 http://www.kawaguchi-imono.jp

1947 川口機械工業協同組合
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川口市本町3-3-6 http://www.machinemate.or.jp

1948 柳川株式会社 医療・福祉 埼玉県 川越市鯨井1,556-2

1949 川口市農業協同組合
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川口市坂下町1-9-6 http://www.ja-kawaguchishi.or.jp/



1950 共和熱処理株式会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 川口市領家5-5-20

1951 株式会社銀座コージー 製造業 埼玉県 川口市上青木6-35-7 hhtp://www.cozycorner.co.jp

1952
医療社会福祉法人厚生会
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/

1953
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

1954 児玉鋳物株式会社 製造業 埼玉県 川口市本町4-9-3 http://www.cablenet.ne.jp/~kodama-h/

1955 株式会社埼京印刷 製造業 埼玉県 戸田市笹目南町27-25 http://www.saikyo-pr.jp

1956 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/

1957
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

1958 株式会社三愛電機 製造業 埼玉県 川口市東領家4-3-4

1959
医療法人産育会　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

1960
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

1961 株式会社誠興社 建設業 埼玉県 川口市芝中田1-24-11 http://www.kk-seikosha.co.jp/

1962 株式会社佐藤製作所 製造業 埼玉県 川越市芳野台1-103-3

1963
株式会社メディカルパ
ティオなごみ薬局川越店

医療・福祉 埼玉県 川越市岸町3-13-2 http://www.medicalpatio.com/pharmacy05/

1964 株式会社東京ドーナツ 製造業 埼玉県 ふじみ野市福岡新田260-4 http://tokyo-doughnut.co.jp

1965
社会福祉法人邑元会特別
養護老人ホームかがやき

医療・福祉 埼玉県 埼玉県深谷市成塚213番地 http://akatsuki.yugenkai.or.jp

1966 有限会社いなすず 医療・福祉 埼玉県 埼玉県熊谷市道ケ谷戸230
1967 株式会社木村カラー 建設業 埼玉県 埼玉県熊谷市肥塚2-2-16 http://www.kimuracolor.co.jp

1968 合同会社Ｏ・ａ・ｓｉｓ
その他のサービ
ス業

埼玉県 埼玉県幸手市東2-19-28 http://ｗｗｗ．o-ａ-ｓｉｓ．Ｊｐ

1969 すずらん介護サービス 医療・福祉 埼玉県
川口市木曽呂805アルカ
ディア104

1970 FAST＆EASY
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 所沢市東所沢和田2-17-11

1971 株式会社古谷福祉音芸 医療・福祉 埼玉県 所沢市星の宮2-3-29

1972 株式会社ベンチャー広報
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 さいたま市桜区神田259-3 http://www.v-pr.net

1973 株式会社橋本製作所 製造業 埼玉県 川越市芳野台1-103-50 http://www.kkhashimoto.co.jp

1974 株式会社椿本鋳工 製造業 埼玉県 飯能市新光20 http://www.tsubakimoto.jp/tic/

1975 日高市商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 日高市大字南平沢1,083 http://www.shokokai.or.jp/11/hidaka/

1976 観光タクシー有限会社 運輸業 埼玉県 東松山市若松町1-1-17 http://kankotaxi.web.fc2com/index.html

1977
有限会社東和管理サービ
ス

不動産業 埼玉県 草加市旭町3-5-7 http://touwa-ks.com/

1978
有限会社ふれあいネット
ワーク

医療・福祉 埼玉県 鴻巣市上谷2,231-1 http://www.fureainet.jp/

1979
ナルミナス・キャリア株
式会社

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/

1980 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

1981 株式会社テライ 製造業 埼玉県 羽生市北袋632

1982 合同会社Place
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
北足立郡伊奈町小室4,703-
1

1983
有限会社さつきケアサー
ビス

医療・福祉 埼玉県 行田市荒木2,131-3 http://www.satsukihome.co.jp

1984
社会福祉法人永楽会特別
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

1985
有限会社野崎プラス
ティック工業所

製造業 埼玉県 川越市下広谷1,102

1986 株式会社リンクス 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

1987 株式会社アルナ 卸売・小売業 埼玉県
さいたま市緑区大崎2,562-
26

1988 有限会社いりそ不動産 不動産業 埼玉県 狭山市南入曽560 http://ｉｒｉｓｏ．iｎｆｏ

1989
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



1990
甲斐エレトロニクス株式
会社

製造業 埼玉県 狭山市狭山台4-24-20 ｈｔｔｐ：//ｋａｉ－ｅlｃ．co．ｊｐ　　　

1991 株式会社シンミドウ
その他のサービ
ス業

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　　

1992 株式会社ジーピーエム 建設業 埼玉県 所沢市北原町866-16 http://g-p-m．ｃｏ．Ｊｐ　

1993 株式会社和孝 不動産業 埼玉県
さいたま市南区南本町1-
12-13幹ビル4Ｆ

http://www．gaisou-wako.co.jp　　

1994 廣島電子工業株式会社 製造業 埼玉県 戸田市新曽2,245

1995 有限会社テック大宮
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県
さいたま市見沼区蓮沼199-
5

1996
有限会社プラスアル
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　

1997
株式会社谷澤総合コンサ
ルタント

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 富士見市ふじみ野西1-20-6 http://www．yazawasougou.co.jp

1998
非営利法人ぽぽらーと
さとっこ

医療・福祉 埼玉県 三郷市幸房1,057-3

1999
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

2000 株式会社鈴木人形 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

2001
日本フェルト株式会社埼
玉工場

製造業 埼玉県 鴻巣市原馬室88 http://www．felt.co.jp

2002
株式会社ウェルディング
アロイズ・ジャパン

その他のサービ
ス業

埼玉県 久喜市菖蒲町昭和沼24-1 http://www．waj.co.jp

2003 株式会社森村自動車 卸売・小売業 埼玉県
児玉郡上里町神保原町841-
1

http://morimaru.com

2004 株式会社須賀 建設業 埼玉県 児玉郡上里町金久保1,095

2005 有限会社いりプロパン
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 児玉郡上里町五明643-1

2006 株式会社上里建設 建設業 埼玉県 本庄市見福3-14-14 http://kamiken.info

2007
ラジエンスウエア株式会
社

その他のサービ
ス業

埼玉県 児玉郡上里町堤696-7 http://www．radianceware.co.jp

2008 株式会社はせがわ 卸売・小売業 埼玉県 児玉郡神川町新宿48-3
2009 有限会社マチダサポート 製造業 埼玉県 児玉郡神川町新里182-5
2010 有限会社埼北陸自 運輸業 埼玉県 児玉郡神川町植竹543-1
2011 株式会社塚本ルーフ 建設業 埼玉県 児玉郡神川町八日市182-2 http://www．tsukamoto-yane.com

2012 報徳石産株式会社
鉱業・採石業・
砂利採取業

埼玉県 児玉郡神川町元阿保47-2

2013
有限会社スマイルサービ
ス

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡美里町阿那志775

2014 株式会社坂井住設 建設業 埼玉県 児玉郡美里町白石1,452-16 http://www．sakaijyuusetu.co.jp

2015 株式会社ニューエイト
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡美里町沼上1,266-4 http://www．autopark8.com/

2016 株式会社小林畜産 卸売・小売業 埼玉県 児玉郡美里町関70 http://www14.ocn.ne.jp

2017 有限会社こめ吉商店 卸売・小売業 埼玉県 本庄市千代田1-3-33

2018
株式会社ビジネスサポー
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

2019 マルキ工業株式会社
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

2020 有限会社根岸設備
電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県 本庄市本庄4-8-38

2021 有限会社岡芹タイル商会 建設業 埼玉県 本庄市今井723-1

2022 株式会社サイセキ
その他のサービ
ス業

埼玉県 本庄市若泉3-4-7

2023
株式会社シックスサービ
ス

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡上里町七本木2,881 http://www．six-service.co.jp

2024 高橋自動車株式会社 卸売・小売業 埼玉県
児玉郡上里町七本木2,913-
2

http://www．takahashi-car.com

2025 有限会社ロイヤル工業 製造業 埼玉県 児玉郡美里町関2,072-3

2026 サン英クリーンサービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
児玉郡上里町七本木896-1
ドゥプレックスⅡ103

2027 坂本建興株式会社 建設業 埼玉県 本庄市前原2-1-13
2028 有限会社ケンコー 建設業 埼玉県 本庄市前原2-1-13
2029 アベ建材有限会社 建設業 埼玉県 本庄市栄1-4-38 http://ｗｗｗ8.plala.or.jp



2030 社会福祉法人宥和 医療・福祉 埼玉県 本庄市北堀2,041
2031 株式会社グッドワン 建設業 埼玉県 本庄市見福4-2-16
2032 株式会社三立製作所 製造業 埼玉県 本庄市千代田2-1-17

2033 フリージア株式会社 医療・福祉 埼玉県
児玉郡上里町七本木3,617-
7

2034 株式会社髙邦運輸 運輸業 埼玉県 本庄市今井548-4

2035 株式会社東庄
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 本庄市朝日町3-1-40 http://www.tosyo-co.jp/company.html

2036 むさしサービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 本庄市朝日町3-1-40

2037 有限会社三宅不動産 不動産業 埼玉県 本庄市見福2-8-14
2038 本庄福島病院 医療・福祉 埼玉県 本庄市北堀1,780

2039
株式会社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

2040 武正株式会社 卸売・小売業 埼玉県 本庄市前原2-3-25 http://www．takemasa.co.jp

2041 温井住設株式会社 建設業 埼玉県 本庄市若泉1-11-30 http://www．nukui-j.net

2042 株式会社関口組 建設業 埼玉県 本庄市日の出2-1-46
2043 株式会社高岸塗装 建設業 埼玉県 本庄市柏1-7-16

2044
埼玉北部ヤクルト販売株
式会社

卸売・小売業 埼玉県 本庄市東台4-8-4 http://www．mahokubu-yakult.co.jp

2045
医療社団法人服部クリ
ニック

医療・福祉 埼玉県 本庄市東台4-1-22

2046 社団法人本庄法人会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 本庄市朝日町3-1-35 htto://www．honjohojinkai.jp

2047 有限会社シーピーエス
教育・学習支援
業

埼玉県 本庄市南2-4-5BAビル1F http://www.cpsnet.jp

2048 株式会社上武 製造業 埼玉県 本庄市共栄116 http://www.jo-buco.jp

2049 神川町商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡神川町植竹900-4 http://www.shokokai.or.jp

2050
株式会社日本ヒーティン
グプラン

製造業 埼玉県 本庄市見福4-2-16 http://www.raiz.info

2051 有限会社高橋工業 運輸業 埼玉県 本庄市共栄56-1 http://takahasikougyou.jp/

2052 山照共和株式会社 製造業 埼玉県 本庄市今井354-4

2053 株式会社イーグル
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 本庄市仁手1612-3

2054
有限会社本庄ニューグン
イチ

製造業 埼玉県 本庄市若泉3-7-3

2055 金子熱機工業株式会社 製造業 埼玉県 本庄市台町927-1
2056 株式会社誠和 製造業 埼玉県 本庄市小島南3-9-10
2057 株式会社横尾材木店 建設業 埼玉県 本庄市本庄1-1-7 http://www.yo-ko-o.com

2058 真下建設株式会社 建設業 埼玉県 本庄市日の出1-5-7 http://www.mashimo.co.jp

2059 本庄生コン株式会社 製造業 埼玉県 児玉郡上里町大御堂95
2060 有限会社マルエー 卸売・小売業 埼玉県 本庄市西富田281-1
2061 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3,005 http://www．saihoku-mmc.com

2062 医療法人柏成会青木病院 医療・福祉 埼玉県 本庄市下野堂1-13-27
2063 高橋ソース株式会社 製造業 埼玉県 本庄市下野堂604-7 http://www．takahashisauce.com

2064 有限会社本庄研磨工業所 製造業 埼玉県 本庄市寿3-1-15

2065
株式会社矢島防水布加工
所

製造業 埼玉県 本庄市小島2-2-19

2066 上里町商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡上里町七本木925-6 http://www．syokoukai.or.jp

2067 株式会社ウラノ 製造業 埼玉県 児玉郡上里町七本木3,563 http://www．kk.uramo.jp

2068
医療法人博成会中央歯科
医院

医療・福祉 埼玉県 本庄市駅南2-15-3 http://www．chuo-dental.com

2069 本庄ガス株式会社
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

2070 児玉商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡児玉町児玉325-5 http://ｗｗｗ.syokoukai.or.jp/kodama

2071 株式会社サン21
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
本庄市千代田3-2-11丸山店
舗

2072 株式会社才武給食 製造業 埼玉県 本庄市小島6-11-37
2073 横尾建設株式会社 建設業 埼玉県 本庄市小島6-11-67 http://ｗｗｗ.yokoo-ke.co.jp

2074 金田理化学工業株式会社 卸売・小売業 埼玉県 本庄市銀座2-12-16
2075 株式会社サイセン 医療・福祉 埼玉県 本庄市日の出3-7-9 http://www.saisen.biz/html/overview/overview.html



2076 本庄測量設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 本庄市本庄3-5-7

2077 永井運輸株式会社 運輸業 埼玉県 児玉郡美里町北十条400-1

2078 美里町商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 児玉郡美里町木部323-3

2079 岡崎電機株式会社 製造業 埼玉県 本庄市寿3-2-47
2080 福島工業株式会社 製造業 埼玉県 本庄市北堀1,509

2081
本庄ケーブルテレビ株式
会社

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/

2082 PLAMO株式会社 製造業 埼玉県 本庄市仁手279 http://www.plamo-k.com

2083 本庄商工会議所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 本庄市朝日町3-1-35 http://www.honjocci.or.jp

2084 有限会社野口石材 建設業 埼玉県 本庄市滝瀬1434

2085
アン・モール・エーケー
株式会社

卸売・小売業 埼玉県 本庄市東台5-4-13

2086 井河自動車株式会社 卸売・小売業 埼玉県 本庄市東台1-4-14
2087 有限会社御菓子司せきね 製造業 埼玉県 本庄市中央3-3-41
2088 有限会社鈴木不動産 不動産業 埼玉県 本庄市銀座2-10-9 http://wwwl.ocn.ne.jp

2089 竹並建設株式会社 建設業 埼玉県 本庄市西富田303-1 http://www.takenami.co.jp

2090
特定非営利活動法人ワク
ワクボード

医療・福祉 埼玉県
本庄市けや木1-26-18STビ
ル２階

www.catnet.jp/wakuwakubo_do/

2091
株指揮会社ジャパンエク
シード

医療・福祉 埼玉県 本庄市下野堂1-20-8 http://www.gokannosato.com

2092 株式会社大野木産業 卸売・小売業 埼玉県 本庄市銀座2-10-12
2093 株式会社Carpediem 卸売・小売業 埼玉県 川越市山田1430-1 http://Carpediem.tenaya.jp

2094 みすゞ機械工業株式会社 製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-7 http://www.misuzu-kk.net

2095
株式会社日本総合音楽研
究

卸売・小売業 埼玉県 川越市大仙波973-8 http://www.on-ken.co.jp

2096
一般社団法人川越市医師
会介護老人保健施設　い
ぶき

医療・福祉 埼玉県 川越市大字下赤坂1501-1 http://roken-ibuki.com

2097 株式会社木島陸運 運輸業 埼玉県
埼玉県熊谷市佐谷田489番
地1

http://www.kijiriku.co.jp

2098 社会福祉法人両宜会 医療・福祉 埼玉県 埼玉県深谷市長在家3976 http://www.hibiki-r.com

2099 株式会社　今村組 建設業 埼玉県 幸手市南1-13-20

2100 株式会社　K-ZONE 建設業 埼玉県
さいたま市岩槻区並木1-
21-3

2101 有限会社　加藤バルサム 製造業 埼玉県 白岡市篠津13-4 http://www.katobalsam.com

2102 株式会社　Raise
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
越谷市北越谷4-24-19 ﾌﾟﾘﾝ
ｾｽ黒田5号館1F

http://www.richair.co.jp

2103 村田歯科クリニック 医療、福祉 埼玉県
春日部市中央1-11-3 ﾑﾂﾐﾌﾟ
ﾗｻﾞﾋﾞﾙ2F

http://www.muratadental.com

2104 alma
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
春日部市中央2-15-8 ｻﾝｼﾃｨ
春日部1F

2105 株式会社　Lien 建設業 埼玉県 春日部市増戸671-1
2106 久喜不動産　株式会社 不動産業 埼玉県 久喜市久喜中央1-5-24 http://www.kukifudousan.jp/

2107 渡辺歯科医院 医療、福祉 埼玉県
白岡市西6-5-2 ﾏﾐｰﾏｰﾄ白岡
西店内

http://shiraoka-watanabeshika.com/

2108
合同会社　ワークアウト
プラス

医療、福祉 埼玉県 吉川市吉川団地1-6-101 http://workoutplusllc.wix.com/marvelous-reha

2109 有限会社　共伸工業 建設業 埼玉県 久喜市吉羽307-4 http://www.kyoshinkogyo.com

2110 株式会社　Coco
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 草加市青柳5丁目28-8

2111 株式会社　BLINK
教育、学習支援
業

埼玉県 久喜市鷲宮4-10-36 http：//blink-stars.com

2112 アイデン　株式会社 製造業 埼玉県 久喜市八甫261-4 http://www.iden-co.jp

2113
総合デンキサービス　株
式会社

建設業 埼玉県 春日部市八丁目440-14 http://eksc.jp/

2114 彩光建設　株式会社 建設業 埼玉県 春日部市緑町2-8-51
2115 株式会社　麻生土木 建設業 埼玉県 春日部市増戸655-2
2116 株式会社　沙官弥 建設業 埼玉県 草加市八幡町466-12



2117 株式会社　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/

2118
株式会社　春日部設備工
業

建設業 埼玉県 春日部市西金野井369−1

2119
株式会社　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

2120
株式会社　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

2121 株式会社　ワタナベ製工 製造業 埼玉県 春日部市不動院野2135

2122 第一線材鋼業　株式会社 製造業 埼玉県
越谷市南越谷4丁目18番地
12

http://www.daiichi-senzai.com

2123 有限会社　大東鉄工 製造業 埼玉県 八潮市二丁目1023
2124 株式会社　三友工業 製造業 埼玉県 幸手市上吉羽2100-81 http://www.k-sanyu.co.jp

2125
株式会社　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

2126 株式会社　サイコン工業 製造業 埼玉県 春日部市豊野町2-8-2 http://www.k-saicon.co.jp

2127 株式会社　田野井製作所 製造業 埼玉県 白岡市岡泉953 http://www.tanoi-mfg.co.jp

2128
有限会社　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/

2129 高砂製菓　株式会社 製造業 埼玉県 久喜市北青柳1337-1 http://takasagoseika.co.jp

2130
株式会社　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

2131 株式会社　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

2132 株式会社　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

2133
有限会社　アイズテレコ
ム

情報通信業 埼玉県 春日部市栄町2-89-1

2134 株式会社　ノアシステム 情報通信業 埼玉県 春日部市大沼5-67-3 http://www.noasystem.com/

2135 山田運輸　有限会社 運輸業 埼玉県 春日部市増富454-6
2136 大和梱包運輸　株式会社 運輸業 埼玉県 春日部市小渕778-1 http://www.yamato-kk.jp/

2137
有限会社　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

2138 キャンドゥ　有限会社 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/

2139 有限会社　坂巻自動車 卸売・小売業 埼玉県 春日部市薄谷237-8

2140 有限会社　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/

2141 株式会社　オガワ総業 卸売・小売業 埼玉県 春日部市中央1-19-22 http://www.ogawasougyou.co.jp

2142 株式会社　ホソダ 卸売・小売業 埼玉県 春日部市小渕31 http://www.hosoda-nouki.com/

2143 有限会社　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

2144
有限会社　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

2145 株式会社　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/

2146
株式会社　カントクコー
ポレーション

卸売・小売業 埼玉県 白岡市荒井新田371-27 http://www/kantoku.co.jp

2147 株式会社　タカショウ 不動産業 埼玉県
春日部市中央1丁目51番地2
第6MKﾋﾞﾙ1F

http://www.takashou.co.jp

2148 株式会社　ＫＮホーム 不動産業 埼玉県 春日部市粕壁東2-9-20 http://www.knhome.jp

2149
株式会社　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

2150
株式会社　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

2151 有限会社　ＴＫＣ 飲食店、宿泊業 埼玉県 春日部市備後西3-12-48

2152
社会福祉法人　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

2153
医療法人　真明会　ファ
ミリークリニックまの

医療、福祉 埼玉県 春日部市千間1-59-5

2154 株式会社　アマチャ 医療、福祉 埼玉県 春日部市谷原3-13-5

2155
有限会社　かすかべ華ラ
イフケアサービス

医療、福祉 埼玉県 春日部市増富358-6 http://www.hana-lifecare.main.jp/

2156 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/



2157
株式会社　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
172

2158 株式会社　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/

2159
社会福祉法人　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 白岡市大字千駄野663-1

2160
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

2161
社会福祉法人　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

2162
株式会社　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

2163
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

2164
医療法人　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/

2165 有限会社　和の輪 医療、福祉 埼玉県
春日部市谷原1-18-1 ﾄﾞﾙﾐ
春日部111号

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

2166 株式会社　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

2167
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

2168 有限会社　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/

2169 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

2170 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 ﾒｿﾞﾝｺｰｼﾞⅡ103

2171
株式会社　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

2172
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1-57-10ｶﾞｰﾃﾞ
ﾝﾌｨｰﾙ1F

http://www.gloss-hair.jp

2173
富士コントロール　株式
会社

サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 久喜市栗橋東2-14-14 http://www.fco.co.jp

2174 株式会社　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

2175
株式会社　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

2176 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

2177 株式会社　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/

2178 アクト設計　株式会社
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10

2179 株式会社　たんぽぽ
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県さいたま市大宮区大
門町2-22-1

http://tannpopo.biz/

2180 株式会社　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



2181
株式会社　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 春日部市豊町1-21-5 http://fan-designer.com

2182 遠東金属　株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県 久喜市鷲宮193-1

2183 Ｍ's　Ａｒｔ 医療・福祉 埼玉県
春日部市中央1丁目15-1ﾏｯｸ
春日部ｺｰﾄ304

2184 わたなべ歯科 医療・福祉 埼玉県
春日部市中央1-21-2 第二
駐車場ﾋﾞﾙ1F

http:www.watanabeshika.net

2185 リエゾン　株式会社
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

2186 有限会社　くらびくる 医療、福祉 埼玉県
春日部市谷原2-6-7 ﾚｼﾞｰﾅ
壱番館102号

2187 日新精機　株式会社 製造業 埼玉県 春日部市南栄町12番地20 http://www.nissinseki.co.jp

2188 有限会社　ページワン 卸売・小売業 埼玉県 春日部市上大増新田244-2 http://homepage2.nifty.com/page-one/

2189 やぐち歯科医院 医療、福祉 埼玉県 春日部市粕壁5143

2190 昭和タクシー　有限会社 運輸業 埼玉県 白岡市小久喜552-9 http://saiwa.jp/saiwagroup.html

2191 有限会社　共和タクシー 運輸業 埼玉県 幸手市北2-17-7 http://saiwa.jp/saiwagroup.html

2192 株式会社　大成産業 卸売・小売業 埼玉県
春日部市中央6-8-24 第31ｱ
ｵｲﾋﾞﾙ2F

2193 株式会社　ケーテック 建設業 埼玉県
春日部市下大増新田40番地
3

2194 協和電機空調　株式会社 建設業 埼玉県 東京都北区浮間3-5-15-701 http://www.ceac-kyowa.com

2195 有限会社　クロイワ商事 運輸業 埼玉県 春日部市小渕998番地33 http://sky.geocities.jp/kuroiwasyouji/kaisya.htm

2196 株式会社　エーワ 製造業 埼玉県 春日部市南1丁目8番6号 http://www.eiwabox.com/

2197
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 春日部市梅田本町1-2-13 http://s-time.co.jp

2198
有限会社　ヘルスパーク
よつば薬局

医療、福祉 埼玉県 春日部市中央1-48-5

2199 株式会社　石原造園土木 建設業 埼玉県 春日部市神間653

2200
有限会社　アイライク
ホーム

建設業 埼玉県 春日部市中央8-2-5 http://ilikehome-co.com

2201
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

2202
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2-30-2 http://www.smi-p.co.jp

2203 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

2204 株式会社　大善 建設業 埼玉県 春日部市不動院野21番地
2205 株式会社　熊谷建設 建設業 埼玉県 越谷市七左町4-54

2206
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

2207 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/

2208 株式会社　光商事 卸売・小売業 埼玉県 春日部市牛島969-5 http://ｗｗｗ.ｋｋ-hikaritrading.co.jp

2209 株式会社　マルタチ 運輸業 埼玉県 白岡市西8丁目17番25

2210
有限会社　野原ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸｽ
埼玉営業所

製造業 埼玉県 白岡市彦兵衛178-1

2211 JUPITER
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
久喜市久喜東2-36-39フジ
マンション101

2212 有限会社　五十嵐工務店 建設業 埼玉県 春日部市牛島1500-36

2213 たろう保健整骨院 医療・福祉 埼玉県
春日部市大枝352-3山口マ
ンション102

http://ｗｗｗ.ｔａｒｏ-hｏｋｅｎ-ｓｅｉｋｏｔｕｉｎ.ｃｏｍ/

2214 ㈱テクノ 建設業 埼玉県 さいたま市見沼区南中丸 http://www.eye-techno.co.jp

2215
有限会社名栗温泉　大松
閣

飲食店・宿泊業 埼玉県 埼玉県飯能市下名栗917-1

2216 美容室フラップ
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 さいたま市桜区田島5-10-27 http://frap.hair.jp

2217
ナルミナス・キャリア株
式会社

教育・学習支援
業

埼玉県
富士見市ふじみ野西4-1-1
エスペラントビル4F

http://www.naluminous.com/takken/



2218 オリオン科学株式会社 製造業 埼玉県
川越市芳野台1丁目103番地
16

http://www.orion-science.co.jp/

2219 合同会社Accent
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
川越市新富町2-1-1川越ビ
ル3F

http://www.nail-eye-gemule.com

2220
株式会社カンキョウ・ク
リーン・システム

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 所沢市狭山ヶ丘2-107-88

2221 久野農園 農業・林業 埼玉県 比企郡小川町高谷1669-1 http://kunofarm.com

2222
有限会社ベッツ・カタオ
カ

医療・福祉 埼玉県 所沢市小手指町南4-34-4

2223

特定非営利活動法人　福
音の園・埼玉　デイサー
ビス　福音の園・川越
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1878番地1 http://www.geocities.jp/gospelgarden/

2224 有限会社たなカ島 卸売・小売業 埼玉県 埼玉県熊谷市広瀬490-1 http://www.tanakajima.co.jp

2225
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

2226 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

2227
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/

2228
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

2229 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

2230 遠山総合保険 金融・保険業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町清地
6-21-3

2231 株式会社　清水製作所 製造業 埼玉県 吉川市中井76

2232 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

2233 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

2234
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2丁目11番3号

2235
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

2236 森興業 建設業 埼玉県 三郷市東町227-2

2237 埼玉社労士オフィス
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
春日部市中央1丁目59-8 ｺﾝ
ﾌﾟﾚｰﾙ301号

http://www.sr-murata.jp

2238 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

2239
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/

2240 平九郎R 飲食店、宿泊業 埼玉県
春日部市中央1-2-6 M6ﾋﾞﾙ
1F

2241
株式会社　山中運輸　関
東営業所

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

2242
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

2243 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/

2244 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

2245
株式会社　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

2246 第一機材　株式会社 製造業 埼玉県 久喜市鷲宮3099 htttp://www.dkc.jp
2247 有限会社　清水陶業 建設業 埼玉県 久喜市除堀1321-1
2248 有限会社　萩原製作所 製造業 埼玉県 春日部市大場722

2249 ペコ動物病院
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
戸田市下前1－14－26ﾏﾝｼｮﾝ
戸田１階

2250 トウトクエンジ株式会社 製造業 埼玉県 三郷市小谷堀610 http://www.to-toku.co.jp

2251 株式会社セイユー 製造業 埼玉県 八潮市鶴ヶ曽根973 http://www.seiyu-p.jp

2252 浦和測量設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

埼玉県
さいたま市浦和区皇山町36
－12

http://www.urasoku.com/index.html

2253 南精機工業株式会社 製造業 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷3－21－17 http://www.minamiseiki.com/

2254 新座市商工会
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 新座市野火止1－9－62 http://2134sci.or.jp



2255 株式会社ＭＫ　ＡＵＴＯ 卸売・小売業 埼玉県 所沢市北中1－185-10 http://www.mk-auto.co.jp

2256 株式会社サカモト 建設業 埼玉県 飯能市山手町25－21 http://www.eco-sakamoto.co.jp

2257 株式会社高砂精密 製造業 埼玉県 川越市古谷上2699-1 http://www.takasago-pre.com

2258
東都フォルダー工業株式
会社（川越工場）

製造業 埼玉県 川口市前上町32-24 http://www.totofolder.jp

2259 坂戸市商工会
その他のサービ
ス業

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

2260 ふじみ野市商工会
その他のサービ
ス業

埼玉県 ふじみ野市上福岡1-5-14 http://www.fujimino-syokoukai.jp/

2261 株式会社ゆらり 医療・福祉 埼玉県 所沢市小手指町4-9-19

2262
特別養護老人ホームアイ
リス、アイリス弐番館

医療・福祉 埼玉県 川越市府川243-2

2263 有限会社アブロード
その他のサービ
ス業

埼玉県 所沢市くすのき台1-12-3F http://peachpot.com

2264
社会福祉法人八十八会上
福岡おひさま保育園

医療・福祉 埼玉県 ふじみ野市上福岡5-12 http://ohisama88.com/

2265
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

2266 松伏町商工会
サービス業（他
に分類されない
もの）

埼玉県
埼玉県北葛飾郡松伏町田中
2-4-8

http://www.ma224.net

2267 株式会社　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

2268
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 光ﾋﾞﾙ4F http://www.iba-mamada.co.jp/

2269
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1-14-12 第
3AZﾋﾞﾙ3F

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

2270
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

2271 株式会社　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

2272
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/

2273
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/

2274 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
2275 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
2276 有限会社　大栄陸送 運輸業 埼玉県 加須市南大桑2568番地1

2277
リハビリデイサービスＨ
ａｎｄ’ｓ一ノ割

医療、福祉 埼玉県 春日部市一ﾉ割1丁目18番17 http://hands-ichinowari.com/index.html

2278
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

2279
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

2280 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

2281 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

2282 杉戸町商工会
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
1-10-21

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

2283 ブラザー精鋼　株式会社 製造業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町大字
本郷645-1

http://www.brotherseiko.co.jp

2284 伊藤ダイヤカット 製造業 埼玉県 春日部市赤沼177-3
2285 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

2286 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
ｼﾞﾃﾞﾝｽ美峰302

http://naphair.co.jp

2287 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
2288 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

2289
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



2290
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
埼玉県北葛飾郡杉戸町椿
146-1

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

2291
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 春日部市金崎71-1 http://www.aoikai.jp

2292 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

2293 株式会社　サンライト 建設業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町内田
2-2-1

http://www.saiei-jyutaku.co.jp/

2294 株式会社　セオス
その他のサービ
ス業

埼玉県
群馬県邑楽郡板倉町大字板
倉2966番地35

http://ceoss.co.jp

2295 株式会社Value 情報通信業 埼玉県 所沢市東新井町743-3 http://value-it.co.jp

2296 株式会社ブルージュ
教育・学習支援
業

埼玉県 川口市飯塚1-3-26　2F ｈｔｔｐ://brugge.biz

2297 株式会社　山陽 製造業 埼玉県 川口市朝日5－3－8

2298 株式会社トップライン 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/

2299 株式会社ハートコール 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/

2300 株式会社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

2301
株式会社ビジネスサポー
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

2302 株式会社アシスト 金融・保険業 埼玉県 秩父市野坂町1－3－1 http://www.assist-a.co.jp

2303 テレネット株式会社 卸売・小売業 埼玉県 川口市戸塚2－9－3
2304 新栄医科器械有限会社 卸売・小売業 埼玉県 川口市上青木4－18－26

2305
有限会社あおぞらサポー
ト

医療・福祉 埼玉県 川越市並木西町21－3

2306 株式会社埼玉新聞社 情報通信業 埼玉県
さいたま市北区吉野町2－
282－3

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

2307
入江工研株式会社テクニ
カルセンター

製造業 埼玉県 川越市下赤坂740-5 http://www.ikc.co.jp/

2308
ライフアップ住設株式会
社

電気・ガス・熱
供給・水道業

埼玉県
ふじみ野市上西鶴ケ丘2-1-
2

http://www.lifeup-jyusetu.com/

2309 株式会社クリアライフ 金融・保険業 埼玉県 東松山市元宿1-26-13 http://webhome.clearlife-ltd.com/

2310 株式会社ジェック東理社 製造業 埼玉県 川越市芳野台2-8-52 http://www.jecctorisha.co.jp/

2311
株式会社ｍａｎｏ　ａ
ｍａｎｏ

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
埼玉県熊谷市筑波2-56-1五
城ビル1Ｆ

http://www.permpam-kumagaya.com/

2312 関根園芸　有限会社 建設業 埼玉県 春日部市樋堀94
2313 株式会社　パジャンカ 運輸業 埼玉県 春日部市大場1673 http://www.payanca.co.jp

2314
有限会社　アクアエンジ
ニア

建設業 埼玉県 春日部市谷原3-16-9

2315 株式会社　豊栄金属 製造業 埼玉県 春日部市豊野町2丁目32-22
2316 石田歯科クリニック 医療、福祉 埼玉県 春日部市梅田本町1-1-3 http://homepage2nifty.com/clnic-i/

2317 春日部市青色申告会
複合サービス事
業

埼玉県 春日部市粕壁東1-20-28

2318
株式会社 やさしい手さい
たま南

医療、福祉 埼玉県 春日部市東中野33-1

2319
シンシアインフォメー
ション 　合同会社

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

2320 有限会社　元物流 運輸業 埼玉県 春日部市大場300-3 http://www.hajime-traffic.com

2321 有限会社　彩建 建設業 埼玉県 春日部市増富101-1

2322
医療法人 　健歩会 宮山
歯科医院

医療、福祉 埼玉県 白岡市下野田1373-3

2323 株式会社　ダスキン一晃
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市一ﾉ割1230-1

2324 工房真 建設業 埼玉県 越谷市小曽川308

2325
株式会社　エス・ケイ・
エム

生活関連サービ
ス・娯楽業

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

2326
有限会社　健康アカデ
ミー

医療、福祉 埼玉県
越谷市蒲生寿町5丁目7番越
谷ﾒﾃﾞｲｶﾙﾋﾞﾙ3階

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

2327
ダイエット＆マッサージ
SalonLaprus

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市粕壁2-7-3 http://www.laprus.com

2328
有限会社　Ｊ．Ｈ．Ｓ物
流

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



2329 庭工房「優樹園」 建設業 埼玉県 三郷市三郷1-2-4-202
2330 アイリス歯科 医療、福祉 埼玉県 春日部市一ﾉ割4-1-10 http://irisdental.net/

2331 さくら建設　株式会社 建設業 埼玉県
春日部市豊町5丁目5-6ｶﾞｰ
ﾃﾞﾝﾊｳｽ弐番館207

2332 株式会社　中村印刷 製造業 埼玉県 久喜市菖蒲町上大崎539-7 http://www.nakamuraprinting.co.jp

2333
神保社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県 春日部市栄町2丁目108 http://jimbo-sr:com

2334 神保税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

埼玉県 春日部市栄町2丁目108

2335
株式会社　やさしい手
南・やさしい手春日部訪
問事業所

医療、福祉 埼玉県
春日部市新宿新田333-140ｰ
202

2336 株式会社　AndBeauty
生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
越谷市南越谷1丁目11-8第
一金子ﾋﾞﾙ4階

http://www.dropnail.jp/

2337
株式会社　クイックサー
ビス

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市西宝珠花684-1

2338
有限会社　おおしま　あ
おい

医療、福祉 埼玉県 蓮田市根金1698番地1 http://care-net.biz/08/o-sima/index.php

2339
有限会社　ブルーストー
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県 春日部市中央1-14-17 http://hair-float

2340
株式会社　イノセ建築設
計

建設業 埼玉県 春日部市南3丁目18-27

2341
WakanaDesign一級建築士
事務所

専門・技術サー
ビス業

埼玉県
春日部市南1-1-7 埼玉県東
部地域振興ふれあい拠点施
設5F-B-4

http://www.wakanadesign.com/.

2342 内田いわかみ歯科 医療、福祉 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町内田
2-12-15

2343
株式会社　Heart
Medicai　Jyapan

医療、福祉 埼玉県 蓮田市東5-8-61 http://www.hm-treat.com/index.php

2344 株式会社　テム 製造業 埼玉県
埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根
4153-1

http://www.rakuten.co.jp/temu

2345 彩ゼミナール
教育・学習支援
業

埼玉県 埼玉県春日部市大場1143-2 http://sai-zimi.com

2346
そめやデンタルクリニッ
ク

医療、福祉 埼玉県 春日部市谷原1-2-6 http://www.someya.ne.jp

2347 株式会社　さくらフーズ 製造業 埼玉県 春日部市榎468-1 http://sakurafood.jp
2348 株式会社　小栗 製造業 埼玉県 幸手市北2-8-3 http://www.e-oguri.com

2349 楽風STP合同会社
教育・学習支援
業

埼玉県 春日部市花積189-2 http://www.bloomingenglish.jp

2350 合同会社エバーグリーン 医療・福祉 埼玉県
さいたま市浦和区東高砂町
17-11

http://evr-green.com

2351
社会福祉法人大吉会　白樺
ホ－ム

医療・福祉 埼玉県 北区吉野町2-1,331 http://www.ooyoshikai.jp

2352
株式会社ナチュラルパ
ワー

生活関連サービ
ス・娯楽業

埼玉県
川越市新宿町1-17-1ウニク
ス川越3F

http://www.n-breath.com

2353
社会福祉法人成久会西み
ずほ台保育園

医療・福祉 埼玉県 富士見市水子6573-8 http://nishimizuhodai-hoikuen.com

2354
学校法人東山学園　坂戸
東幼稚園

教育・学習支援
業

埼玉県 坂戸市清水町13-14 http://www.sakado-azuma.ac.jp

2355 亀久保ひまわり保育園 医療・福祉 埼玉県 ふじみ野市亀久保4-12-33 http://www.kamekubo-himawari.jp

2356 株式会社日東 製造業 埼玉県 坂戸市千代田5-7-24 http://www.nitto-inc.co.jp

2357
セーフティリース　株式
会社　春日部営業所

建設業 埼玉県 春日部市金崎1004-1 http://www.safety-lease.com/company

2358 野口運輸倉庫　有限会社 運輸業 埼玉県 春日部市西宝珠花244番地3

2359
有限会社
 介護予防生活サポート

医療・福祉 千葉県
千葉市花見川区幕張町1-
5026-2

2360 株式会社　Ｃ＆Ｓフード 飲食店・宿泊業 千葉県
千葉市中央区中央4-5-1
Qiball　14階

2361
有限会社　ケア・パート
ナー

医療・福祉 千葉県 習志野市藤崎3-37-9

2362 トゥルース
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 千葉市若葉区桜木7-3-8

2363 有限会社　竹内商店 卸売・小売業 千葉県 木更津市本郷3-5-25 http://www.takeuchi-shouten.com



2364
おゆみ野ファミリー歯科
 上石茂

医療・福祉 千葉県
千葉市緑区おゆみ野中央
4-23-11

2365 株式会社　ホープロード 情報通信業 千葉県
東京都墨田区錦糸1-2-1
アルカセントラル14階

2366 株式会社　介護と絆 医療・福祉 千葉県 千葉市中央区生実町994-37

2367
特定非営利活動法人
 コミュニティワークス

医療・福祉 千葉県 木更津市文京6-4-4

2368 有限会社　ミント冨里店
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 冨里市七栄448-20

2369 有限会社　ミント佐倉店
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 佐倉市寺崎北4-2-7

2370 有限会社　ミント志津店
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 佐倉市井野1421-10

2371 ATELIER　INITIE
その他のサービ
ス業

千葉県
浦安市入船4-8-11
　ＡＤＤ-1ビル１Ｆ

http://atelier-initie.com

2372
有限会社　ミント八
  千代緑ヶ丘店

生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 八千代市大和田新田1067-1

2373 伸栄学習会
教育・学習支援
業

千葉県 浦安市猫実2-1-5 http://shin-ei-kai.com

2374 つむぎ福祉ハーネス 医療・福祉 千葉県 千葉市中央区猪鼻1-2-5

2375
社会福祉法人　習愛会
 あきつ園

医療・福祉 千葉県 習志野市秋津3-4-2

2376
株式会社　ベストサポー
ト

医療・福祉 千葉県 千葉市若葉区西都賀4-1-6 http://www.b-e-s-t.jp

2377
有限会社ミント
  成田三里塚店

生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 成田市本城40-16-105

2378
有限会社ミント　鎌ヶ谷
店

生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 鎌ヶ谷市初富本町2-19-7

2379 Marca　三上陽介
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県
千葉市中央区富士見2-5-3
　ラ・ピエール富士見２Ｆ

2380 有限会社　三起クレアル
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 千葉市緑区おゆみ野2-4-14

2381
株式会社シルバーウッド
  銀木犀

医療・福祉 千葉県 東京都江東区東砂4-18-1

2382 株式会社　アヴァンス 医療・福祉 千葉県
千葉市稲毛区宮野木町
1722-119

2383 有限会社　ビソウ
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県
千葉市中央区新町3-4
　和田ビル4階

http://www7.plala.or.jp/biso/

2384
認定非営利活動法人たすけあい
の会（ふれあいネットまつ
ど）

医療・福祉 千葉県 松戸市東平賀7-2 http://fnm2011.okoshi-yasu.com

2385 hair　design　blanc
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 市川市相之川4-3-16 http://r.goope.jp/hair-blanc

2386 ATELIER　INITIE  ami
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県
浦安市入船4-18-6
　ウエストヴィラ１Ｆ

http://atelier-initie.com

2387
社会福祉法人　習愛会
　花の実園

医療・福祉 千葉県 習志野市秋津3-4-1 http://www.akitsuen.jp

2388 有限会社　シトウ 医療・福祉 千葉県 茂原市本小轡404-2
2389 株式会社　フジケア 医療・福祉 千葉県 市川市新田3-5-17 http://ichikawashinden.rapportcare.com

2390 スフィンクス 医療・福祉 千葉県 浦安市猫実2-1-5

2391
株式会社　シルバーウッ
ド（銀木犀　鎌ヶ谷富
岡）

医療・福祉 千葉県 鎌ヶ谷市富岡2-8-35

2392
株式会社　シルバーウッ
ド（銀木犀　浦安）

医療・福祉 千葉県 浦安市富士見4-3-1

2393
株式会社　シルバーウッ
ド（銀木犀　西新井大
師）

医療・福祉 千葉県 浦安市鉄鋼通り1-2-11

2394 株式会社　小川石油店 卸売・小売業 千葉県 市川市下新宿21-8

2395
千葉ハートケアサービス
  株式会社

医療・福祉 千葉県
千葉市若葉区多部田町
1122-1

2396
神谷綾社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

千葉県
船橋市前原西2-32-10
　津田沼駅前ビル3階

http://www.aya-sr.com



2397
有限会社　エスエス
ティー

医療・福祉 千葉県 船橋市二和西3-15-4

2398 有限会社　川豊 飲食店・宿泊業 千葉県 成田市仲町386 http://www.unagi-kawatoyo.com/

2399 こいけ社労士事務所
専門・技術サー
ビス業

千葉県
美浜区中瀬1-3幕張テクノ
ガーデンＣＢ棟３Ｆ

www.koike-sr.jp

2400

株式会社ＺＥＮウエルネ
ス
アシステッテッドリビング
稲毛

医療・福祉 千葉県
千葉市稲毛区園生町1017-
11

http://www.zenwellness.co.jp

2401
社会福祉法人　希桜会
 特別養護老人ホームきさら
ぎ荘

医療・福祉 千葉県
千葉市花見川区幕張町3-
2273

http://www.kioukai.com

2402 株式会社　シュモレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 船橋市習志野台4-7-10-2Ｆ http://www.shumore.com

2403
有限会社　京成ケアサー
ビス

医療・福祉 千葉県 市川市市川3-32-8 http://keiseicare.com

2404
有限会社ヘルスケアサー
ビス

医療・福祉 千葉県
松戸市松戸112-1
ニューパウリスタビル

http://business4.plala.or.jp/yuima-ru/

2405
高橋社会保険労務士・行
政書士事務所(Ｎ・Ｔ人事
法務サポート）

専門・技術サー
ビス業

千葉県
習志野市津田沼5-5-21
　大和ビル３階Ｂ

http://www.jinjihoumu.com

2406
オーリンク社会保険労務
士法人

専門・技術サー
ビス業

千葉県
船橋市本町2-2-7船橋本町
　プラザビル7階

http://www.odagiri-office.com

2407
デイサービスほほえみ
（有限会社　シトウ）

医療・福祉 千葉県 茂原市本小轡404-2

2408 有限会社　下山設備工業 建設業 千葉県 習志野市東習志野5-16-22

2409
土地家屋調査士　村田宏
之事務所

専門・技術サー
ビス業

千葉県
千葉市若葉区若松町2162番
地77

2410
株式会社
ネクストイノベーション

医療・福祉 千葉県 松戸市五香1-5-30Ｂ http://nextinnovation.jimdo.com

2411 孝和ＡＬＳケア株式会社 医療・福祉 千葉県 船橋市宮本1-22-10-1102 http://alsmikan.jimdo.com

2412
マミー＆ミーおゆみの保
育園

医療・福祉 千葉県
千葉市緑区おゆみ野中央
　 6-50-10

http://www.spinaldesign.co.jp/mammyandme/index.html

2413
マミー＆ミー西都賀保育
園

医療・福祉 千葉県
千葉市若葉区西都賀3-20-3
   シバタハイツ都賀1Ｆ

http://www.spinaldesign.co.jp/mammyandme/index.html

2414 Ｊｉｎーｋ合同会社 情報通信業 千葉県
千葉市中央区中央2-5-1
千葉中央ツインビル2号館7
階

http://jin-k.biz/

2415
株式会社　千葉産直サー
ビス

製造業 千葉県 千葉市若葉区愛生町146-1 http://www.e-tabemono.net

2416 株式会社　いきいき舎 医療・福祉 千葉県
松戸市日暮1-1-1八柱駅
第二ビル6Ｆ-C

http://www.ikiikisya.com

2417 株式会社　オーケー光学 製造業 千葉県
千葉市花見川区宇那谷町
1504-9

http://www.ohkei.co.jp

2418 株式会社　プロローグ 医療・福祉 千葉県 佐倉市表町3-2-14 http://www.prologue-ltd.jp

2419 株式会社　ツバメ日吉 製造業 千葉県 千葉市花見川区浪花町4

2420
有限会社
はあとふる・ほのか

医療・福祉 千葉県 市川市平田2-6-1 http://www015.upp.so-net.ne.jp/h-honoka

2421
タックスパートナー
　税理士法人

専門・技術サー
ビス業

千葉県
千葉市中央区新田町11-1
小川第2ビル5-Ｂ号

2422
社会福祉法人翠耀会　特
別養護老人ホーム　グ
リーンヒル

医療・福祉 千葉県 八千代市上高野2058-5 http://www.greenhill.or.jp

2423
株式会社　ふたば・不動
産

不動産業 千葉県 成田市馬橋2-11

2424
株式会社　オムニバス
　よりそいケア仁戸名

医療・福祉 千葉県
千葉市中央区仁戸名町363-
39

2425
株式会社　テンダーハー
ト

医療・福祉 千葉県
鎌ヶ谷市道野辺本町
　1-16-44-804

http://www.yasashi-jikan.jp

2426
特定非営利活動法人
　安房文化遺産フォーラ
ム

教育・学習支援
業

千葉県 館山市館山95小高記念館 http://bunka-isan.awa.jp/

2427 株式会社　東京富士商会 卸売・小売業 千葉県 市川市原木3-13-7 http://www.tokyofuji-s.co.jp



2428
社会福祉法人秀心会　高
根代複合福祉施設　たか
音の杜

医療・福祉 千葉県 船橋市高根台2-10-30

2429 株式会社　幕張ニッテン
専門・技術サー
ビス業

千葉県
千葉市花見川区幕張本郷
   1-3-5大岩ビル502

2430 光栄　株式会社 医療・福祉 千葉県
千葉市美浜区幕張西3-6-4-
201

2431
株式会社
　ＯＮＥ-ＴＯ-ＯＮＥ

医療・福祉 千葉県 浦安市富岡4-3-10

2432 W hospitality　株式会社 医療・福祉 千葉県 鎌ヶ谷市南初富5-8-65
2433 株式会社　長谷川時計店 卸売・小売業 千葉県 千葉市中央区本町1-5-17
2434 ウイズユー株式会社 医療・福祉 千葉県 八千代市勝田台4-13-7 http://withyou-care.co.jp

2435 マロン美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 木更津市本郷2-5-17 http://maron-by.com/

2436
Ｈｏｐ Ｓｔｅｐ Ｊｕｍ
ｐ
　工房

その他のサービ
ス業

千葉県 船橋市習志野台2-26-1

2437
医療法人社団恵隆会　介
護老人保険施設　つばさ
くらぶ

医療・福祉 千葉県 市川市柏井町4-296-2 http://www.keiryukai.or.jp

2438 ミトヨ商事株式会社 製造業 千葉県 千葉市中央区南生実町56-1

2439
ＮＰＯ法人
　リ・クリエイション21

生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県
千葉市中央区新田町
　2-19岩澤ビル2Ｆ

http://www.recre21.jp

2440 株式会社　ジャストケア 医療・福祉 千葉県 千葉市中央区生実町1292 http://www.justcare.co.jp

2441
有限会社
　メロディ介護サービス

医療・福祉 千葉県 千葉市花見川区花園2-8-15 http://melody-kaigo.com

2442 医療法人社団　斎心会 医療・福祉 千葉県 松戸市西馬橋幸町23 http://www.s-kairakuen.jp

2443
社会福祉法人　清峯会
都苑

医療・福祉 千葉県 千葉市中央区川戸町2番地 www.miyakoen.server-shared.com

2444
有限会社　ミント　千葉
店

生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県
千葉市中央区富士見2-14-1
   千葉ＥＸビル７階

2445
有限会社　ミント　東金
店

生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 東金市道庭606-1

2446 高橋会計事務所
専門・技術サー
ビス業

千葉県 八千代市八千代台西1-1-37 http://sucore.biz/index.html

2447 株式会社　im　one 飲食店・宿泊業 千葉県 茂原市千代田町1-4-6

2448
社会福祉法人まつかぜの
会
　とうふ工房　まめの力

医療・福祉 千葉県 松戸市緑ヶ丘2-349 http://www.mamenochikara.com

2449
特定非営利活動法人
　こどもいきいきネット

医療・福祉 千葉県 茂原市千沢736-37

2450 社会福祉法人　愛恵会 医療・福祉 千葉県 いすみ市岬町中滝1692-3

2451
株式会社　ベルグランデ
（グレースコート八千代
緑ヶ丘）

医療・福祉 千葉県 八千代市緑ヶ丘1-3-2 http://www.gracecourt.co.jp

2452 社会福祉法人　春陽会 医療・福祉 千葉県 千葉市美浜区磯部2-21-1 http://www.dear-shunyokai.com

2453 ＮＰＯ法人　すっぱぁ 医療・福祉 千葉県 長生郡一宮町船頭給234-10

2454
有限会社　ファイナン
シャルプランナーズ花園

その他のサービ
ス業

千葉県
千葉市花見川区花園町36-
1-101

http://www.fp-hanazono.jp/

2455
株式会社クローバーケア
（つくし座デイサービ
ス）

医療・福祉 千葉県 四街道市千代田3-1-1 http://hp.kaipoke.biz/07v/

2456
有限会社高齢者介護セン
ター　グループホーム宮
田

医療・福祉 千葉県 千葉市若葉区中田町1041-1 http://www.gh-miyata.com

2457 合同会社　Vintage 飲食店・宿泊業 千葉県
千葉市中央区富士見2-22-6
   富士ビルＢ1

2458
株式会社　ファームエイ
ド

医療・福祉 千葉県 千葉市若葉区中田町492 http://d-nodoka.com

2459
株式会社　ニッケ・ケア
サービス　ニッケあすも
市川

医療・福祉 千葉県 市川市鬼高2-20-25 http://nikkecare.com/asumo/

2460
波多野守税理士・行政書
士事務所

専門・技術サー
ビス業

千葉県
船橋市印内町603-1
　　田中ビル422号室

http://www.kaikei-home.com/chibazeirishi/



2461
富里商事株式会社
（ラディソン成田）

飲食店・宿泊業 千葉県 冨里市七栄650-35 http://radisson.com/tokyojp_narita

2462 西船橋ももの実歯科 医療・福祉 千葉県
船橋市本郷町663-3
　　ソレーユ西船橋102

http://www.momonomi-dc.com

2463 株式会社　りぼんケア 医療・福祉 千葉県 市川市大和田3-25-8 http://www.riboncare.com/

2464
有限会社　アキラ建設
（グループホーム楽家）

建設業 千葉県
習志野市実籾5-22-17
（船橋市薬円台1-18-8）

http://akira-kensetsu.com

2465 株式会社　田平陸送 運輸業 千葉県 香取郡多古町飯笹795-13 http://tabirarikusou.com/

2466
株式会社　テクニカル・
エージェント

医療・福祉 千葉県 市川市新田2-30-7 http://ayumi-ds.oasis21.net

2467 ｆｌｕｅｒ
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県
千葉市中央区新田町5-10
わかちく千葉ビル1Ｆ

http://fleur-hair.jp/

2468
有限会社　ＦＩＮＥ　Ｂ
ＬＵＥ

製造業 千葉県
千葉市中央区中央4-8-8
   日進ビル3階

http://new-fineblue.jp/

2469 久保田労務管理事務所
その他のサービ
ス業

千葉県
群馬県伊勢崎市昭和町
1883-5
   協和昭和ビル2Ｆ

http://www.tk-shinsei-support.com

2470 東光石油　株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

千葉県 千葉市中央区塩田町472-1 http://www.toko-net.jp

2471
有限会社 アキラ建設　グ
ループホーム楽家　習志
野

医療・福祉 千葉県 習志野市東習志野5-5-5 http://www.gh-rakuya.jp

2472

ケアラーズジャパン株式
会社
（まちのナースステー
ション八千代）

医療・福祉 千葉県 八千代市ゆりのき台5-2-3 http://machi-nurse.jp

2473
こどもプラス　八千代教
室

教育・学習支援
業

千葉県
八千代市ゆりのき台4－7－
5
第2ニッコービル2階

http://kp-yachiyo.com/

2474 社会福祉法人　幸志会 医療・福祉 千葉県 市川市大町438-2

2475
株式会社　ＬＵＰＩＮＵ
Ｓ

情報通信業 千葉県
千葉市中央区中央3-9-9
エレル千葉中央ビル　4Ｆ

http://lupinus-ltd.com/

2476 布施鍼灸整骨院 医療・福祉 千葉県 白井市根1918-11

2477
株式会社 ジャパンカクテ
ル

飲食店・宿泊業 千葉県
東京都目黒区碑文谷6-7-
316

www.japancocktail.co.jp

2478 株式会社 Plesis
その他のサービ
ス業

千葉県 柏市酒井根2-3-29 www.plesis.jp

2479 株式会社 マンダリンモア 飲食店・宿泊業 千葉県 柏市東上町2-2 www.mandarinmore.co.jp

2480
株式会社 まちづクリエイ
ティブ

その他のサービ
ス業

千葉県 松戸市本町6-8 www.machizu-creative.com

2481 株式会社 あいわす
その他のサービ
ス業

千葉県 柏市光ヶ丘2-1-1 www.aiwasu.com

2482
株式会社 れいたくサービ
ス

卸売・小売業 千葉県 柏市光ヶ丘2-1-1 www.reitaku.co.jp

2483 株式会社 NISHIHARA 製造業 千葉県
柏市柏の葉5-4-19 東大柏
ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌﾟﾗｻﾞ102

www.nishihara2017.co.jp

2484 有限会社 バニーユ 卸売・小売業 千葉県 千葉市中央区椿森2-14-11 www.vanille1996.jp
2485 株式会社 リノキノ 医療・福祉 千葉県 松戸市八ヶ崎8-16-27 www.rhinokino.jp
2486 お料理なかき　中山繁人 飲食店・宿泊業 千葉県 柏市東上町1-17 KⅡビル1F www.oryouri-nakaki.com

2487 柏の葉駅前歯科 医療・福祉 千葉県
柏市若柴164-4 柏の葉ｷｬﾝ
ﾊﾟｽ149-6 柏の葉KADO2階

www.kashiwanoha-dental.com

2488 E's sense
その他のサービ
ス業

千葉県 流山市東初石2-78-1-208 www.essense-beauty.jp

2489
hairdesignM.art 山口賢
二郎

その他のサービ
ス業

千葉県
我孫子市若松139-1 ﾒｿﾞﾝｴｽ
ﾎﾟﾜｰﾙﾌｼﾞ1F

www.mart-hair.com

2490 株式会社 なな色 医療・福祉 千葉県 柏市大島田579-3 www.nanairo-co-ltd.jimdo.com

2491 湯山建設 株式会社 建設業 千葉県 柏市今谷上町45-12 www.yuyama-const.co.jp

2492 サノシーテック 株式会社 製造業 千葉県 松戸市古ヶ崎2-3180-2 www.ceatec.rexw.jp
2493 FREE SHINE 株式会社 卸売・小売業 千葉県 松戸市栄町5-291-2 www.freeshine.rexw.jp

2494 合同会社 EDGEHAUS
その他のサービ
ス業

千葉県
柏市東上町2-28 第１水戸
屋ビル3階

www.edgehaus.jp

2495
株式会社 SETO
ENGINEERING

製造業 千葉県 柏市南逆井3-15-1 www.seto-eng.co.jp

2496 有限会社 フルタ 卸売・小売業 千葉県 柏市松ヶ崎812-2 www.juin.co.jp



2497 社労士事務所　彩工房
専門・技術サー
ビス業

千葉県 我孫子市本町2-4-14 www.saiko-bo.com

2498 東葉警備保障 株式会社
その他のサービ
ス業

千葉県
柏市旭町1-2-1　第11関口
ビル4階

www.toyo-security.jp

2499
学校法人 健伸学院　健伸
幼稚園

教育・学習支援
業

千葉県 船橋市丸山5-12-7 www.kenshin-kindergarten.jp

2500
学校法人 健伸学院　健伸
行田幼稚園

教育・学習支援
業

千葉県 船橋市行田2-4-3 http://kenshin-gyouda.jp/

2501 株式会社 フロンティア 建設業 千葉県
柏市根戸1864-4 ｶﾊﾟﾙｱﾋﾞﾙ
2F

www.frontier-inc.com

2502 エコキッチン株式会社 卸売・小売業 千葉県 我孫子市天王台2-10-7 http://eco-kitchen.co.jp/

2503
株式会社　クリエすずき
建設

建設業 千葉県 柏市増尾875-3 www.crie-s.co.jp

2504 株式会社 Gleeful
その他のサービ
ス業

千葉県 柏市柏3-9-9ﾊﾟｰｸ･ﾉｳﾞｧ柏1F www.gleeful-kashiwa.com

2505 山本産業 株式会社
その他のサービ
ス業

千葉県 柏市酒井根2丁目6番11号 www.yamamotosangyou.co.jp

2506 株式会社 フーサワ 飲食店・宿泊業 千葉県 柏市柏2丁目3番1号 www.fuhsawa.com
2507 株式会社 京北商事 飲食店・宿泊業 千葉県 柏市柏1-4-3 www.keihokusuper.co.jp

2508 京葉エステート 株式会社 不動産業 千葉県 船橋市行田1-48-7 www.kestate.co.jp

2509
社会保険労務士 吉澤事務
所

専門・技術サー
ビス業

千葉県
柏市柏5-8-12 山本第三
コーポ

www.yoshizawa-sroffice.com

2510 Conaty
その他のサービ
ス業

千葉県 松戸市稔台1-11-12 2階 www.conaty.biz

2511 株式会社 丸喜住宅産業 不動産業 千葉県 柏市明原2丁目2番18号 www.maru-ki.co.jp
2512 株式会社 丸喜住宅建設 建設業 千葉県 柏市豊四季341番地7 www.maru-ki.co.jp/kensetsu/

2513 社会福祉法人　新柏会 医療・福祉 千葉県 柏市中原1815-5 www.vivant-home.jp
2514 株式会社 CHATEO 飲食店・宿泊業 千葉県 松戸市大谷口63-2 www.tablebeet.com
2515 株式会社 メカ 製造業 千葉県 柏市増尾6-12-2 www.j-mecha.jp
2516 株式会社 谷口物産 卸売・小売業 千葉県 野田市中根253-6 www.rakuhomu.com/item.php?id=344

2517 Trattoria Chicco 飲食店・宿泊業 千葉県 柏市柏3-3-18 AK BLD.7 1F www.trattoria-chicco.com

2518 有限会社　リューセイ 卸売・小売業 千葉県 柏市十余二313-202 www.ryu-sei.biz

2519 おそうじ本舗
その他のサービ
ス業

千葉県 柏市若柴6-16 http://osouji-kashiwatsukazaki.com/

2520 千代田造花㈱ 製造業 千葉県 柏市旭町4-4-23 www.chiyoda-flower.com

2521
株式会社 Joys　美容室
Laule'a

その他のサービ
ス業

千葉県 茨城県取手市野々井23-3 www.joys-salon.com

2522 有限会社 ニスナ 建設業 千葉県 柏市しいの木台5-32-14 www.nisna.jp
2523 株式会社 鳶翔 建設業 千葉県 松戸市常盤平4-7-37 www.tobisho-group.com

2524 スタイルホーム 株式会社 不動産業 千葉県
柏市末広町4-2 ﾌｰﾄﾞ市々ﾋﾞ
ﾙ4F

www.stylehome.shop

2525
くどう社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

千葉県 柏市松ヶ崎224-43 www.sr-kudo.jp

2526 有限会社 片山工業 建設業 千葉県
柏市十余二11番地 日立造
船㈱内

www.片山工業.com

2527 株式会社 ｽﾀｯﾌｴｰｼﾞｪﾝｼｰ
その他のサービ
ス業

千葉県 松戸市大金平3-162 www.staffag.co.jp

2528 有限会社 カシワ
その他のサービ
ス業

千葉県 柏市正連寺238-3 www.kashiwa-hs.jp

2529 株式会社Laughtus
その他のサービ
ス業

東京都 豊島区南大塚3-36-7　6階 http://cebu-media.com

2530 株式会社Soft Plan 情報通信業 東京都
新宿区新宿5-16-15　新宿
花園ＭＪビル8階

http://www.sofpla.jp

2531 株式会社ベイス 飲食店・宿泊業 東京都
渋谷区本町2-46-1　第三市
田ビル105

http://base-burger.com

2532 株式会社クオンツ 情報通信業 東京都
中央区築地2-14-3　ＮＩＴ
筑地ビル3階

http://www.quanz.co.jp

2533
医療法人社団Smiles 錦糸
町駅ビル歯科クリニック

医療・福祉 東京都
墨田区江東橋3-14-5　テル
ミナ6階

http://www.kinshicho-dc.com

2534 株式会社インパクト 情報通信業 東京都 千代田区東神田1-9-8 http://impact-e.jp/

2535
有限会社綿屋田島酉二郎
商店

卸売・小売業 東京都 江戸川区松島4-24-10 http://www.es-tajima.jp/

2536 株式会社T-trust 不動産業 東京都
渋谷区恵比寿4-22-10　ｅ
ｂｉｓｕ422ビル4階

http://www.tt-trust.co.jp



2537
イグニション・ポイント
株式会社

専門・技術サー
ビス業

東京都
渋谷区渋谷2丁目-22-6 幸
和ビル

www.ignitionpoint-inc.com

2538 株式会社NLA
専門・技術サー
ビス業

東京都
武蔵野市吉祥寺南町1-27-
709

2539 株式会社キャンディ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区祖師谷3-11-1-204 http://www.candy-salons.com

2540 エフェタ株式会社 情報通信業 東京都
新宿区北新宿4-4-13　ス
トーク北新宿1D

http://www.effata.jp/

2541
ウエストブライト合同会
社

その他のサービ
ス業

東京都 中央区東日本橋3-5-3-304

2542 株式会社シンクスクエア 情報通信業 東京都
港区芝5-31-17　PMO田町4
階

http://sync2.co.jp/

2543 株式会社ユニトラスト 情報通信業 東京都
渋谷区千駄ヶ谷3-21-5　第
17スカイビル402

http://www.unitrust.co.jp

2544 社会保険労務士法人松本
専門・技術サー
ビス業

東京都
江東区亀戸1-8-5　小林ビ
ルディング6階

2545 株式会社MGT 情報通信業 東京都
千代田区神田神保町2-13
神保町藤和ビル8階

http://www.m-g-t.jp/

2546 有限会社ワークサービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 国分寺市本町1-5-12

2547 株式会社winds
専門・技術サー
ビス業

東京都 青梅市柚木町2-41-1 http://winds-rafting.jp

2548
社会福祉法人特養第2カン
トリービラ青梅

医療・福祉 東京都 青梅市長渕1-939-1 http://www.2nd-country-villa.com

2549
株式会社ノアコーポレー
ション

製造業 東京都 八王子市中野上町4-31-9 http://noa-c.co.jp

2550 株式会社西光美術 製造業 東京都 八王子市中野山王2-5-22 http://www.seicou.co.jp

2551 有限会社孜々堂 医療・福祉 東京都
東久留米市1-4-18　わかさ
ビル1階

2552 株式会社プライズ
その他のサービ
ス業

東京都 八王子市打越町1183-7 http://www.p-rise.net

2553 アレテー株式会社 飲食店・宿泊業 東京都 武蔵野市西久保2-3-15

2554 萩原測量設計株式会社
専門・技術サー
ビス業

東京都
立川市曙町1-24-13　KSビ
ル2F

2555 合同会社たんぽぽ
その他のサービ
ス業

東京都
調布市八雲台1-22-1　八雲
台クリーンハイム103

http://tanpopo-hoiku.jp

2556 有限会社蔵家 卸売・小売業 東京都 町田市木曽西1-1-15

2557 株式会社ジオン 情報通信業 東京都
千代田区西神田3-3-12　神
田ＹＳビル

http://www.jion-g.co.jp

2558
フォーシーズンズ株式会
社

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

2559 株式会社Kahuna 飲食店・宿泊業 東京都
豊島区南池袋2-27-16　近
藤ビル2階

http://colorsolqualia.jp/

2560
株式会社コーポレートプ
ランニング

情報通信業 東京都
新宿区余丁町4-13　ウェス
トハウス2階

http://c-pl.jp

2561 株式会社セラフ 情報通信業 東京都
港区赤坂5-5-12　ルー・ド
赤坂5階

http://www.srp.co.jp/

2562 AOE株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
千代田区神田紺屋町5-2
野本ビル3階

http://www.aoe-co.net

2563 Do Oriented株式会社 医療・福祉 東京都
港区麻布十番1-10-3　モン
テプラザ301

http://harieq.com

2564
プラネットワークス株式
会社

情報通信業 東京都
渋谷区神南1-5-14　三船ビ
ル406

http://pc99.org

2565 株式会社ネクストソート 情報通信業 東京都
豊島区東池袋1-47-7　東光
ビルアネックス2階

http://www.nextthought.co.jp

2566 株式会社サックル 情報通信業 東京都
千代田区神田小川町3-8
神田駿河台ビル8階

http://www.sackle.co.jp

2567 株式会社イーグリッド 情報通信業 東京都
豊島区東池袋1-47-7　東光
ビルアネックス2階

http://www.egrid.co.jp/

2568
株式会社アクシス・クリ
エイト

情報通信業 東京都
中央区日本橋人形町1-1-11
日庄ビル7階

http://www.axiscreate.com

2569 株式会社ベルテックス 不動産業 東京都
新宿区西新宿7-20-1　住友
不動産西新宿ビル23階

https://vertex-c.co.jp/



2570 株式会社グローアップ
その他のサービ
ス業

東京都
新宿区西新宿7-7-26　ワ
コーレ新宿第一ビル4階

http://recruit-growup.co.jp

2571 株式会社マサヒロ 卸売・小売業 東京都 荒川区東尾久2-20-1 http://www.mdogs.jp/

2572 株式会社キュービット 情報通信業 東京都
渋谷区恵比寿1-10-6　清園
ビル5階

https://www.cubit.jp/

2573 株式会社Tony&Kay
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 品川区大崎2-9-2-3801 http://niccolo.jp

2574 Hair Salon Cherish
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
葛飾区亀有3-26-2　リリオ
壱番街102

2575 てっぺん自由が丘 飲食店・宿泊業 東京都
目黒区自由が丘1-26-3　升
本ビルB1

http://teppen.co

2576 株式会社RESTRON 情報通信業 東京都
渋谷区恵比寿西2-17-3　ダ
イヤビル3階

http://restron.jp/

2577
株式会社美健コーポレー
ション

卸売・小売業 東京都
中央区銀座1-24-3　銀座マ
スキービル8階

https://biken-corp.com/profile.html

2578
株式会社アイティ・テッ
ク

製造業 東京都
台東区台東3-7-3　和合ビ
ル2F

http://littec.co.jp

2579 株式会社28twenty-eight 飲食店・宿泊業 東京都 武蔵野市吉祥寺本町1-31-2 http://mikazukishubo.web.fc2.com

2580
西多摩人材派遣センター
株式会社

その他のサービ
ス業

東京都 羽村市小作台2-17-19 http://www.e-nishitama.net

2581 株式会社小沢製作所 製造業 東京都 青梅市今井3-4-31 http://www.kk-ozawa.co.jp

2582 株式会社テクニカ 製造業 東京都 西多摩郡瑞穂町長岡3-7-1 http://www.tch2200.co.jp

2583
医療法人社団向日葵清心
会　青梅今井病院

医療・福祉 東京都 青梅市今井1-2609-2 http://www.oumeimai.or.jp

2584
株式会社アイ・コミュニ
ケーションズ

その他のサービ
ス業

東京都
立川市柴崎町3-8-6
ラングタワービル立川601

http://www.icomi.co.jp

2585 メディポート株式会社
その他のサービ
ス業

東京都 立川市富士見町2-29-2

2586 株式会社東京中央人事
専門・技術サー
ビス業

東京都 立川市曙町2-34-13-702

2587
有限会社メンズヘアーえ
の本

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 府中市白糸台1-11-30

2588
有限会社ロード(カフェ・
ド・クロワッサン)

飲食店・宿泊業 東京都
府中市府中町2-7-1　イー
ストビル1Ｆ

2589 有限会社光影舎
その他のサービ
ス業

東京都
世田谷区喜多見8-6-2 プロ
グレス喜多見102

http://www.light-koeisha.com/

2590 合同会社リバイバル
その他のサービ
ス業

東京都
豊島区南大塚3-50-1　ウィ
ンド大塚ビル3階

http://www.revivals.co.jp

2591 株式会社ウォーカー 情報通信業 東京都
大田区上池台1-11-5　萬屋
ビル201

http://www.walker.co.jp/

2592 株式会社MEDWAT
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区上用賀5-2-10

2593
株式会社日本ロジックコ
ンサルタント

情報通信業 東京都
江戸川区南篠崎町3-27-5
IBM三番町ビル5階

http://www.jalcon.co.jp/

2594
株式会社バイオインパク
ト

情報通信業 東京都
新宿区三栄町6-1-1　第一
原嶋ビル802

http://corp.bioimpact.jp/ 

2595 株式会社サックル 情報通信業 東京都
千代田区神田小川町3-8
神田駿河台ビル8階

http://www.sackle.co.jp/

2596 株式会社アートピース 情報通信業 東京都
渋谷区恵比寿1-24-16 カル
チェ恵比寿202

http://www.artpeace.jp/

2597 COTON
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
中央区日本橋浜町2-22-3
日本橋イーストDC201

2598 株式会社サングッド
専門・技術サー
ビス業

東京都 豊島区東池袋3-9-12　5階 http://sungood.jp

2599 株式会社AKATSUKI 情報通信業 東京都
渋谷区渋谷2-11-5 クロス
オフィス渋谷Medio2階

http://akatsuki-corp.com

2600 ハンズ・オン株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 杉並区和泉3-8-45 http://www.hands-on-nails.com

2601 株式会社killa
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区神宮前6-12-2　KTビ
ル3階

http://killa-hair.com

2602
株式会社東京ポリエチレ
ン印刷社

製造業 東京都 板橋区若木2-32-8 http://www.to-poly.co.jp



2603 株式会社シンメトリクス 情報通信業 東京都
中央区日本橋蛎殻町1-16-
11　ユニゾ蠣殻町一丁目ビ
ル

http://symmetrix.co.jp

2604
株式会社リンクトゥモ
ロー

その他のサービ
ス業

東京都 千代田区神田須田町2-19 http://www.lintomo.co.jp/

2605 ニーズシェア株式会社 情報通信業 東京都
渋谷区道玄坂1-16-15　道
玄坂NKビル2階

http://www.needsshare.co.jp

2606
株式会社ダブリュースカ
ンパニー

飲食店・宿泊業 東京都
渋谷区恵比寿西1-35-11
代官山タワー206

https://ws-company.jp/

2607 新大橋運輸株式会社 運輸業 東京都 江東区辰巳3-14-21

2608
株式会社社会起業家パー
トナーズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 豊島区巣鴨4-26-3 http://www.se-partners.jp/ 

2609 有限会社ヤマデン 建設業 東京都
小金井市本町4-16-14
コーポ畠山

http://www.yamaden97.com/

2610
株式会社イージーサービ
ス

その他のサービ
ス業

東京都
台東区東上野1-14-9　中島
ビル6階

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

2611 株式会社真心会 医療・福祉 東京都 青梅市畑中3-1028-2 http://seniorlife-magocorokai.jp/

2612 株式会社FUCA 情報通信業 東京都 渋谷区恵比寿南1-9-12 www.fuca.co.jp/
2613 大成ネット株式会社 情報通信業 東京都 港区芝大門1-1-35 http://www.taiseinet.com

2614 株式会社ケイ開発 情報通信業 東京都
台東区上野3-17-4　尾上貿
易上野ビル5､6階

http://www.keid.co.jp

2615
株式会社ギャラリークリ
エイション

卸売・小売業 東京都
品川区西五反田7-22-17
TOCビル12階

http://www.gallery-c.com

2616 有限会社魚竹 飲食店・宿泊業 東京都 渋谷区東2-24-6 http://www.ebisu-uotake.com

2617 株式会社サプレ 情報通信業 東京都
中央区新川2-8-5　ゼロワ
ンビル7階

http://supre.jp

2618 有限会社上野裁縫所 製造業 東京都 台東区東上野2-12-2

2619 株式会社オークスピード
専門・技術サー
ビス業

東京都
千代田区内神田3-16-5　旭
町米山ビル5階

http://oakspeed.jp

2620 株式会社A.Design
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
目黒区平町1-27-2　吉田ビ
ル2階

2621 株式会社日興社 建設業 東京都 江東区白河4-9-5 http://www.ab.auone-net.jp/~nikkosha/

2622
株式会社日本公益基金人
材開発センター

その他のサービ
ス業

東京都
千代田区一番町6　相模屋
本社ビル7階

2623 デザインデポ株式会社 情報通信業 東京都 八王子市八木町6-11 http://www.design-depot.co.jp

2624 渡邊工業　渡邊宏孝 建設業 東京都 八王子市小門町29
2625 株式会社巧塗装 建設業 東京都 八王子市大楽寺587-3 http://takumi-paint.co.jp

2626 株式会社眞崎工務店 建設業 東京都 三鷹市牟礼7-5-14 http://www.masakikoumuten.com/

2627
株式会社レッカービッセ
ン

製造業 東京都 目黒区下目黒5-3-12 http://lecker-b.com

2628 morinoie
その他のサービ
ス業

東京都
武蔵野市境1-2-1　丸十ﾋﾞﾙ
地下1F

http://www.morino-ie.info

2629 株式会社精興社
その他のサービ
ス業

東京都 青梅市根ヶ布1-385 http://www.seikosha-p.co.jp

2630 株式会社タテムラ
その他のサービ
ス業

東京都 福生市牛浜104 http://tatemura.co.jp

2631
東京システムリサーチ株
式会社

情報通信業 東京都 青梅市新町4-2-24 http://www.tsrinet.jp

2632 小澤酒造株式会社 製造業 東京都 青梅市沢井2-770 http://sawanoi-sake.com/

2633 株式会社マルケイ 卸売・小売業 東京都 青梅市畑中1-128-5 http://www.marukei-gift.com

2634
株式会社クイックフォッ
クス

専門・技術サー
ビス業

東京都
三鷹市下連雀3-32-9　名取
屋興産ビル303号

http://www.quickfox.co.jp

2635 株式会社ユニロック 製造業 東京都
町田市小山ヶ丘2-2-5-13
町田テクノパーク

http://www.unirock.jp/

2636 株式会社ネジマツ 卸売・小売業 東京都 墨田区立川3-12-4 http://www.e-neji.net

2637 株式会社ゼットフラッグ
その他のサービ
ス業

東京都
千代田区岩本町2-18-14 藤
井第一ビル2階

http://www.z-flag.net

2638
弁護士法人TLEO虎ノ門法
律経済事務所

専門・技術サー
ビス業

東京都
港区西新橋1-20-3 虎ﾉ門法
曹ビル9階

http://www.t-leo.com

2639 株式会社みかど屋 飲食店・宿泊業 東京都
品川区旗の台4-7-9 パル旗
の台1階

2640 株式会社キューカンバー 情報通信業 東京都
港区南青山1-4-3 南青山
1st101号室

http://www.cucumber.co.jp



2641 株式会社ポリッシュ
その他のサービ
ス業

東京都
中央区八丁堀1-4-1 茅場町
NTビル2階

http://pli.co.jp

2642 株式会社K-WORKER 医療・福祉 東京都
新宿区四谷4-13-3 KMビル1
階

http://k-worker.co.jp

2643 株式会社アドバン 情報通信業 東京都
品川区東五反田1-20-7 神
野商事第2ビル1階

http://ad-van.co.jp

2644 株式会社真鈴
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区恵比寿西1-10-7 MMS
ビル5階

http://www.sulir.jp

2645 株式会社Y'zD
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 大田区鵜の木1-4-6 http://yzdgym.com

2646 エーステイスト株式会社 飲食店・宿泊業 東京都 荒川区東日暮里2-31-2 http://www.ace-taste.co.jp/

2647 株式会社フィゴー
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区祖師谷3-8-10 http://www.figoo.jp

2648 株式会社クラージュ 建設業 東京都 板橋区蓮根3-22-5 http://www.crgweb.co.jp

2649
エイアンドビーホール
ディングス株式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
目黒区大橋1-5-1 クロスエ
アタワー517

http://www.a-bholdings.com

2650 株式会社ケーシーツー
専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区勝どき6-3-1 THE
TOKYO TOWERSｼｰﾀﾜｰ2216

http://kc2.co.jp

2651 Hair Salon Cherish
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
葛飾区亀有3-26-2 リリオ
壱番館102

http://www.hairsalon-cherish.com

2652
株式会社アクシス・クリ
エイト

情報通信業 東京都
中央区日本橋人形町1-1-11
日庄ビル7階

http://www.axiscreate.com

2653 株式会社ＮＯＲＡ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区神宮前4-3-21
NODERABLDG2F

http://www.nora-style.com

2654 株式会社ネットワールド 情報通信業 東京都
中央区新川1-5-13　伊成ビ
ル5･6F

http://www.networld.ne.jp

2655 株式会社ユニバル 医療・福祉 東京都 練馬区東大泉3-31-11 http://www.unival.jp

2656 UC EXPRESS株式会社 運輸業 東京都
足立区伊興3-17-25　東愛
ビル2階

http://uc-express.jp

2657 株式会社エモーショナル 情報通信業 東京都
港区三田3-4-18　二葉ビル
401号室

http://www.emo-r.co.jp

2658
株式会社サムシングファ
ン

情報通信業 東京都
港区新橋2-3-7　菊豊ビル6
階

http://www.somethingfun.co.jp

2659 有限会社heary hills
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 目黒区自由が丘1-8-9

2660 株式会社セラフ 情報通信業 東京都
港区赤坂5-5-12　ルー・ド
赤坂5階

http://www.srp.co.jp

2661
株式会社アニバーサリー
コンシェルジュ

その他のサービ
ス業

東京都
中央区築地4-3-12　秀和第
二築地レジデンス312

http://anniversary-concierge.jp/wp/

2662 株式会社梶原 卸売・小売業 東京都 小金井市本町2-19-30 http://kajiwara.tokyo

2663 有限会社グロア 卸売・小売業 東京都
中央区築地4-3-12　秀和第
二築地ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ312

2664
合同会社エドエックス・
ラボ

その他のサービ
ス業

東京都
墨田区両国2-9-5 TKF第2会
館3F

http://www.edxlab.net/

2665 株式会社andrey
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区北青山3-5-2　第2青朋
ビル5階

http://www.hairandrey.com

2666
株式会社ルディア・ジャ
パン

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区神宮前5-2-25　5225
ビル202号室

http://www.ledia-omotesando.com

2667
株式会社ワイズ・スポー
ツ＆エンターテイメント

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
世田谷区玉川3-4-2　ベル
フラット玉川301

http://ys-athlete-support.com

2668
株式会社ヴァンガード・
マネジメント

専門・技術サー
ビス業

東京都
港区三田3-4-18　二葉ビル
202

http://www.vanguardmanagement.jp

2669 株式会社ファインズ 情報通信業 東京都
渋谷区渋谷2-12-15　日本
薬学会長井記念館6階

http://e-tenki.co.jp/

2670 有限会社石橋製作所 製造業 東京都 八王子市諏訪町488-2

2671
有限会社サロン・ド・セ
シール

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 西東京市田無町4-28-5 http://cecileinternational.world.coocan.jp

2672 株式会社らいこう
教育・学習支援
業

東京都 立川市西砂町6-24-2

2673
特定非営利活動法人多摩
子ども劇場

その他のサービ
ス業

東京都
多摩市落合1-46-1　4F
407

http://www.tama-kodomo.com

2674
医療法人社団福啓会オー
ラルプロポーションクリ
ニック

医療・福祉 東京都
渋谷区渋谷1-23-18　ワー
ルドイーストビル8Ｆ

http://www.oralpro.jp



2675 株式会社八洲 建設業 東京都 府中市若松町3-3-1 http://www.fuchu-yashima.co.jp

2676
有限会社ムーン・ドラゴ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区恵比寿西2-17-8
I.T.O代官山101

http://www.moondragon.jp

2677 有限会社南陽開発 建設業 東京都 町田市成瀬1-27-1

2678 酒々菜彩だんだん 飲食店・宿泊業 東京都
町田市中町1-8-14　キヨカ
ワビル3F

http://dandm.xyz/dandan-machida

2679 NITOH株式会社 不動産業 東京都
渋谷区道玄坂2-10-7　新大
宗ビル5号館4階

http://www.nitoh.co.jp

2680 株式会社高根組 建設業 東京都
台東区根岸4-1-29　ARCA1
階

2681
シグマアテンドサービス
株式会社

その他のサービ
ス業

東京都
品川区上大崎2-25-2　新目
黒東急ビル6階

http://www.sigma-attend.co.jp/ 

2682 株式会社トラストコーチ
教育・学習支援
業

東京都
渋谷区渋谷1-23-18　ワー
ルドイーストビル4階

http://www.inter-highschool.ne.jp

2683 株式会社OKメディア 情報通信業 東京都
港区南青山5-4-35　たつむ
ら青山ビル10階

http://okmedia.co.jp/

2684
ソラーレ社会保険労務士
法人

専門・技術サー
ビス業

東京都
品川区東大井5-14-11　セ
ントポールビル7階

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

2685
ライフサイエンスコン
ピューティング株式会社

情報通信業 東京都
豊島区南池袋2-30-12　BIT
ビル7階

http://www.lscc.co.jp/ 

2686
医療法人社団焔 やまと診
療所

医療・福祉 東京都 板橋区東新町1-26-14 http://www.yamato-clinic.org/ 

2687 株式会社リゾーム 情報通信業 東京都 中央区日本橋箱崎町17-1 http://www.rhizo-me.com/

2688
株式会社ナレッジクリ
エーションテクノロジー

情報通信業 東京都
千代田区大手町1-5-1　大
手町ファーストスクエア
イーストタワー4階

http://www.jpkct.com/

2689
株式会社シナジーシステ
ム

情報通信業 東京都
豊島区東池袋1-47-3　17山
京ビル504号

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

2690
株式会社ヒューマンテク
ノロジーズ

情報通信業 東京都
港区虎ノ門4-1-28　虎ノ門
タワーズオフィス17階

http://www.h-t.co.jp/ 

2691 株式会社UKnet 情報通信業 東京都 北区東田端1-13-10 http://www.uknet.co.jp/

2692 シグニフィ株式会社 情報通信業 東京都
港区南麻布2-7-29　牛腸ビ
ル2階

http://www.signifi.co.jp/ 

2693 株式会社ソラシード 情報通信業 東京都
渋谷区桜丘町27-1　エグゼ
クティブ渋谷204

http://www.soraseed.jp/

2694 株式会社ISAP 情報通信業 東京都
品川区大井1-23-4　Ovalビ
ル4階

http://www.isap.co.jp

2695 ネイルサロンKuku
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
中野区東中野3-1-20　不二
園ビル502

http://www.nailsalonkuku.com

2696
木村社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

東京都
千代田区九段南4-6-9　OS
ビル6階B

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

2697
ウェイリン・ジャパン株
式会社

卸売・小売業 東京都 中央区日本橋室町4-1-14 https://weilinjapan.com

2698 株式会社JPC 卸売・小売業 東京都
江東区越中島1-2-13　TK門
前仲町ビル8階

http://www.jpctrade.jp

2699 株式会社アートブルー 情報通信業 東京都
渋谷区神南1-13-14　高野
ビル4階

http://www.artblue.co.jp

2700 人事オフィスひまわり
専門・技術サー
ビス業

東京都 豊島区南池袋2-24-2 http://www.himawari-sr.info

2701 T&Kプロデュース有限会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
西東京市田無町5-1-13　ハ
イセレサ田無本町シティタ
ワー

2702 株式会社カプラス
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 江東区扇橋2-5-7 http://abie.jp

2703 株式会社アカツキ 卸売・小売業 東京都 豊島区南長崎1-9-6　1階 http://www.buyking.club

2704 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

2705
有限会社ミノワ電子サー
ビス

製造業 東京都 八王子市石川町704-3 http://www.minowads.co.jp

2706
特別養護老人ホーム　青
梅天使園

医療・福祉 東京都 青梅市今井1-2609-1 http://www.oume-tensien.or.jp

2707 有限会社浅利工業 建設業 東京都 日の出町大字大久野1085-8
2708 大舘建設工業株式会社 建設業 東京都 奥多摩町日原907



2709
上田ビジネスコンサル
ティング合同会社

専門・技術サー
ビス業

東京都
八王子市横山町9-11小泉ビ
ル4階

2710 北山幼稚園
教育・学習支援
業

東京都 府中市西原町3-3-4

2711
ゼットエンジニアリング
株式会社

製造業 東京都
江戸川区西小岩2-11-7 富
士ビル1階

http://www.steam-z.com

2712 株式会社S.T.S
その他のサービ
ス業

東京都 新宿区戸山2-33-115 http://www.sts-bm.jp

2713
ユナイテッドシステム株
式会社

情報通信業 東京都 千代田区鍛冶町1-5-2 http://www.usys.co.jp

2714
aratiヨガ＆健康コンサル
ティング

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
新宿区四谷1-20-4 中村ビ
ル2階

http://www.arati-web.com

2715 有限会社ウィッシュ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
中央区銀座3-10-14 東銀1
ビル5階

http://www.e-headspa.com

2716
株式会社マイネット・グ
ループ

情報通信業 東京都
千代田区神田佐久間町4-20
JAKONETビル6階

http://www.mynetgrp.com

2717 システムセンス株式会社 情報通信業 東京都
中央区日本橋小伝馬町14-6
日宝小伝馬町ビル7階

http://www.sense.co.jp/

2718 株式会社バーネット 情報通信業 東京都
新宿区新小川町9-6 新畑戸
ビル2F

http://www.barnet.co.jp/

2719 株式会社Encounter 飲食店・宿泊業 東京都 荒川区西尾久7-29-8 http://www.encounter510.com/

2720 ウェブラボ株式会社 情報通信業 東京都
新宿区四谷2-12-5 四谷ISY
ビル9階

http://www.weblab.co.jp/

2721
株式会社エレクトロニッ
ク・ライブラリー

情報通信業 東京都 品川区西五反田8-11-13 http://www.elnet.co.jp/

2722 FTF株式会社 卸売・小売業 東京都 渋谷区松濤1-4-9-101 http://facetofacecoltd.com

2723
クリエーションライン株
式会社

情報通信業 東京都 千代田区神田佐久間町3-6 http://www.creationline.com

2724
有限会社ビービーエスス
ズキ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 北区王子1-14-2　鈴木ビル http://www.bbs-co.com

2725 株式会社セブン・シーズ 情報通信業 東京都
中央区日本橋本石町3-3-8
日本橋優和ビル3階

http://www.sevenseas.jp

2726 株式会社エアー 情報通信業 東京都
港区六本木2-2-8 ヒュー
リック六本木二丁目ビル

http://www.air.co.jp

2727 株式会社エヌワイ 製造業 東京都
港区芝浦1-13-10　第3東運
ビル

http://www.ny-tokyo.com

2728 株式会社パリムハウス
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区世田谷1-21-7

2729 株式会社ADCEE 情報通信業 東京都
新宿区新宿5-10-12 岩本ビ
ル3階

http://adcee.jp/

2730 有限会社ヴァニテ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区南青山5-4-35 たつむ
ら青山マンション701

http://www.vnt.jp/

2731 株式会社ネスタ 情報通信業 東京都
新宿区弁天町1-10 サンイ
ング早稲田3階

http://naste.co.jp/

2732 税理士法人TMS
専門・技術サー
ビス業

東京都 練馬区氷川台4-47-18 http://www.ztms.jp/

2733 株式会社ラクサス 情報通信業 東京都
台東区台東2-31-7　AKビル
2階

http://www.raxus.co.jp/

2734
株式会社クリエイトエン
ジニアリング

情報通信業 東京都
品川区南大井3-22-7 大森
YSビル3階

http://www.cre-eng.co.jp

2735 株式会社ワンブリッジ 情報通信業 東京都
千代田区神田司町2-21 OK
司ビル5階

http://www.1bridge.co.jp

2736 株式会社ナインテック
その他のサービ
ス業

東京都 北区神谷2-27-2 http://www.9tech.co.jp

2737 株式会社VOYAGE
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
新宿区新宿2-9-1 第31宮廷
ビル4階

http://voyage.tokyo.jp

2738 ラムス
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
豊島区東池袋1-15-1 菱山
ビル5階

http://www.ramshair.jp/ 

2739
パイオネット・ソフト株
式会社

情報通信業 東京都
新宿区西新宿1-22-2 新宿
サンエービル13階

http://www.pionet.co.jp/

2740 株式会社jioworks 情報通信業 東京都
新宿区新宿1-5-6 御苑ビル
4階

http://www.jioworks.com/ 

2741 株式会社ミリーラボーテ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区奥沢6-31-3 http://www.milly-la-beaute.com/



2742 有限会社青葉精工製作所 製造業 東京都 世田谷区鎌田1-8-6 http://www.aobaseikou.co.jp

2743 株式会社ジェイスペイド 卸売・小売業 東京都 渋谷区千駄ヶ谷4-7-1
2744 開発建材株式会社 製造業 東京都 葛飾区堀切1-40-8 http://www.kaihatsu-kenzai.co.jp/ 

2745 龍崎会計事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都
台東区東上野3-21-2 越前
ビル102

http://www.ryuzaki-tax.com/ 

2746
株式会社アイティ・クラ
フト

情報通信業 東京都
中央区新川2-8-1 第2長山
ビル7階

http://www.it-craft.co.jp/

2747 株式会社ブランシュール 医療・福祉 東京都 港区六本木6-12-2 B3007号

2748 株式会社サンライズ 情報通信業 東京都
中央区東日本橋2-14-1 DKK
東日本橋ビル4階

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

2749
Webコンサルティング・グ
リーンバズ

専門・技術サー
ビス業

東京都 新宿区西新宿7-7-7 http://greenbuzz.jp

2750 富士通不動産株式会社 不動産業 東京都 杉並区上荻1ｰ17ｰ10 http://www.fujitsu-fudousan.co.jp

2751
日本マルチメディア・エ
クイップメント株式会社

情報通信業 東京都
千代田区内神田1-12-3
翔和内神田ビル5階

http://www.jmenet.com

2752 株式会社RICH
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区高輪1-1-12 松島ビル1
階

2753 株式会社エリコネイル
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 渋谷区神宮前5-1-3 http://www.erikonail.com/

2754 株式会社ケイジェイシー 卸売・小売業 東京都
品川区北品川1-10-4 Y.B.
ビル5階

http://www.all-kjc.com

2755 株式会社CAMI&Co. 情報通信業 東京都 品川区大崎3-6-21 10階 http://www.cami.jp/ 

2756 医療法人社団翔誠会 医療・福祉 東京都
中野区江原町2-31-7 若月
ビル1階

http://www.shinekota-kobayashidc.com/ 

2757
株式会社グレースコミュ
ニケーション

その他のサービ
ス業

東京都 中央区八丁堀4-5-8 6階 http://gracecommunication.co.jp

2758 Z-BORn
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
世田谷区梅丘1-25-10 小山
ビル1階

http://www.z-born.com/ 

2759 株式会社ラポート
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
豊島区東池袋2-62-10 池袋
5thビル11階･12階

http://www.2jikai-sienne.com

2760 有限会社清晨 製造業 東京都 台東区池端2-1-16

2761
アップシードレジデン
シャル株式会社

不動産業 東京都
文京区本郷1-20-4 池田ビ
ル2階

http://www.upseed.jp

2762 株式会社システムヴァン 情報通信業 東京都
港区芝浦2-14-8 第2テーワ
イビル5階

http://www.svan.co.jp/ 

2763 株式会社日本水族館 卸売・小売業 東京都 荒川区町屋3-22-11 http://www.nissui.ne.jp

2764 東邦金属株式会社 卸売・小売業 東京都 港区六本木1-9-18-303 http://www.toho-metal.co.jp

2765
株式会社日の丸ディスプ
レー

その他のサービ
ス業

東京都 練馬区早宮1-11-8 http://www.display.co.jp/

2766 株式会社ヴィヴィット 情報通信業 東京都
台東区東上野3-15-12 野本
ビル4階

http://www.vivit-net.com/ 

2767 東西株式会社
その他のサービ
ス業

東京都
大田区大森北1-1-10 大森
シティビル9階

http://www.touzai.jp/

2768 株式会社R.K
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 足立区六町3-5-13 http://www.hair-rave.com/

2769
株式会社日本マイクロリ
ンク

情報通信業 東京都
台東区東上野1-14-5 ﾕｰｴﾑ
ﾋﾞﾙ4階

http://www.mlink.co.jp/

2770
日立自動車交通第二株式
会社

運輸業 東京都 足立区綾瀬6-11-22 http://hitachi-gr.com

2771 株式会社リファレンス
その他のサービ
ス業

東京都 武蔵野市八幡町1-4-32-102

2772 Refer Plans.株式会社
その他のサービ
ス業

東京都 杉並区善福寺3-22-17

2773 丸栄工業株式会社 卸売・小売業 東京都 中央区日本橋人形町1-1-15
2774 株式会社東邦商会 卸売・小売業 東京都 千代田区神田錦町1-8-9 http://www.tohosyokai.co.jp/

2775 株式会社シーズ 情報通信業 東京都
千代田区神田須田町1-10
神田ONビル4階

http://www.cs-n.co.jp/ 

2776 RiMコンサルティング
専門・技術サー
ビス業

東京都
台東区東上野1-25-3 小松
和東上野ビル501

https://hrmjp.jimdo.com

2777
株式会社フェルナンドス
ネイル＆アカデミー ピ
アーノ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
江戸川区一之江8-14-1 一
之江駅ビル3階

http://nail-piano.com/

2778
株式会社フェルナンドス
ベルクォーレ

飲食店・宿泊業 東京都 江戸川区東瑞江1-27-6-B1 http://belcuore.jp



2779
株式会社フェルナンドス
みずえ駅ビル整骨院

医療・福祉 東京都
江戸川区瑞江2-2-1 ライフ
4階

http://seikotu.mizue-ekibiru.com/

2780 株式会社プレスク 情報通信業 東京都
千代田区内神田1-2-1ダコ
タハウス8階

http://presq.co.jp/

2781
ジャパンフィルター株式
会社

製造業 東京都 足立区大谷田4-16-9 http://www.japan-filter.co.jp

2782
株式会社アクト・ブレー
ン

情報通信業 東京都
中央区八丁堀3-27-4 八重
洲第八長岡ビル4階

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

2783 株式会社ザ・ヘッド 情報通信業 東京都 台東区蔵前3-1-9 http://www.head.co.jp

2784 有限会社原田左官工業所 建設業 東京都
文京区千駄木4-21-1 ハラ
ダビル

http://www.haradasakan.co.jp/

2785
株式会社ケープロジェク
ト

情報通信業 東京都
千代田区外神田3-14-3 福
栄秋葉原ビル8階

http://www.kproject.co.jp

2786 OHC株式会社
その他のサービ
ス業

東京都 北区十条仲原2-6-11 http://ohc.co.jp

2787 株式会社カープ 情報通信業 東京都
渋谷区猿楽町9-2　レ・ミ
ストラル代官山4階

http://carps.co.jp

2788
株式会社スワロースポー
ツ

卸売・小売業 東京都 練馬区春日町5-7-9 http://www.4860.jp

2789 BALLOON HAIR
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 渋谷区神宮前4-24-12　1階 http://www.balloon-hair.jp/

2790
株式会社三協メンテナン
ス

その他のサービ
ス業

東京都 八王子市子安町2-10-2

2791
東洋アルチタイト販売株
式会社

卸売・小売業 東京都 八王子市片倉町1822-54 http://alchitight.co.jp

2792 共同保育所にんじん
教育・学習支援
業

東京都 西東京市南町3-19-10

2793 合同会社inf
専門・技術サー
ビス業

東京都 八王子市南陽台2-32-14

2794
株式会社TRSTY
CORPORATION

飲食店・宿泊業 東京都
立川市曙町2-30-13大久保
ビル３F

http://garakuta-ya.jp

2795
株式会社マイスター靴工
房KAJIYA

製造業 東京都 東久留米市柳窪3-2-37 http://kutsu-kajiya.com

2796 株式会社ASRC 製造業 東京都 青梅市成木8-65-2 http://www.samurai-tshirts.com

2797 株式会社RISE
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
武蔵野市吉祥寺南町1-11-
11-8F

2798
ナチュラルオーガニック
株式会社

卸売・小売業 東京都
府中市八幡町3-17-15　と
もやビル4Ｆ

http://nagomisabo.jp

2799 アップ合同会社 医療・福祉 東京都
調布市西つつじヶ丘4-23-
35-103

http://up-kenko-club.webnode.jp

2800
有限会社シャドウ・スタ
ントプロダクション

専門・技術サー
ビス業

東京都 町田市鶴間6-25-10 http://www.shadow-stunt.com/

2801
株式会社リペアマイス
ター

建設業 東京都 町田市野津田町708-1 http://repair-meister.jp

2802 いぶし銀 飲食店・宿泊業 東京都
町田市原町田6-29-4 寺田
ビル1-B

2803 株式会社ネオエンジニア 建設業 東京都 町田市矢部町2786-1 http://neoeng.co.jp

2804
有限会社スタートメ
ニュー

教育・学習支援
業

東京都 足立区竹の塚6-9-2 http://www.startmenu.co.jp/ 

2805 株式会社YT 不動産業 東京都 新宿区片町1-1
2806 吉村興業株式会社 建設業 東京都 中野区上鷺宮4-10-6

2807 株式会社セシルクロー
その他のサービ
ス業

東京都 世田谷区岡本1-3-5-304 http://www.cecile96.com/

2808
株式会社モダンスタン
ダード

不動産業 東京都 新宿区新宿2-5-10 http://www.m-standard.co.jp/ 

2809
社会保険労務士法人ガー
ディアン

専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区日本橋人形町1-5-1
日本サンライズビル601

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

2810 株式会社トラスノック
専門・技術サー
ビス業

東京都
港区東麻布1-7-3 第二渡邊
ビル7F

http://www.tlusnoc.com/

2811 アンリミテッド株式会社 情報通信業 東京都 新宿区西新宿8-5-8 http://www.unlimit-ed.co.jp

2812 みさき歯科医院 医療・福祉 東京都 渋谷区渋谷1-7-14 http://www.misaki-shika.com

2813
ファミリーサポートセン
ターもも

医療・福祉 東京都 葛飾区東金町3-21-5



2814
レジェンダ・テクノロ
ジー株式会社

情報通信業 東京都 新宿区北新宿2丁目21番1号 http://www.leggenda.co.jp

2815
株式会社ドリームサプラ
イズ

その他のサービ
ス業

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

2816
株式会社アスパーク 東京
オフィス

専門・技術サー
ビス業

東京都
港区港南2-16-4 品川グラ
ンドセントラルタワー4F

http://www.aspark.co.jp

2817 株式会社サントラスト 情報通信業 東京都
千代田区神田小川町1-11
千代田小川町クロスタ7F

http://www.suntrust.co.jp

2818
株式会社ハイパーマーケ
ティング

専門・技術サー
ビス業

東京都
墨田区江東橋4-16-1 第3鈴
勘ビル2F

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

2819
株式会社エー・アンド・
ディ

情報通信業 東京都
渋谷3丁目6番15号 渋谷Tビ
ル5階

http://www.andcorp.co.jp

2820 アガイ商事株式会社 卸売・小売業 東京都 豊島区池袋2-23-16 http://www.agai-jp.com

2821 株式会社AHB 卸売・小売業 東京都 江東区木場3-7-11 http://www.ahb.jpn.com

2822 大成ネット株式会社 情報通信業 東京都
港区芝大門1-2-13 MSC芝大
門ビル2階

http://www.taiseinet.com

2823
アプライドテクノロジー
株式会社

卸売・小売業 東京都 新宿区東五軒町3-8 http://www.atc.co.jp

2824
有限会社キャステルライ
フ

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 豊島区南池袋2-17-17

2825 株式会社ピープル
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 昭島市中神町1304-48 http://people-brand.com

2826 株式会社ザ・キッド
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区東玉川2-6-7 http://www.the-kid.co.jp

2827 株式会社ウカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区西麻布1-8-7 綿工連会
館7階

http://www.uka.co.jp

2828
ビズリードコンサルティ
ング株式会社

情報通信業 東京都
台東区東上野2-2-1 品田ビ
ル5階

http://www.bizlead.jp

2829 矢吹炉研株式会社 建設業 東京都 荒川区東尾久8-32-19 http://www.yabukiroken.com

2830
株式会社建材サービスセ
ンター

専門・技術サー
ビス業

東京都 板橋区双葉町40-10 http://www.kenzai-s.co.jp/ 

2831 株式会社友成工芸 製造業 東京都 世田谷区池尻4-26-7 http://www.tomonari.co.jp

2832
株式会社RYコーポレー
ション

飲食店・宿泊業 東京都
港区高輪4-10-63 エミナン
ス高輪5階

http://www.ry-corporation.com/

2833
株式会社ファーストファ
シリティーズ

建設業 東京都 新宿区高田馬場3-23-3 http://first-facilities.jp/

2834
日立自動車交通第三株式
会社

運輸業 東京都 葛飾区金町1-19-3 http://www.hitachi-gr.com/

2835 株式会社マーヤ 製造業 東京都 足立区椿2-8-5

2836 株式会社スピカ
その他のサービ
ス業

東京都 港区元麻布3-10-8 http://www.spica-inc.jp

2837
ブライダルサロン石神井
公園

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 練馬区高野台5-38-17-107 http://www.kekkonso-dan.jp/

2838 トップハンズ株式会社 情報通信業 東京都 練馬区春日町2-19-11 http://www.tophands.co.jp

2839 株式会社ルビキタス 情報通信業 東京都
港区芝大門2-7-1 ハイリー
フ芝大門102

https://rubyquitous.co.jp/

2840 株式会社セラップ 医療・福祉 東京都 千代田区神田淡路町1-1-1 http://therap.co.jp/

2841 ミールボックス 飲食店・宿泊業 東京都 板橋区赤塚新町1-22-6

2842 岡部社会労務士事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都 江東区亀戸4-18-11-202 http://okabe-consulting.com

2843 株式会社ラヴィニール
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
新宿区歌舞伎町1-5-4 第22
東ﾋﾞﾙ7階

http://www.h-lavenir.com

2844 株式会社タツフト 卸売・小売業 東京都
品川区西五反田2-7-11
intexビル4階

http://www.tatsufuto.co.jp

2845 司法書士法人コスモ
専門・技術サー
ビス業

東京都 中央区八重洲2-6-21 http://www.cos-mo.jp

2846 ミモッサ株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 目黒区目黒本町2-14-5 http://carina-ginza.com/

2847 ヴァンテージIT株式会社 情報通信業 東京都
中央区築地2-14-6 LXS築地
502

http://www.vantageit.co.jp

2848
ビー・アイ・シー社会保
険労務士法人

専門・技術サー
ビス業

東京都
中央区日本橋人形町2-15-
15

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

2849
株式会社CS保険アドバイ
ザーズ

金融・保険業 東京都
渋谷区代々木2-11-5　アク
ティブ新宿

http://www.cshoken.jp



2850 株式会社ワイズ 情報通信業 東京都
北区赤羽2-51-3 NS3ビル
2F

http://www.wisenet.co.jp/

2851 株式会社地方総合研究所 飲食店・宿泊業 東京都 北区東田端1-13-10 http://www.uknet.co.jp

2852
株式会社うえじまインベ
ストメント

情報通信業 東京都 北区東田端1-13-10 http://www.uknet.co.jp

2853
株式会社オープン・シス
テム・ソリューションズ

情報通信業 東京都 北区東田端1-13-10 http://www.uknet.co.jp

2854 株式会社アグリゲート 卸売・小売業 東京都
品川区西五反田1-23-7 五
反田シティトラストビル2F

http://agrigate.co.jp

2855 リエゾン雪谷店
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 大田区南雪谷2-10-1

2856
株式会社アイスリーデザ
イン

情報通信業 東京都 渋谷区渋谷2-6-12 http://www.i3design.jp

2857 株式会社ケーシーツー 情報通信業 東京都
中央区勝どき6-3-1 THE
TOKYO TOWERSｼｰﾀﾜｰ2216

http://kc2.co.jp/ 

2858 株式会社MARKS
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 豊島区高田2-17-20 http://www.mejiro-marks.com/ 

2859 株式会社コヤナギ 卸売・小売業 東京都 足立区入谷3-12-5 http://www.kyng.co.jp

2860
アイビーウエーブ株式会
社

その他のサービ
ス業

東京都
新宿区西新宿7-18-5 中央
第7西新宿ビル

http://www.ivywave.com/ 

2861
株式会社UKトレーディン
グ

卸売・小売業 東京都 目黒区五本木3-7-8 http://www.car-port.co.jp

2862 Gift
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 世田谷区祖師谷1-8-15

2863 株式会社アース 情報通信業 東京都 世田谷区円山町23-9-1003

2864 株式会社アプサ 情報通信業 東京都
文京区白山5-36-9 白山麻
の実ビル10F

http://www.apsa.co.jp

2865 株式会社レーブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 練馬区北町7-9-21 http://www.sansfin.biz/

2866 梅寿園 建設業 東京都 青梅市柚木町3-520 http://www.baijuen.jp

2867 株式会社サニーワークス 飲食店・宿泊業 東京都
国立市中1-9-45　金文堂ビ
ルＢ1Ｆ

2868 株式会社エステート三松 不動産業 東京都
府中市宮町1-100 ル・シー
ニュ102

http://mimatu.co.jp

2869 有限会社司設計
専門・技術サー
ビス業

東京都 府中市美好町3-59-9

2870
株式会社スポーツフィー
ルド

その他のサービ
ス業

東京都 日野市万願寺6-24-14 http://www.sportsfield.co.jp

2871
株式会社ライフサイクル
ケアセンター

医療・福祉 東京都
府中市宮西町3-5-4 パーク
ヒル1階

2872
株式会社イケイケカンパ
ニー

医療・福祉 東京都 町田市中町3-17-11 2F http://ikeike-aloha.co.jp/

2873
株式会社ポートエモー
ション

その他のサービ
ス業

東京都
町田市森野1-22-1　都南ビ
ル4F

2874 株式会社T&Aパートナーズ
その他のサービ
ス業

東京都 町田市成瀬台3-35-11

2875
有限会社マッシュアンド
ロータス

専門・技術サー
ビス業

東京都
渋谷区神南1-6-14　ジョル
ディービル

2876
株式会社マッシュルーム
デザイン

専門・技術サー
ビス業

東京都
渋谷区神南1-6-14　ジョル
ディービル

http://mashroom-design.jp

2877 株式会社アンテンドゥ 製造業 東京都 練馬区北町5-11-14 http://www.antendo.com/

2878 リーフ歯科 医療・福祉 東京都 中央区日本橋兜町14-10 http://www.leaf-dental.com/ 

2879
株式会社アドカル
チャー・ワークス

情報通信業 東京都 千代田区神田駿河台3-4 https://www.adculture.co.jp

2880 協立工業株式会社 建設業 東京都 千代田区内神田2-11-6 www.kyoritsu-ind.co.jp/ 

2881
有限会社ＫＺフーズコン
サルティング

飲食店・宿泊業 東京都
渋谷区渋谷1-15-16　ソシ
アルビル1F

http://kz-foods.com

2882 株式会社アグネス 飲食店・宿泊業 東京都 新宿区神楽坂2-20-1 http://www.agneshotel.com

2883 株式会社大野孝
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 中央区日本橋本町3-2-12 http://www.hair-ono.com/

2884 Best Practice 株式会社
専門・技術サー
ビス業

東京都 千代田区隼町3-19 http://www.e-practice.co.jp

2885
株式会社システム情報企
画

卸売・小売業 東京都 新宿区歌舞伎町2-41-8 http://www.system-joho.co.jp



2886 株式会社ブリコラージュ 情報通信業 東京都 新宿区新宿7-2-1 http://www.bric.jp
2887 株式会社ninety nine 情報通信業 東京都 港区六本木7-17-12-312 http://www.ninetynine.co.jp

2888 キラジェンヌ株式会社 情報通信業 東京都 渋谷区笹塚3-19-2 http://www.kirasienne.com

2889
東京サンブライト株式会
社

不動産業 東京都 葛飾区南水元2-6-3 http://www.tokyo-sunbright.co.jp

2890
デリオンジャパン合同会
社

教育・学習支援
業

東京都 目黒区東が丘2-12-20-405 http://delion.jp

2891 株式会社luce
専門・技術サー
ビス業

東京都
立川市錦町2-2-28　プレス
テージ立川103

2892 株式会社allu
専門・技術サー
ビス業

東京都
立川市錦町1-4-13　プライ
ムコート1F

2893 株式会社営都環境 建設業 東京都 東村山市栄町2-10-41
2894 有限会社内野製作所 製造業 東京都 武蔵村山市伊奈平3-1-10

2895 VOICE hair
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 武蔵野市西久保1-6-17 http://voicehair.com/

2896 株式会社英瑞 卸売・小売業 東京都 中野区東中野1-12-6 http://eizui.com
2897 株式会社ハルス 不動産業 東京都 武蔵野市境南町4-22-7 http://www.hals-buy.jp/

2898 牧野電設株式会社 建設業 東京都 練馬区南大泉5-38-10 http://www.makino-d.co.jp/

2899
株式会社イノス　ジャポ
ン

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区代々木2-2-13 新宿
TRビル3Ｆ

2900 株式会社フォルテ 不動産業 東京都
東村山市栄町1-15-29
フォルテ久米川1階

http://www.forte-e.co.jp/intro.html

2901 有限会社泰平
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 国立市東1-6-23

2902 有限会社イースト 不動産業 東京都 国立市東1-6-23

2903
狛江市医師会訪問看護ス
テーション

医療・福祉 東京都 狛江市元和泉2-35-1

2904 株式会社atelier merc 卸売・小売業 東京都 府中市本宿町2-11-6

2905
まごころケアマネジャー
事務所

医療・福祉 東京都 江戸川区一之江7-33-18 http://hp.kaipoke.biz/etb/56726/index_0001.html

2906 株式会社アミ 医療・福祉 東京都 江東区猿江2-5-12 http://ami.gr.jp

2907
株式会社ピーシーウイン
グ

情報通信業 東京都
新宿区四谷4-21　第一丸信
ビル 4F

http://www.pcwing.co.jp

2908
株式会社エフピーワンコ
ンサルティング

金融・保険業 東京都 千代田区飯田橋3-4-3 http://www.fp-one.co.jp/

2909 株式会社アンヴィル 情報通信業 東京都 千代田区神田神保町1-16-3 https://www.anvil.ne.jp/

2910 中村太郎税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都
新宿区西新宿7-5-14  井上
ビル12号館301

http://www.nakamura-taro.com/ 

2911 株式会社L.B.G
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 足立区千住中井町33-1

2912 株式会社ミリージュ 卸売・小売業 東京都 渋谷区恵比寿西1丁目34−15

2913
綜合システム開発株式会
社

情報通信業 東京都
新宿区四谷1-8 HIRO四谷ビ
ル3階

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

2914 株式会社セントメディア
その他のサービ
ス業

東京都 新宿区新宿3-1-24 https://www.saintmedia.co.jp

2915 株式会社f'bloom
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 港区新橋2-9-8 http://www.fbloom.com

2916 株式会社ビーブリッド 情報通信業 東京都 台東区上野3-17-9 http://www.bibrid.co.jp

2917 リタポンテ 医療・福祉 東京都
新宿区上落合2-9-16　イン
テック落合1階

http://www.ritaponte.jp/

2918 株式会社GOODSSALES 卸売・小売業 東京都 豊島区東池袋2-1-3 http://www.goodssales.jp

2919 株式会社ギャラクシィ 情報通信業 東京都 文京区大塚5-3-13 http://www.galaxy.jp/

2920
暮らしリフォーム株式会
社

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 中野区江古田4-32-3 http://www.kurashi-reform.co.jp/ 

2921 株式会社ブラヴィッシモ 情報通信業 東京都
渋谷区桜丘町21-2　池田ビ
ル5階

http://www.bravi.co.jp/ 

2922 株式会社CLEO
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
港区南青山3-8-5　アーバ
ンプレム南青山2F

http://www.cleo-hair.jp/ 

2923 hair&make baboo
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
豊島区巣鴨3-29-6　米田ビ
ル1階

http://www.baboobaboo.jp/ 

2924
株式会社プラスアル
ファ・コンサルティング

情報通信業 東京都
港区浜松町1-18-16　住友
浜松町ビル5F

http://www.pa-consul.co.jp/

2925 有限会社白洗舎
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都 豊島区千早1-14-12 http://www.hakusensha.tokyo



2926 合同会社アフティ 建設業 東京都 世田谷区用賀2-5-10-102

2927 株式会社クク 卸売・小売業 東京都
八王子市新明町3-20-6　八
王子ファーストスクエアー
11F

http://ku2.biz/k/

2928 有限会社スリーナイン 卸売・小売業 東京都
八王子市新明町3-20-6　八
王子ファーストスクエアー
11F

http://www.tn999.jp

2929 西都プレス工業株式会社 製造業 東京都 八王子市川口町3767-14 http://seito-press.co.jp

2930 ファリーヌ松尾秀隆 製造業 東京都 八王子市椚田町586-5
2931 株式会社Rootsベジ麺処鶻 飲食店・宿泊業 東京都 武蔵野市境2-8-17

2932 株式会社クォス
専門・技術サー
ビス業

東京都
多摩市鶴牧1-4-17　いずみ
ビル

http://www.qos.co.jp

2933
ロックフォードレコード
株式会社

専門・技術サー
ビス業

東京都
中野区弥生町2-32-16
ロックフォード第3ビル中
野新橋1F

http://www.rockfordrecords.com/

2934 Hair Ric
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
武蔵野市境南町2-7-21  ダ
イヤパレス武蔵境2F

http://hair-ric.com/

2935 オーシャンズ知財事務所
専門・技術サー
ビス業

東京都
武蔵野市境南町2-1-22  和
田ビル201

2936
有限会社ヒナタ建築事務
所

専門・技術サー
ビス業

東京都
立川市錦町2-5-10　TKビル
3Ｆ

2937 有限会社小川電設 建設業 東京都 町田市上小山田438-6

2938
わくわくマイホーム株式
会社

不動産業 東京都 調布市小島町2-51-3

2939
株式会社エー・アイ・エ
ムスタッフ

情報通信業 東京都
千代田区平河町1-7-20
COI平河町ビル8階

http://www.aimstaff.co.jp/

2940 炙り屋 飲食店・宿泊業 東京都 世田谷区玉川台2-22-16

2941
ワイルドディープ株式会
社

その他のサービ
ス業

東京都
江東区青海2-4-32　タイム
24ビル4階

http://www.wilddeep.co.jp/ 

2942
ジー・アンド・デー株式
会社

情報通信業 東京都 新宿区高田馬場2-14-2 http://www.e-gandd.co.jp/

2943 株式会社國貞 卸売・小売業 東京都 足立区六木4-5-29 http://www.kuni-sada.co.jp

2944
株式会社ビジョナリーク
ロス

専門・技術サー
ビス業

東京都
港区赤坂2-16-6　BIZ
MARKS赤坂1F

http://www.vcross.jp/

2945
株式会社スプリームハウ
ス建築工房川口・工務店

建設業 東京都 中央区日本橋浜町2-11-2

2946 株式会社アルバ 情報通信業 東京都
港区芝大門2-4-7　KDX浜松
町第2ビル4階

http://alba-group.co.jp

2947 千蔵工業株式会社 製造業 東京都 大田区千鳥2-38-5 http://www.entrard.co.jp/chikura/

2948 北友システム株式会社 情報通信業 東京都
千代田区神田小川町2-6-3
東英小川町ビル3階

http://www.hokuyu-sys.co.jp/

2949 株式会社セレンディップ 不動産業 東京都 新宿区水道町4-24

2950
株式会社コスモ・コン
ピューティングシステム

情報通信業 東京都
港区元赤坂1-1-8　赤坂コ
ミュニティビル3階

http://www.cosmocomputing.co.jp/ 

2951 合同会社Friends Up
教育・学習支援
業

東京都 大田区東六郷2-6-9 http://www.friendsup.jp/

2952 READYFOR株式会社
その他のサービ
ス業

東京都
文京区本郷5-33-10　いち
ご本郷ビル3階

http://www.readyfor.jp/ 

2953 ホットウェーブ株式会社 情報通信業 東京都
世田谷区松原1-38-28　松
原片桐屋ビル2F

http://www.hotwave.com/ 

2954 株式会社リビングライフ 不動産業 東京都 世田谷区等々力5-4-15 http://www.living-life.co.jp/

2955
ジャパンエレベーター
サービスホールディング
ス株式会社

専門・技術サー
ビス業

東京都 千代田区東神田1-11-2 http://www.jes24.co.jp/

2956 株式会社アロワーズ 建設業 東京都
新宿区新宿2-6-4　KN新宿
ビル12階

http://www.arrowers.co.jp/

2957
株式会社ハート引越セン
ター

運輸業 東京都 葛飾区奥戸5-12-4 http://www.hikkoshi8100.com/

2958
株式会社ハンク・ディー
シー

飲食店・宿泊業 東京都 多摩市一ﾉ宮4-20-21-903 http://www.heikenosato.jp

2959
株式会社ベストメンバー
サービス

その他のサービ
ス業

東京都
八王子市本町25-12　ハー
モニーレジデンス202

http://www.bms111.com/

2960 NKリサイクル株式会社 製造業 東京都
西多摩郡瑞穂町二本木429-
1

http://nktire.web.fc2.com/



2961 有限会社東京内装 建設業 東京都 八王子市中野上町5-29-10

2962 株式会社マジェルカ 医療・福祉 東京都
武蔵野市吉祥寺本町3-3-11
中田ビル1F B1

http://www.majerca.com/

2963 株式会社アトラス
生活関連サービ
ス業

東京都
立川市錦町3-1-11　カンタ
ヴィレ立川102

http://www.atlas2007.net/

2964
パティスリー　ラ　ボン
ボニエール

卸売・小売業 東京都 府中市府中町1-25-12

2965 有限会社日新商事 飲食店・宿泊業 東京都
町田市中町1-19-1　ミサワ
ビル101

2966
企業組合ワーカーズ・コ
レクティブ凡

製造業 東京都 町田市木曽西2-1-17 http://www.bon-machida.or.jp/

2967 株式会社タイムシェア 情報通信業 東京都
渋谷区幡ヶ谷2-20-10
キュアーレYMD4階

http://www.tmshare.co.jp

2968 株式会社クリエイティブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
渋谷区本町3-14-3　松尾ビ
ル3階

http://creative-bcg.com

2969
株式会社エイ・アンド・
プロ

教育・学習支援
業

東京都
千代田区富士見2-2-6　今
井ビル3階

https://www.apro-c.co.jp/

2970 丸八土建工業株式会社 建設業 東京都 北区神谷2-18-13 http://www.maruhachidoken.co.jp

2971
株式会社スペースアップ
多摩

その他のサービ
ス業

東京都 八王子市三崎町5-16 http://sp-avance.com

2972 株式会社ショウエイ 卸売・小売業 東京都 八王子市長沼町1308-4

2973
O-OWLULU（オーオーウル
ル）

生活関連サービ
ス・娯楽業

東京都
武蔵野市吉祥寺本町2-6-5
HOYAビル1F

http://o-owlulu.com/

2974 株式会社マイズケア 医療・福祉 東京都 西東京市南町2-1-14 http://www7b.biglobe.ne.jp/~myscare/

2975
株式会社テイエスグルー
プ

専門・技術サー
ビス業

東京都 町田市森野2-31-14

2976 Up Ltd株式会社 飲食店・宿泊業 東京都 町田市金井町2687-17

2977 奄美ふくらしゃ 飲食店・宿泊業 東京都
中野区新井5-5-15　パレ
ドール中野1階

http://amami-fukurasya.com/

2978
株式会社TUMUGU　つむぐ
中神教室

医療・福祉 東京都 昭島市朝日町3-18-9 http://tumugu3189.jimdo.com/

2979 all-round RECYCLE INADA 卸売・小売業 東京都 町田市根岸2-17-15 http://allround-recycle-inada.com/

2980
有限会社クリーンシステ
ム

専門・技術サー
ビス業

東京都 町田市鶴間1-16-3

2981 株式会社 斎藤工務店 建設業 神奈川県 横須賀市金谷2-2-1 https://saitou-koumuten.com/

2982 株式会社 タクトモ 建設業 神奈川県 横須賀市不入斗町2-8-5
2983 有限会社 左菊 建設業 神奈川県 三浦市三崎1-10-4 http://www.sakiku.com

2984
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

2985 有限会社 エッセン 製造業 神奈川県 横浜市緑区鴨居1-9-12 http://www.yokohama-essen.com/

2986 エッセンハイム 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横浜市緑区鴨居1-9-12 http://www.yokohama-essen.com/

2987 株式会社 エイム企画 情報通信業 神奈川県 横浜市中区南仲通3-32-1 www.aim-kikaku.co.jp

2988 株式会社 ライフウェル
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市戸塚区平戸3-44-12 http://www.life-well.jp

2989 株式会社 チェーロ 医療・福祉業 神奈川県 川崎市多摩区長沢1-6-6-F http://kaigotaxi-cielo.jimdo.com

2990
株式会社 コア・エレクト
ロニックシステム

製造業 神奈川県 横浜市都筑区南山田町4105 http://www.ces-net.com

2991 株式会社 トライアングル 建設業 神奈川県 横浜市港北区新羽町1807-1 http://www.tri-angle.jp

2992
藤田社会保険労務所事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
川崎市麻生区王禅寺東1-
26-2

http://www.sharoushi-fujita.jp

2993
株式会社 エム・エフ・ア
イ

金融・保険業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎南3-
15-9

http://www.emuefuai.com

2994 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1-2 https://www.ical.jp/

2995 税理士法人ゆば会計
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 川崎市幸区南幸町2-26 http://www.yuba-kaikei.com/

2996 ベネーブ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 川崎市中原区小杉町1-515 http://www.beneve.jp

2997
株式会社 ワイズカンパ
ニー

製造業 神奈川県
横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-
3-6F

http://www.ozon-uv.com

2998 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4704 http://www.artinc.co.jp

2999 石田精機 株式会社 製造業 神奈川県 横浜市金沢区福浦1-7-30 http://www.ishidaseiki.co.jp/

3000
有限会社 リナ・デル・レ
イ　（ネイルファクト
リー）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市中区山下町204-1 http://www.nailfactory.co.jp



3001 有限会社 アイン精巧 製造業 神奈川県 横浜市都筑区池辺町3468 http://www.ainseiko.com

3002
株式会社 朝香療術総合研
究所

医療・福祉業 神奈川県
横浜市青葉区美しが丘2-
21-2

http://www.asaka-a.co.jp/

3003 株式会社 ユービー 情報通信業 神奈川県 横浜市西区北幸1-11-15 http://www.ubnet.co.jp

3004 株式会社 FLUXDATE
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港北区大倉山1-29-
17

http://fluxgate.net

3005 株式会社 若武者ケア 医療・福祉業 神奈川県 横浜市港南区日野南1-6-17 http://www.wakamusha-care.jp

3006 株式会社 灯学舎
教育・学習支援
業

神奈川県 川崎市高津区久地1-4-7

3007 合同会社 teeta
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市中原区新丸子東2-
898-1　1F

http://www.teeta-hair.com

3008 有限会社 華而実商事 飲食店・宿泊業 神奈川県 横浜市中区花咲町2-60 http://www.arijou.com/company/

3009 株式会社 NEWS 不動産業 神奈川県 横浜市中区万代町1-2-12 http://www.news777.net

3010 エディフィック 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横浜市磯子区森3丁目21-18 http://www.naturaledific.com

3011 株式会社 スマイルワン 医療・福祉業 神奈川県 横浜市旭区万騎が原145-11 http://smileoneinc.com

3012 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

3013
はぐくみカンパニー 株式
会社

医療・福祉業 神奈川県 川崎市高津区下作延5-9-1 http://www.hagukumi-company.com/company

3014 武蔵野電設 株式会社 建設業 神奈川県 横浜市都筑区勝田町1326 http://www.musashino-d.co.jp/

3015
株式会社 お元気福祉サー
ビス

医療・福祉業 神奈川県
横浜市南区六ッ川1-645-1-
401

http://www.ogenki-pikapika.com

3016 有限会社 カオリ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市泉区和泉町3511-9 http://wellkaori.com/

3017
みわ社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港南区丸山台1-11-
19

http://sr-miwa.com/

3018 愛和食品 株式会社 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/

3019 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

3020 万国橋労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市中区海岸通5-25-2 http://sr-yokohama.com/

3021
社会保険労務士法人 エー
ル

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市港北区大豆戸町1018 http://www.sr-yell.com

3022 株式会社 海建 建設業 神奈川県 横浜市南区中島町1-13

3023
社会福祉法人 伸こう福祉
会

医療・福祉業 神奈川県 横浜市栄区公田町1020-5 http://www.shinkoufukushikai.com

3024
はぐくみカンパニー 株式
会社

医療・福祉業 神奈川県 川崎市高津区下作延5-9-1 http://www.hagukumi-company.com

3025
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
56-5

http://info-lounge.jp

3026 株式会社 ProVision
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市西区みなとみらい2-
2-1

http://www.pro-vision.jp

3027 HAIR MAKE 健
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
大和市大和東1-8-10サンホ
ワイト1階

3028
社会福祉法人 二津屋福祉
会　ロゼホームつきみ野

医療・福祉業 神奈川県 大和市下鶴間418-2番地 http://www.rozehome.com

3029 コラボ 株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
藤沢市南藤沢20-10サン
シャインタヒチビルB1F

3030
ローソンストア100 厚木
下川入店

卸売・小売業 神奈川県 厚木市下川入5-1

3031 合同会社 ナジーザ 卸売・小売業 神奈川県 海老名市門沢橋3-6-27-403

3032
トータルデリバリー座間
株式会社

卸売・小売業 神奈川県 座間市入谷3-1723-1

3033 クリクラ座間 卸売・小売業 神奈川県 座間市入谷3-1723-1

3034
株式会社 ビジネス・デザ
イン

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区共和4-13-
5-Ｆ

http;//www.business-design.co.jp/

3035
一般社団法人 えびなソー
シャルワークオフィス

医療・福祉業 神奈川県 海老名市大谷北3-20-3-2 http;//www3.hp-ez.com/hp/socialwork-office/

3036
共和サービス警備保障 株
式会社

その他のサービ
ス業

神奈川県
厚木市恩名1-6-59　ＯＭビ
ル3Ｆ

http://www.ks-security.co.jp/

3037
都市環境サービス 株式会
社

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市南区鵜野森2-25-
12

http;//www.eco-toshikan.com

3038
都市環境サービス 株式会
社第１工場

その他のサービ
ス業

神奈川県 愛甲郡愛川町中津6807

3039
都市環境サービス 株式会
社第２工場

その他のサービ
ス業

神奈川県 愛甲郡愛川町中津6820



3040
都市環境サービス 株式会
社第３工場

その他のサービ
ス業

神奈川県 愛甲郡愛川町中津6825

3041
ライトハウス税理士法人
本厚木オフィス

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
厚木市水引1-1-6サミット
厚木ビル4Ｆ

http;//www.lighthouse-tax.jp

3042
ライトハウス税理士法人
小田原オフィス

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
小田原市本町2-3-24青色会
館2Ｆ

3043 有限会社 コツクス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 伊勢原市伊勢原1-5-3

3044
医療法人 R&K飯豊歯科ク
リニック

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1-
12-14-402

3045 株式会社 江幸
複合サービス事
業

神奈川県 横浜市旭区南本宿町163

3046 株式会社 前田工務店 建設業 神奈川県
海老名市杉久保北1-11金子
工場2Ｆ

3047
有限会社 ホップジェー
本店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 相模原市中央区矢部3-18-4

3048 タカラホーム 株式会社 建設業 神奈川県
相模原市南区古淵3-20-12-
3F

3049 株式会社 GROSEBAL 飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区相模原1-3-
8-B1

3050
株式会社 セイロモーター
ス本店

その他のサービ
ス業

神奈川県 厚木市岡田2-13-52

3051
株式会社 セイロモーター
スボディショップ

卸売・小売業 神奈川県 厚木市岡田2-12-1

3052
サンセイメディカルサー
ビス 株式会社

医療・福祉業 神奈川県 厚木市中町2-6-24

3053 ひかり在宅治療院 医療・福祉業 神奈川県
厚木市妻田南1-20-20-2-
101

3054
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

3055
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

3056
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

3057
株式会社 トムプランニン
グ

その他のサービ
ス業

神奈川県 秦野市鶴巻南1-7-7-2F

3058 木村医院 医療・福祉業 神奈川県
相模原市南区相模大野7-
12-9

3059
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

3060
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

3061 老人ホーム さくらの郷 医療・福祉業 神奈川県 横浜市緑区鴨居4-52-15
3062 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1-11-6
3063 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

3064 ネイルサロン DRESS UP
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 秦野市堀山下713-4

3065 社会福祉法人 互恵会 医療・福祉業 神奈川県 座間市小松原1-17-15

3066
厚木ヤクルト販売 株式会
社

卸売・小売業 神奈川県 厚木市酒井2565

3067
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

3068 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
3069 株式会社 弘陽電設 建設業 神奈川県 厚木市上荻野3513-2
3070 さがみが丘整骨院 医療・福祉業 神奈川県 座間市相模が丘5-6-18

3071
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

3072 株式会社 リ・ハピネス 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区緑が丘2-
20-10-1F

http://www.re-happiness.co.jp/

3073 ZoLA hair（個人事業）
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町1-7-25ミヤビル
1F

3074
株式会社 ピット・トレー
ド・ワン

製造業 神奈川県
相模原市中央区相模原8-
10-18-3F



3075 株式会社 DOORS 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区富士見5-2-
16

3076 すりーぴーす 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区緑が丘2-
20-10-1F

3077 すりーぴーす 南風 医療・福祉業 神奈川県
相模原市南区相模大野7-
17-13-1F

3078 有限会社 相武ガーデン 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区相模原7-1-
27

3079 グリーン歯科医院 医療・福祉業 神奈川県 厚木市及川2-3-10

3080
デイサービスセンターお
かた

医療・福祉業 神奈川県 厚木市岡田4-22-33

3081 ポポロ本厚木 医療・福祉業 神奈川県 厚木市厚木町3-3
3082 ガーデンハウスもも 医療・福祉業 神奈川県 厚木市旭町2-3-13

3083 まんまる保育園
教育、学習支援
業

神奈川県 厚木市旭町2-3-13

3084 デイサービスあおぞら 医療・福祉業 神奈川県 厚木市厚木町3-3

3085 有限会社 塩田家 飲食店、宿泊業 神奈川県
相模原市中央区清新7-1-1-
102

3086
ファミリアネイル（個人
事業）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野6-
18-4

3087
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

3088
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

3089
Beaut Butterfly 相模大
野店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野3-
13-6-6F

3090
株式会社 セイロロモー
タース京葉

その他のサービ
ス業

神奈川県 千葉市若葉区愛生町156

3091 火焔山餃子房 飲食店、宿泊業 神奈川県 町田市原町田2-3

3092
有限会社 ホップジェーBJ
コケット店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 町田市原町田6-25-5

3093
有限会社 ホップジェー
H&Hコケット店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 町田市原町田6-17-18-301

3094
ベースサポート社労士事
務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 町田市原町田2-2-1第6-604

3095
医療法人 みるるクリニッ
ク原町田

医療・福祉業 神奈川県 町田市原町田1-15-18

3096
有限会社 アトリエ セ・
ジャンティ成瀬

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 町田市成瀬1-6-2

3097
有限会社 アトリエ セ・
ジャンティすずかけ台

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 町田市南つくし野3-5-13

3098 Beaut Butterfly 町田店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 町田市中町1-1-3-5F

3099
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1-2000-12

3100 BLUE MOON 飲食店・宿泊業 神奈川県 横須賀市津久井1-4-7 https://www.bluemoonyokosuka.com/

3101 株式会社 ヤチヨ 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市日の出町1-9 http://www.yachiyo-gr.com

3102
有限会社 ダイビングネッ
トワーク

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 逗子市小坪2-20-6

3103 株式会社 桐ヶ谷不動産 不動産業 神奈川県 横須賀市池上3-1-9 http://www.kirigaya-fudousan.co.jp

3104 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3-6-16 http://aqua-car.co.jp

3105 有限会社 山西
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市深田台58 http://h-yamanishi.co.jp/personal/

3106 株式会社 横須賀軽金 建設業 神奈川県 横須賀市須軽谷1012 http://www.yasaicle.com

3107 サン岡タクシー 有限会社 運輸業 神奈川県 横須賀市武1-3-6
3108 タイロテック 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横浜市中区桜木町3-7-2 http://tyro-teq.com

3109
株式会社 ヴァンガードテ
クノロジー

情報通信業 神奈川県 川崎市多摩区菅北浦1-1-3 http://www.vantec.biz

3110 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

3111 株式会社 アルファーツー
その他のサービ
ス業

神奈川県 横浜市港北区新横浜3-20-8 http://alpha2.co.jp/

3112 株式会社 第一鈑金 製造業 神奈川県 横浜市都筑区川向町922-49 http://www.fmf-daiichi.co.jp

3113 株式会社 ウェルメ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市金沢区柳町34-2 http://www.welme.co.jp



3114 株式会社 ミューズポート
教育・学習支援
業

神奈川県
横浜市港南区上大岡西1-
11-7

http://museport.jp

3115 株式会社 ビビッド 建設業 神奈川県
横浜市都筑区東山田4-39-
19

http://www.bouhanfilm.info/

3116 伊藤美穂税務会計事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港南区日野中央3-
12-5

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

3117
株式会社 エモーショナ
ル・イノベーション

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市中区若葉町2-21 http://dog-partners.jp

3118 株式会社 VM 情報通信業 神奈川県
横浜市青葉区美しが丘1-5-
2

http://www.vitaminmama.com

3119
株式会社 リカバリータイ
ムズ

医療・福祉業 神奈川県
横浜市鶴見区駒岡5-15-32-
102号

http://www.recoverytimez.com

3120 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

3121 株式会社 ジャパウイン 医療・福祉業 神奈川県 川崎市川崎区東田町5-3 http://www.japawin.jp/

3122
バイオコミュニケーショ
ンズ 株式会社

情報通信業 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-15-1 http://www.ii-bio.com

3123
株式会社 青空デイサービ
ス そらの家

医療・福祉業 神奈川県 川崎市中原区市ノ坪310 http://aosoraday.jimdo.com/

3124 株式会社 きむらパソコン
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
川崎市麻生区東百合ヶ丘4-
42-8

http://www.kimurapc.com/

3125
株式会社 JOYCORT
SUPPORT

情報通信業 神奈川県 川崎市高津区下作延1-9-9 http://joycort-s.com

3126 みかんぐみ 株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 藤沢市遠藤89-Ａ

3127 株式会社 ビッグマハロ 卸売・小売業 神奈川県 鎌倉市七里ガ浜東3-11-5

3128
株式会社 フロアインテリ
アすずき

建設業 神奈川県
相模原市緑区橋本台1-27-
29

3129
NPO法人 神奈川県障害者
自立生活支援センターＫ
ＩＬＫ（キルク）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市愛甲1-7-6

3130
生活介護事業所 あつぎみ
なみ

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市岡田5-8-23

3131
神奈川県障害者権利擁護
センター

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市愛甲1-7-6

3132
地域活動支援センター・
こぶし

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 平塚市東中原2-14-19

3133
就労継続支援B型事業所・
デイサービスセンター

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 平塚市桃浜町2-36

3134
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

3135 株式会社 ジャスパー
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区相模原6-
22-9-4F

3136 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

3137
グループホーム さくらの
郷　　座間

医療・福祉業 神奈川県 座間市入谷5-2555-1

3138 デイサービス さくらの郷 医療・福祉業 神奈川県 大和市下鶴間67-1

3139 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

3140 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

3141 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

3142 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

3143
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

3144 株式会社 GRS
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 相模原市緑区真樹野8864

3145 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
4081-5

3146 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

3147
小島社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 小田原市新屋238-14



3148 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

3149
サンパートナーズオフィ
ス社労士事務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 厚木市旭町1-22-8FMビル1F

3150 老人ホーム さくらの郷 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区下九沢987-
1

3151
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

3152
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

3153
株式会社 代々木デンタル
クラフト

医療・福祉業 神奈川県 川崎市多摩区生田1-17-12

3154 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

3155 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

3156 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

3157 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

3158 株式会社 ルーム 建設業 神奈川県 相模原市南区当麻894-2
3159 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
3160 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

3161 株式会社 メガ
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区千代田2-6-
23

3162 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4-14-
25

3163
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

3164 株式会社 Brain 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区下九沢987-
1

3165 株式会社 ダイテック 建設業 神奈川県
相模原市中央区光が丘1-
15-22

3166 株式会社 ロックス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 港区浜松町1-30-5-1702

3167 美容サロンDOT1101渋谷店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 渋谷区宇田川町28-3-8F

3168
株式会社 ユニティ武蔵村
山店

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 武蔵村山市伊奈平3-36-1

3169 株式会社 AFT 情報通信業 神奈川県
横須賀市汐入町2-1　サン
マリーナ汐入2F

http://a-f.biz-web.jp

3170
有限会社 アークマリン
サービス

卸売・小売業 神奈川県 秦野市平沢180-1 http://www.arkmarine.co.jp

3171 株式会社 アイカム 情報通信業 神奈川県 横須賀市大津町4-24-36 http://aikamu-kk.co.jp

3172 有限会社 青木造船所 製造業 神奈川県 三浦市晴海町16-3
3173 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://painter-asaba.jp

3174 旭通信 株式会社 建設業 神奈川県 横須賀市船倉2-2-4 http://asahi-tsushin.co.jp

3175 有限会社 アシストホーム 建設業 神奈川県 三浦郡葉山町一色499 http://assisthome-wb.jp

3176 有限会社 あすなろ企画
教育・学習支援
業

神奈川県
横浜市青葉区すすき野3-8-
3

3177 ANAテック 株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市内川1-7-23 http://www.anatech.jp

3178 アフェリ 株式会社 医療・福祉業 神奈川県 三浦市向ケ崎町1-1

3179 有限会社 アフロディーテ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横須賀市汐入町2-8-4　YSK
ビル3Ｆ

http://www.ikumou-uphair.com/

3180 レアロ 株式会社 医療・福祉業 神奈川県
逗子市桜山2-8-33　桜山2
丁目ビル2階

http://studio-mirai.jp/

3181
特定非営利活動法人 あま
ね

医療・福祉業 神奈川県 横須賀市船倉1-12-1

3182 株式会社 新井建設 建設業 神奈川県 横須賀市走水2-15-6 http://www.arai-kensetsu.jp

3183 アルファックス 株式会社 製造業 神奈川県
川崎市中原区下新城3-13-
13

http://alphax.co.jp

3184 有限会社 介護サービス杏 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市船越町1-18-8
3185 株式会社 ANTz 情報通信業 神奈川県 鎌倉市大町4-6-26 http://www.ant-z.jp



3186
Anna Victoria Japan 合
同会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市本町2-16 http://www.anna-victoria.jp

3187 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

3188 有限会社 磐城
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市長瀬3-6-6

3189 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://iwasawa-p.jimdo.com

3190
株式会社 ウィルサポー
ターズ

教育・学習支援
業

神奈川県 横須賀市林1-23-7 http://will-supporters.co.jp

3191
株式会社 ウインドプラン
ニング

その他のサービ
ス業

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

3192 有限会社 魚音 卸売・小売業 神奈川県 三浦市三崎5-1-8 http://www.uooto.com

3193 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

3194 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 http://www.am-at.com

3195 エス・ビー石油 有限会社 卸売・小売業 神奈川県 逗子市池子2-15-6

3196
株式会社 エヌ・アイ・
シー

卸売・小売業 神奈川県 川崎市高津区宇奈根779-4 http://www.nicjp.net

3197 エバーリゾート
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 逗子市新宿1-4-28 http://everresort.jp

3198 FIG 株式会社 金融・保険業 神奈川県
横浜市戸塚区戸塚町183-23
183ビル3Ｆ

3199 株式会社 美装 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市湘南鷹取1-33-24 http://www.biso-grp.co.jp

3200
株式会社 愛セラピー
（リ・サンテ)

医療・福祉業 神奈川県
横浜市中区伊勢佐木町1-5-
4

http://www.resante.jp

3201
株式会社 アワードシステ
ム

情報通信業 神奈川県 横浜市中区尾上町5-76 http://www.awardsystem.co.jp

3202 株式会社 ノア 情報通信業 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-6-12 http://www.fenoa.co.jp

3203
株式会社 アイ・ジースク
ウェア

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市西区北幸2-10-27 http://www.igsquare.co.com

3204 株式会社 エリアステージ 情報通信業 神奈川県
横浜市神奈川区二ツ谷町9-
4

http://www.rakuten.co.jp/wwstyle

3205
合資会社 マネジメント･
ブレイン･アソシエイツ

教育・学習支援
業

神奈川県 横浜市中区相生町4-70-2 http://www.management-brain.co.jp/

3206 株式会社 ミューズポート
教育・学習支援
業

神奈川県
横浜市港南区上大岡西1-
11-7

http://museport.jp

3207
岩田社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市都筑区川和町1211-
11

http://www.support-yokohama.com

3208 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/

3209 株式会社 千手 医療・福祉業 神奈川県 横浜市港北区新横浜2-15 http://www.senju.co

3210
エム・ラポール社会保険
労務士事務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市港北区新横浜3-25-1 https://www.m-rapport.com/

3211
株式会社 ニックスサービ
ス

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市磯子区磯子3-4-23 http://www.nics-service.com

3212
社労士法人 三保新横浜社
会保険労務士事務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市港北区新横浜2-3-24 http://www.miho-sr.com

3213 若杉公認会計士事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市旭区二俣川1-2-403

3214
株式会社 オールデンタル
オフィス

教育・学習支援
業

神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町7-10 http://alldentaloffice.co.jp/

3215
特定非営利活動法人 でっ
かいそら

医療・福祉業 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷5-2-1 http://www.dekkaisora.jp/

3216
社会保険労務士法人 エ
ス・エス・キャリッヂ

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市磯子区岡村8-1-24-
601

3217 ねこの手メイドサービス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市青葉区美しが丘1-
13-10

http://nekonote-maid.sakura.ne.jp/

3218 聖和電設 株式会社 建設業 神奈川県 大和市中央林間1-1-26 http://www.seiwadensetsu.co.jp

3219 株式会社 モウマンタイ 卸売・小売業 神奈川県 厚木市上荻野1319-2 http://moumantai.biz

3220 plume aile（個人事業）
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市旭町1-23-4-2F

3221
髪染め美容所（個人事
業）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市旭町1-21-6-101

3222 株式会社 コアテック 製造業 神奈川県 厚木市下萩野1422-1
3223 株式会社 ファミリア 医療・福祉業 神奈川県 横浜市瀬谷6-22-1



3224 マキシム ナカイ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区東林間4-9-5-
1F

3225 海老名畜産 有限会社 農業・林業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増1228-1

3226 有限会社 ポナペティ 製造業 神奈川県
相模原市南区東林間3-19-
7-2

3227 株式会社 coconi
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区東橋本2-14-
4-101

3228 有限会社 中津ミート 製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町角田230-1

3229
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

3230 有限会社 セイタ写真館
その他のサービ
ス業

神奈川県 伊勢原市伊勢原3-1-4

3231
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

3232
株式会社 小池設備横浜営
業所

建設業 神奈川県
横浜市青葉区しらとり台
62-28

3233 有限会社 ヴィジョンズ
その他のサービ
ス業

神奈川県 厚木市下依知1192-103号

3234 株式会社 ナカムラ 建設業 神奈川県 厚木市旭町2-5-8
3235 お菓子工房Sala 卸売・小売業 神奈川県 厚木市愛甲1-18-20

3236
厚木ヤクルト販売 株式会
社 相模原支店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区鹿沼台2-4-
15

3237
NPO法人 介護グリーンハ
ウス　えがお

医療・福祉業 神奈川県 海老名市門沢橋2-15-29

3238
キャタピラー教習所 株式
会社

教育・学習支援
業

神奈川県 相模原市中央区田名3700

3239 三橋里恵事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市中央区清新7-15-
4-102

3240
ベッキーキャンドル横浜
元町店

その他のサービ
ス業

神奈川県
横浜市中区元町1-24-2宮田
ビル1F

3241
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

3242 株式会社 中嶋商会
その他のサービ
ス業

神奈川県 愛甲郡愛川町中津4634-10

3243 株式会社 イーエスシー 卸売・小売業 神奈川県 座間市相武台1-36-21

3244
ファミリマート 相武台前
駅南口店

卸売・小売業 神奈川県 座間市相武台3-42-43

3245
ファミリマート 相武台一
丁目店

卸売・小売業 神奈川県 座間市相武台1-24-1

3246
ファミリマート 大和代官
四丁目店

卸売・小売業 神奈川県 大和市代官4-18-6

3247
ファミリマート 三河屋上
鶴間店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区上鶴間本町8-
5-5

3248
ファミリマート 相模女子
大前店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区相模大野5-
17-26

3249
ファミリマート 千代田四
丁目店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区千代田4-
12-10

3250 株式会社 シ－エム 情報通信業 神奈川県
厚木市岡田3201　シカシン
ビル1F

3251 株式会社 チル
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市宮前区鷺沼1-11-14-
2F

3252 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１F

3253
NPO法人 ワーカーズわく
わく

医療・福祉業 神奈川県 横浜市瀬谷4-30-2

3254 わくわく未来CAN2 医療・福祉業 神奈川県 横浜市瀬谷4-30-2

3255 OF-HEARTS 本店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市緑区二本松3-1-50
1F

3256 OF-HEARTS 相模原店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 相模原市緑区二本松3-1-１

3257
NPO法人 グループホーム
グリーンハウス

医療・福祉業 神奈川県 海老名市河原口1-10-10

3258 有限会社 ひかりサービス 医療・福祉業 神奈川県
厚木市中町3-13-1　ＨＳＫ
ビル



3259
株式会社 エンラージ八王
子店

建設業 神奈川県 八王子市千人町4-2-19

3260
株式会社 エンラージ日野
店

建設業 神奈川県 日野市日野本町2-20-6

3261
株式会社 エンラージ打越
店

建設業 神奈川県 八王子市打越町645-3

3262
株式会社 シ－エム首都圏
事業部

情報通信業 神奈川県
千代田区岩本町2-9-3  2-
5F

3263
有限会社 チ・ボラグ音楽
事務所

教育・学習支援
業

神奈川県
千代田区岩本町2-9-3  2-
5F

3264 OF-HEARTS 稲城店
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 稲城市若葉台2-4-2  2F

3265 有限会社 FT company 卸売・小売業 神奈川県 三浦郡葉山町木古庭1520-2
3266 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

3267 株式会社 エム・エム
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市若松町1-21-10 http://www.mm-e.co.jp

3268 株式会社 M・R・T
その他のサービ
ス業

神奈川県 逗子市逗子5-2-49 http://daikichi-zushi.jp

3269 Mフレンズ 株式会社 金融・保険業 神奈川県
横須賀市ハイランド4-2-
10-202

http://mfriends.jp

3270 大草薬品 株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市森崎1-17-15 http://okusa.co.jp

3271
株式会社 オーシャンアイ
ズ

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 三浦市三崎町城ヶ島669 http://jdc-net.jp

3272 株式会社 オカザキ 卸売・小売業 神奈川県 逗子市逗子6-2-7 http://www.interior.co.jp

3273 岡田電機工業 株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市三春町2-32 http://www5a.biglobe.ne.jp/~e-okada

3274 株式会社 オリーブ 医療・福祉業 神奈川県
横須賀市根岸町4-10-8　ホ
ワイトコーポ1F

3275 株式会社 オレンジ
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市武2-2-20 http://11car.jp

3276 有限会社 かしこ 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市長沢1-3-15
3277 株式会社 カナイ 製造業 神奈川県 川崎市川崎区小島町4-3 http://www.kk-kanai.co.jp

3278 金井鋼建 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市公郷町1-52-9

3279
株式会社 神奈川福祉経営
研究所

その他のサービ
ス業

神奈川県
藤沢市藤沢496　藤沢森井
ビル6F

3280 株式会社 鎌倉蓮 飲食店・宿泊業 神奈川県
鎌倉市小町2-10-18　二の
鳥居ビル1F

http://kamakuraren.net

3281 有限会社 嘉山牧場
その他のサービ
ス業

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

3282
川崎自動車整備事業協同
組合

専門・技術サー
ビス業

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

3283
医療法人社団 嘉徳会かん
リウマチ

医療・福祉業 神奈川県
逗子市山の根1-2-19　ラ・
メール・ブルー逗子201号

http://www.kang-raclinic.com

3284 有限会社 きたさと 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市安浦町3-24 http://shinwag.jp

3285 株式会社 北村商会 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市田浦町6-46 http://www.kitamura-shokai.co.jp

3286
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

3287 株式会社 協同 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市野比4-3-1
3288 株式会社 キョウワテック 製造業 神奈川県 川崎市高津区宇奈根727-7

3289
旭光通信システム 株式会
社

製造業 神奈川県
川崎市高津区久本3-2-3
ヴェルビュ溝の口4階

http://kyokko-tsushin.co.jp

3290 株式会社 くぼた
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横須賀市大矢部2-2-2

3291 株式会社 グレイズ 建設業 神奈川県 横須賀市岩戸3-28-5 http://glaze-yokosuka.jp

3292 パティスリー クロ 卸売・小売業 神奈川県
横須賀市根岸町4-25-9　1
Ｆ

3293 特定非営利法人 くろふね 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市汐入町2-10

3294
株式会社 ケアパートナー
ズメディコ ホームケアセ
ンター大津

医療・福祉業 神奈川県
横須賀市大津町1-13-16
オーシャンハイツ1階

3295
株式会社 ケアパートナー
ズメディコ ホームケアセ
ンター緑園

医療・福祉業 神奈川県 横浜市泉区緑園6-13-14

3296
京浜スチール工業 株式会
社

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



3297 有限会社 星斗工業 製造業 神奈川県 横須賀市鷹取1-4-14
3298 窪田電設 株式会社 建設業 神奈川県 横須賀市平作1-7-15-1

3299 有限会社 キャネル
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町10 http://www.resistance.co.jp

3300 株式会社 AOKI 卸売・小売業 神奈川県 横浜市都筑区葛が谷6-56 http://www.aoki-style.com

3301 株式会社 NAIL by Beauty
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市港北区新横浜3-18-6 http://www.nailbybeauty.com

3302 Dogサロン タロイモ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市旭区笹野台1-7-9 http://www.taroimo.jp

3303
有限会社 アズサケアサー
ビス

医療・福祉業 神奈川県 川崎市高津区北見方1-18-1 http://www.azusa-care.jp

3304 経営支援センター
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市港北区日吉3-7-14

3305 有限会社 谷川
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市戸塚区名瀬町127-1

3306
有限会社 パイオニア ラ
ンゲツジスクール

教育・学習支援
業

神奈川県 横浜市都筑区荏田南5-1-18 http://www.pls-edu.jp

3307 TREES 株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 川崎市高津区溝口2-10-5 http://hairtrees.com

3308 ぶどうの郷 医療・福祉業 神奈川県 川崎市川崎区大師本町8-17 http://budou888.webcrow.jp//public_html/index.htm

3309
フォーエバーアイランド
合同会社 手打ち蕎麦切り
海望(うみ)

飲食店・宿泊業 神奈川県 横浜市中区本牧町2-367 http://honmoku-umi.xsrv.jp/wp/

3310 株式会社 サンライフ 医療・福祉業 神奈川県 川崎市宮前区鷺沼3-16-66 http://www.sunlife-inc.jp/

3311 ナカノ 株式会社 製造業 神奈川県 横浜市南区新川町5-27 http://www.nakano-inter.co.jp/

3312
有限会社 ベストパート
ナー

情報通信業 神奈川県 横浜市神奈川区台町8-14 http://www.galu-agency.co.jp

3313 共栄電工 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 横浜市鶴見区安善町1-2-5 http://kdc-ktc.co.jp/kyoei-denko/index.html

3314
株式会社 エフケイ・ジャ
パン

建設業 神奈川県
横浜市神奈川区神奈川2-
18-16

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

3315 株式会社 横浜アーチスト
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市中区山下町1 http://www.y-artist.co.jp

3316 株式会社 翔榮建設 情報通信業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
16-6-202

http://shoei-const.jp

3317 上野人事労務事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市瀬谷区本郷3-27-13 http://www.ueno-jinji-roumu.com

3318 株式会社 ビット
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市西区みなとみらい4-
4-2

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

3319
ソフィア横浜社労士事務
所

飲食店・宿泊業 神奈川県 横浜市港北区新横浜3-7-18 http://sofia-sr.jp

3320 有限会社 あつくし
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市緑区中山町306-18 http://www.boogie.vc

3321 株式会社 E-yell 飲食店・宿泊業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
23-11

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

3322 株式会社 アイテックス 建設業 神奈川県
横浜市神奈川区二ツ谷町
13-1

3323 株式会社 タナックス 建設業 神奈川県 横浜市青葉区寺家町108 http://tanax-yokohama.com

3324 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

http://www.preco-hair.com

3325
株式会社 セントラルシス
テムズ

情報通信業 神奈川県 横浜市中区住吉町6-68-1 http://www.cscweb.co.jp

3326 日動警備横浜 株式会社
その他のサービ
ス業

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

3327 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://www.shounankensetsu.jp/

3328 株式会社 玉川企画
教育・学習支援
業

神奈川県
横浜市金沢区釜利谷東3-
14-5

3329 株式会社 TRUMPS 飲食店・宿泊業 神奈川県 茅ヶ崎市松波1-5-9

3330
株式会社 コーエイ企画
（平田牛乳店）

卸売・小売業 神奈川県 藤沢市鵠沼神明3-9-16

3331 NPO法人 グループピコ
その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区陽光台2-5-
6

3332
ファミリマート 清新六丁
目店

卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区清新6-18-
15



3333
ファミリマート 市が尾駅
北口店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市青葉区市が尾町
1170-6

3334
ファミリマート 中川駅前
店

卸売・小売業 神奈川県 横浜市都筑区中川1-10-2

3335
ファミリマート 新横浜一
丁目店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市港北区新横浜1-14-
20

3336
ファミリマート 三ツ沢下
町店

卸売・小売業 神奈川県
横浜市神奈川区三ツ沢下町
6-16

3337 小田急食品 株式会社 製造業 神奈川県 座間市ひばりが丘4-26-2
3338 小田急食品 株式会社 製造業 神奈川県 川崎市麻生区万福寺3-1-2

3339
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

3340 株式会社 相模大野不動産 不動産業 神奈川県 相模原市南区旭町9-3-102
3341 株式会社 トラスティ 製造業 神奈川県 秦野市清水町10-21

3342
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

3343
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

3344 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

3345 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

3346 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

3347 株式会社 GENERAL
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県
相模原市中央区相模原6-
22-9-4F

3348
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

3349 株式会社 ジーエーシー 飲食店、宿泊業 神奈川県 厚木市中町2-14-17-1301

3350 株式会社 シェーン 情報通信業 神奈川県
相模原市中央区淵野辺4-
20-14-3F

3351 テックスキーム 株式会社 情報通信業 神奈川県
厚木市田村町11-20　アソ
ルティ厚木5D

3352 株式会社 メイセイ 建設業 神奈川県
横浜市港北区北新横浜1-
10-5

3353
東京フイルムサービス 株
式会社相模原工場

製造業 神奈川県 相模原市南区大野台4-3-17

3354
有限会社 トライホンダ藤
沢

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市円行2-9-5

3355 Pearl hair design
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市中央区淵野辺4-
12-3-1F

3356 オンベリーコ 飲食店、宿泊業 神奈川県 厚木市幸町6-4

3357 株式会社 ミギタ室内工業 建設業 神奈川県
相模原市中央区陽光台2-
12-18

3358 株式会社 原精工 製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津7395

3359 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

3360 Rin Iicari
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市中町3-5-15-4F

3361 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

3362 美容室 AIS
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 海老名市中央3-1-5-2F

3363 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

3364 株式会社 UNION 運輸業 神奈川県 厚木市長谷1154-7

3365 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

3366 ベル歯科医院 医療・福祉業 神奈川県 海老名市中央1-20-43

3367 有限会社 ライトホンダ
その他のサービ
ス業

神奈川県 愛甲郡愛川町角田495

3368 有限会社 小林土建 建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増2077

3369
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



3370 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

3371 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

3372 株式会社 角田塗装店 建設業 神奈川県 厚木市愛名1246-4

3373 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

3374
にこにこぽかぽか 株式会
社

医療・福祉業 神奈川県 横浜市緑区鴨居4-31-24

3375
にこにこチャイルド おだ
きゅうさがみはら

医療・福祉業 神奈川県 座間市相模が丘1-21-42-1F

3376 有限会社 本間紙器製作所 製造業 神奈川県 厚木市岡田4-27-21
3377 株式会社 KTM 医療・福祉業 神奈川県 浦安市猫実5-7-1-3F

3378
東京フイルムサービス 株
式会社

製造業 神奈川県
千代田区麹町3-2 垣見麹町
ビル

3379 株式会社 共立電機製作所 製造業 神奈川県 川崎市中原区宮内1-26-12 http://www.kyoritsu-denki.com

3380 京浜発條 株式会社 製造業 神奈川県 横須賀市浦郷町5-2931 http://www.keihin-hatsujo.jp/

3381
株式会社 K-you保険事務
所

金融・保険業 神奈川県
横須賀市根岸町4-2-10　飯
島ビル2階

3382
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1877 http://www.farm-yamamori.com

3383 NPO法人 コアラかわさき 医療・福祉業 神奈川県 川崎市宮前区野川3602-6

3384 株式会社 コーストプラン
教育・学習支援
業

神奈川県
藤沢市辻堂神台2-2-44　エ
ルム湘南3Ｆ

http://kidsone.jp

3385 株式会社 COCO-HOUSE 不動産業 神奈川県
鎌倉市御成町12-8　ノア鎌
倉ビル3Ｆ

http://coco-h.com

3386
有限会社 Cocci グループ
ホームちゃばしら

医療・福祉業 神奈川県 横須賀市坂本町5-5-18

3387 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

3388
有限会社 サクセスオート
湘南

卸売・小売業 神奈川県 鎌倉市関谷742 http://successauto.co.jp

3389 株式会社 佐久間商事
その他のサービ
ス業

神奈川県 鎌倉市二階堂267-238 http://www.kamakuragomi-sakuma.com

3390 佐久間建具店 製造業 神奈川県 横須賀市久里浜1-2000 http://sakumatategu.jp

3391 SALUS 飲食店・宿泊業 神奈川県
横須賀市米が浜通1-2　ニ
イヤビル1Ｆ

3392
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

3393 株式会社 サンテック 製造業 神奈川県 横須賀市内川1-8-37 http://santec-japan.com

3394 株式会社 ジェイセンス 建設業 神奈川県 横須賀市湘南鷹取4-11-7

3395 株式会社 ジェイテック
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横須賀市公郷町3-110-9

3396 有限会社 じこう 飲食店・宿泊業 神奈川県 三浦市初声町入江80-1 http://jikou.info/

3397 株式会社 翔榮建設 建設業 神奈川県
川崎市宮前区野川3611-19
スターハイツ梶ヶ谷405

http://www.shoei-const.jp

3398
有限会社 湘南グッドライ
フインダストリー

医療・福祉業 神奈川県 横須賀市小川町27

3399 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://jyonansangyo.co.jp

3400 株式会社 シーブレイン 情報通信業 神奈川県 横浜市中区住吉町4-45-1 http://c-brains.jp/

3401 株式会社 総合店舗開発 不動産業 神奈川県
横浜市神奈川区松本町1-2-
3

3402 横浜サンユー 株式会社 不動産業 神奈川県 横浜市中区本町3-24
3403 株式会社 栗田園 卸売・小売業 神奈川県 横浜市中区本郷町2-51 http://www.kurita-en.com

3404
社会保険労務士法人 ポラ
リス・コンサルティング

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市港北区新横浜3-18-9

3405
株式会社 ジェイシーサプ
ライ

卸売・小売業 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町1034 http://www.jc-supply.co.jp

3406 株式会社 ネクサス 情報通信業 神奈川県 横浜市西区平沼1-6-10 http://www.nexus21.co.jp

3407 わち人事労務事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市中区不老町2-8-14-
3F

3408 株式会社 アールエヌ
その他のサービ
ス業

神奈川県 横浜市戸塚区原宿2-14-1

3409
株式会社 ケースリーフー
ズ

飲食店・宿泊業 神奈川県
横浜市西区みなとみらい2-
2-1



3410
株式会社 ユニークス・マ
ネー・アドバイザリー

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市中区北仲通3-33 http://uqma.co.jp

3411 株式会社 エルテック 製造業 神奈川県 横浜市港北区新横浜3-1-4 http://www.eletech-inc.co.jp

3412 横浜バンダイ 株式会社 建設業 神奈川県 横浜市旭区上白根町762

3413 株式会社 KSP
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市中区南仲通4-55 http://www.ksp-kokusai.co.jp

3414
日本データスキル 株式会
社

情報通信業 神奈川県 横浜市神奈川区栄町1-1 http://www.nds.co.jp

3415
株式会社 アイ・デイ・ケ
イ

製造業 神奈川県 大和市中央7-9-1 http://www.idk.co.jp

3416 八木労務行政事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 品川区大井7-26-22 http://www1.cts.ne.jp/~tk-1118/index.html

3417 three ～Switch room～
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市中区元町1-20

3418 アミィアクティブ 情報通信業 神奈川県 横浜市栄区本郷台5-15-1 http://www.amiactive.com

3419 アンティリーフ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 川崎市高津区下作延2-7-41 http://r.goope.jp/antileaf

3420 エジック 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 横浜市都筑区早渕 1-28-7 http://www.ezick.com

3421 株式会社 フロンティア 卸売・小売業 神奈川県
横浜市緑区十日市場町847-
20-3F

http://www.glv.co.jp

3422 株式会社 Day Breeze
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横浜市中区石川町1-3-1

3423 株式会社 ファミリア 医療・福祉業 神奈川県 横浜市瀬谷区瀬谷6-22-1

3424 株式会社 グランドクロス 医療・福祉業 神奈川県
川崎市中原区新丸子東B-
953

http://www.grandcross.jpn.com/

3425 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 http://www.trico-hairsalon.com

3426 urupool
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
21-11

http://www.urupool.com

3427 株式会社 本町製作所 製造業 神奈川県 藤沢市葛原2331-9

3428
特定非営利活動法人 藤沢
市市民活動推進機構

その他のサービ
ス業

神奈川県
藤沢市藤沢577番地寿ビル
301号室

http://f-npon.jp

3429 株式会社 アプルール 医療・福祉業 神奈川県
藤沢市鵠沼松が岡四丁目８
番１号

http://www.apprule.jp/

3430
株式会社 ワキプリントピ
ア

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市石川6-26-19 http://www.printpia.co.jp

3431
株式会社 ベストライフ
ジャパン

医療・福祉業 神奈川県
大和市南林間2-10-5ベスト
ライフビル5Ｆ

http://www.navida.ne.jp/snavi/100141_1.html

3432 株式会社 日本住宅研究社 医療・福祉業 神奈川県 大和市南林間2-10-5

3433 株式会社 ワイズナイア
その他のサービ
ス業

神奈川県
大和市中央3-4-12山口ビル
１F

http://www.peacedolphin.com

3434
ブリンクマン・ポンプ・
ジャパン 株式会社

卸売業、小売業 神奈川県 藤沢市円行2-19-12 http://www.brinkmannpumps.jp

3435 山羽工業 株式会社 建設業 神奈川県 藤沢市渡内2-2-7 http://yamaha-g.com/

3436 株式会社 樋口総合研究所 情報通信業 神奈川県
相模原市南区相模大野3-
15-14荒川ビル2F

http://www.higuchi-consulting.com

3437 株式会社 ミナミ商会 運輸業 神奈川県 藤沢市高倉2148
3438 山協印刷 株式会社 製造業 神奈川県 平塚市大神3156 http://www.sun-net.co.jp

3439 株式会社 ビーンビズ 情報通信業 神奈川県
藤沢市湘南台2-18-1サン
ウェイ湘南ビル２C号

http://beanbiz.jp

3440
有限会社 協和環境エンジ
ニアリング

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 藤沢市亀井野1-9-7 http://www.kyowakankyoengineering.co.jp

3441
株式会社 アイ・コンサル
ティング

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市湘南台1-37-13 http://www.ai-consulting.info/

3442
株式会社 湘南リビング新
聞社

情報通信業 神奈川県
藤沢市藤沢462番地　日本
生命藤沢駅前ビル４階

3443 有限会社 川田製作所 製造業 神奈川県 小田原市中新田294-1 http://www.kawada-ss.co.jp

3444
特定非営利活動法人 シニ
アライフセラピー研究所

医療・福祉業 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸7-20-21 http://www.senior-therapy.org

3445 大和商工会議所
その他のサービ
ス業

神奈川県 大和市中央5-1-4 http://www.yamatocci.or.jp

3446
株式会社 ストーブカンパ
ニー（よつば保育園）

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市藤沢106



3447 藤沢機器 株式会社 製造業 神奈川県 藤沢市川名1-11-42 http://www.fujisawakiki.com

3448
株式会社 湘南グリーン
サービス

建設業 神奈川県 藤沢市遠藤3627-9 http://shonan-gs.co.jp

3449 株式会社 浜田屋 卸売・小売業 神奈川県 茅ヶ崎市南湖2-5-5 http://hamadaya.net

3450 株式会社 GFS
生活関連サービ
ス業

神奈川県 藤沢市白旗3-5-1 http://g-fullservice.com

3451 日翔物流 株式会社 運輸業 神奈川県
横浜市瀬谷区五貫目町23-
14

http://nissho-lg.com/

3452 ココライフ 株式会社 医療・福祉業 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸3-9-25
3453 株式会社 さんこうどう 製造業 神奈川県 藤沢市本町1-3-33 http://www.sankodo.net

3454
株式会社 アイ・ヴィレッ
ジ

卸売・小売業 神奈川県
藤沢市本町3-1-15中央ビル
2階

http://www.fazoo.biz

3455
株式会社 日本フォーネッ
ト

製造業 神奈川県 大和市中央5-8-26 http://www.fournet.co.jp

3456
社会保険労務士法人 佐藤
出事務所

その他のサービ
ス業

神奈川県
平塚市徳延131-1カドヤビ
ル202

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

3457 有限会社 リフォームプロ 建設業 神奈川県 川崎市多摩区西生田4-3-29 http://www.reform-pro.jp

3458 髙久製パン 株式会社 製造業 神奈川県 平塚市老松町10-18 http://takaku-pan.com/

3459 医療法人社団 泰晴会 医療・福祉業 神奈川県 平塚市四之宮5-20-3 http://lion-sika.jp

3460 相模美装 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市大鋸1丁目11番14号

3461 日祥梱包倉庫 株式会社 運輸業 神奈川県 藤沢市遠藤4651 http://www.nisshokonpo.com

3462 タイヤフェスタ 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 大和市深見西2-3-26 http://tirefesta.com

3463 有限会社 エスケージー 卸売・小売業 神奈川県 相模原市南区大野台1-9-6 http://www.s-k-g.co.jp

3464
井上社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
相模原市緑区橋本3-19-21
4C

http://inoue-sharoushi.com

3465 株式会社 慶成商事運輸 運輸業 神奈川県 厚木市長谷1655-1-2F http://keiseisyouji.co.jp

3466 どんぐり保育園小川崇仁 医療・福祉業 神奈川県 厚木市妻田北2-24-11
3467 株式会社 キッズ湘南 医療・福祉業 神奈川県 厚木市田村町1-29-2
3468 本厚木さくらんぼ保育園 医療・福祉業 神奈川県 厚木市田村町1-29-2 http://www.honatsugi-sakuranbo.com/

3469 秦野さくらんぼ保育園 医療・福祉業 神奈川県 秦野市栄町5-21 http://www.hadano-sakurambo.com

3470 三立工電 株式会社 情報通信業 神奈川県 座間市緑ヶ丘6-25-15-102
3471 株式会社 三光工芸社 建設業 神奈川県 厚木市妻田北1-10-11

3472
株式会社 三光工芸社営業
所

建設業 神奈川県 厚木市妻田東3-11-23

3473
社会福祉法人 二津屋福祉
会ロゼホームつきみ野

医療・福祉業 神奈川県 大和市下鶴間418-2 http://www.rozehome.com

3474
有限会社 コルク介護サー
ビス

医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区横山台2-
12-2

3475
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

3476 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

3477 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

3478
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

3479 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

3480
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

3481
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

3482
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

3483
リコージャパン 株式会社
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

3484 株式会社 近藤義歯研究所 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区西大沼5-2-15
3485 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

3486 ピコ・ワークス
その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区光が丘1-
16-8

3487 有限会社 原精工 製造業 神奈川県 厚木市上依知1417-1

3488 株式会社 ランプラス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
相模原市南区相模大野5-
27-12-3Ｆ



3489 ＴＳＳ 株式会社 製造業 神奈川県
相模原市中央区清新8-20-
25

3490
有限会社 OTSエンジニア
リング

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 厚木市飯山3219-14

3491 株式会社 小林精密工業 製造業 神奈川県 相模原市南区大野台4-1-54

3492 株式会社 アムズサポート
複合サービス事
業

神奈川県 座間市相模が丘1-24-1-5F

3493 株式会社 紀伊国屋 卸売・小売業 神奈川県 相模原市中央区上溝7-1-1
3494 株式会社 重松建業 建設業 神奈川県 相模原市緑区太井360-20

3495 なぐも美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 南足柄市塚原1339-2

3496 株式会社 重松建業 建設業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増1971-1

3497 株式会社 湘南ビジネス 情報通信業 神奈川県
秦野市今川町2-1都築第２
ビル3F

3498 有限会社 菅原塗装店 建設業 神奈川県
相模原市中央区松が丘2-
2900-7

3499
ベストトレーディング 株
式会社本社

複合サービス事
業

神奈川県
相模原市中央区相生1-13-
11-305

3500 有限会社 大久保工芸 製造業 神奈川県 相模原市中央区上溝3958-1

3501 池栄フーズ 株式会社 卸売・小売業 神奈川県
相模原市南区上鶴間本町8-
47-17

3502
大長運輸 株式会社 相模
原支店

運輸業 神奈川県 相模原市中央区田名7068

3503 特別老人ホームみたけ 医療・福祉業 神奈川県 相模原市中央区下九沢980
3504 社会福祉法人 三久会 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区上鶴間6-6-1

3505
特別養護老人ホーム よも
ぎの里

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区当麻490-1

3506 協同組合 Sia神奈川 製造業 神奈川県 相模原市南区大野台4-1-57

3507
NPO法人 インターンシッ
ププラクティスジャパン

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市南区相模大野3-
13-6

3508
シルバータウン相模原特
別養護老人ホーム

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区大野台5-13-7

3509 有限会社 菅原塗装工房 建設業 神奈川県
相模原市中央区相生3-13-
10

3510
株式会社 日本グローバ
ル・インベストメント

不動産業 神奈川県 港区新橋6-20-1

3511
フヨウグループ 株式会社
本社

複合サービス事
業

神奈川県 町田市南成瀬2-5-7

3512
ファミリーマート 町田多
摩境店

卸売・小売業 神奈川県 町田市小山ヶ丘5-1-4

3513
ファミリーマート 町田図
師店

卸売・小売業 神奈川県 町田市図師町896-6

3514
ファミリーマート 唐木田
駅前店

卸売・小売業 神奈川県 多摩市唐木田1-1-7

3515 東京カセー 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市根岸町1-2-22

3516 株式会社 キャリエ・レゾ 情報通信業 神奈川県
横須賀市米が浜通1丁目7番
地2　サクマ横須賀ビル3階

http://www.reseau.co.jp

3517 湘南ダイハツ 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市安浦町2-5-1

3518 昭和税理士法人
その他のサービ
ス業

神奈川県
川崎市多摩区登戸2977　古
館ビル5・6階

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

3519 株式会社 シンク 建設業 神奈川県 三浦市原町1-59 http://www.sinku.info/

3520
株式会社 シンセイコーポ
レーション

建設業 神奈川県 横浜市中区本牧間門47-23

3521 新日電機 株式会社 製造業 神奈川県 川崎市高津区宇奈根847 http://www.shinnichi-dk.co.jp

3522 株式会社 進光モータース
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
三浦市南下浦町菊名1269-
18

3523 株式会社 しんわ 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市走水2-5-6 http://shinwag.jp

3524 医療法人 しんわ全人会 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市走水2-5-6 http://shinwag.jp

3525 信和産業 株式会社 製造業 神奈川県
渋谷区渋谷1-8-1　第3西青
山ビル6Ｆ

3526 株式会社 末廣商会
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市津久井3-5-1

3527 杉本マッサージ治療院 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市船越町1-54 http://www.sugimoto-chiryouin.com



3528
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

3529 有限会社 鈴佳電工 建設業 神奈川県 横須賀市太田和4-2279
3530 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://hougyo.com

3531 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

3532 株式会社 スマイル 医療・福祉業 神奈川県
横浜市西区北幸2-8-4　横
浜西口KNビル17Ｆ

http://smile-kaigo.net

3533
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

3534 有限会社 諏訪誠商店 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市根岸町5-23-1

3535
清和総合警備保障 有限会
社

その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市浦上台3-7-6

3536 大日水産 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 川崎市宮前区水沢1-1-1
3537 有限会社 田浦中央食品 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市田浦町3-3 www.skox.com

3538
たかはし社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 川崎市幸区中幸町3-18-1 http://www.sr-taka.jp

3539 松村鋼機 株式会社 製造業 神奈川県 綾瀬市吉岡東2-2-24 http://www.matumura-kohki.co.jp

3540 サニーサイド
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
藤沢市藤沢966-3毛利ビル
4F

http://32side.com

3541 有限会社 宇佐美自動車 製造業 神奈川県 伊勢原市坪ノ内842 http://www.usami-jidosha.com/

3542 株式会社 新公建設 建設業 神奈川県 座間市四ツ谷815-1

3543 株式会社 宮袋
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 藤沢市辻堂西海岸1-9-1 http://www.facebook.com/cooloffwestcoastf

3544
有限会社あおき REAP
hair&relaxation

その他のサービ
ス業

神奈川県
藤沢市湘南台1-15-22　ｶﾞｰ
ﾃﾞﾝﾊﾟﾚｽ湘南台201

http://reaps.jp/

3545 長後製パン 株式会社 製造業 神奈川県 藤沢市高倉877 http://www.panya-jp.com

3546 有限会社 ナースケア 医療・福祉業 神奈川県 藤沢市鵠沼橋1－2－4 http://www.nurse.jp

3547 社会福祉法人 山中福祉会 医療・福祉業 神奈川県 大和市下和田822-1 http://www.wakien.jp

3548 株式会社 ベルザ 医療・福祉業 神奈川県 海老名市本郷467-1 http://www.verza.co.jp

3549 富士和電子 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 大和市中央2丁目14番24号 http://www.fujiwa-net.com

3550 有限会社 川田製作所 製造業 神奈川県 小田原市中新田294-1 http://www.kawada-ss.co.jp

3551
有限会社 ケイ・エス・ケ
イ製作所

製造業 神奈川県 藤沢市遠藤2020-18

3552
介護老人福祉施設 ハピネ
ス茅ヶ崎

医療・福祉業 神奈川県 茅ヶ崎市甘沼865 http://sanzyonokai.web.fc2.com

3553 株式会社 三藤
その他のサービ
ス業

神奈川県 平塚市代官町7-29 http://santo-hp.co.jp

3554
株式会社 フレッシュハウ
ス

建設業 神奈川県 横浜市中区弁天通4-57 http://www.freshhouse.co.jp

3555 株式会社 鈴峯 卸売・小売業 神奈川県
東京都品川区上大崎3-14-
34　プラスワンビル２Ｆ

http://www.suzuho.com

3556 有限会社 K-Frontiers
その他のサービ
ス業

神奈川県 茅ヶ崎市東海岸6-5-6 http://www.k-frontiers.com

3557 株式会社 楽 医療・福祉業 神奈川県
横浜市戸塚区品濃町534-1
アドヴァンス東戸塚602

http://www.hot-care.com

3558 有限会社 リプロ 金融・保険業 神奈川県 藤沢市藤沢43 http://www.lipro.biz

3559
スポーツコミニュティ 株
式会社

教育・学習支援
業

神奈川県
綾瀬市上土棚南4-7-39広田
ビル２.３F

https://sports-community.co.jp/

3560 株式会社 ユーミーネット 不動産業 神奈川県
藤沢市藤沢223-2藤沢ビル
Ⅰ３Ｆ

http://www.you-me-life.co.jp

3561 泉工業 株式会社 製造業 神奈川県 綾瀬市深谷上8-4-3 http://www.izumikg.co.jp

3562
株式会社 エム・エム・
シー湘南

製造業 神奈川県 海老名市門沢橋6-12-10 http://www.ka-do-ya.jp

3563 株式会社 湘南ライセンス
教育・学習支援
業　飲食店・宿
泊業

神奈川県 藤沢市片瀬海岸1-12-17 http://shonanlicense.co.jp

3564 株式会社 アリックス
その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市辻堂東海岸2-13-12 http://www.arix.ne.jp

3565
ソフト･ブレーン 株式会
社

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市亀井野1-9-7 http://www.soft-brain.com

3566 株式会社 コルコバード 情報通信業 神奈川県
藤沢市鵠沼海岸2-5－7　八
百徳ビル3Ｆ

http://corco.jp/



3567
株式会社 湘南よみうり新
聞社

その他のサービ
ス業

神奈川県
藤沢市藤沢496　藤沢森井
ビル１Ｆ

http://www.shonan-yomiuri.co.jp

3568 株式会社 山口工業
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 平塚市中堂14-11 http://www.shownan-yamaguchi.co.jp

3569
Hilo Homemade Ice Cream
株式会社

製造業 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸5-13-25 http://hilohomemade.jp

3570 磯料理 竹波 飲食店・宿泊業 神奈川県 藤沢市片瀬海岸3-22-11

3571
湘南健康カイロプラク
ティック

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 中郡大磯町高麗3-5-7 http://hone55.com

3572 株式会社 湘南アルテック 製造業 神奈川県 平塚市大島430 http://www.shonan-altec.com/

3573 株式会社 松永技研 製造業 神奈川県 藤沢市本町2-9-12 http://www.m-eng.co.jp

3574 有限会社 岩三工業 製造業 神奈川県 綾瀬市上土棚中4-2-10

3575
株式会社 湘南トラベルプ
ラザ

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市湘南台1-5-10 http://www.jtb.co.jp/shop/teihan-9945/

3576 株式会社 田辺工務店 建設業 神奈川県 藤沢市大庭6964 http://www.tanabe-koumuten.co.jp

3577 相和設備工業 株式会社
電気・ガス・熱
供給・水道業

神奈川県 藤沢市川名2-2-25 http://www.so-wa.co.jp/

3578 有限会社 新営
その他のサービ
ス業

神奈川県
藤沢市湘南台1-1-1 ダイヤ
モンドマンション２Ｆ

3579 株式会社 足立機械製作所 製造業 神奈川県 平塚市追分1-7 http://www.adachikikaiss.co.jp

3580 株式会社 湘南ｉ 卸売・小売業 神奈川県 藤沢市藤沢968-1-102 http://www.js-iijima.jp

3581 熊澤酒造 株式会社 製造業 神奈川県 茅ヶ崎市香川7-10-7 http://www.kumazawa.jp

3582
株式会社 出雲水理管理セ
ンター

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 茅ヶ崎市矢畑731-5 http://www.izumosuiri.co.jp

3583
株式会社 ケイ･フロント･
サービス

卸売・小売業 神奈川県 茅ヶ崎市松林1-16-33 http://shonan-milk.com

3584 社会福祉法人 湘南福寿会
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 茅ヶ崎市堤691

3585 株式会社 林塗装店 建設業 神奈川県 藤沢市藤沢576 http://www.hayapen.co.jp

3586
株式会社 ティー・アン
ド・ワイ・スズキ

卸売・小売業 神奈川県 厚木市中町2-2-19 http://www.t-and-y.co.jp

3587 株式会社 ジャッツ 卸売・小売業 神奈川県 茅ヶ崎市菱沼3-16-21 http://jats.co.jp

3588 社会福祉法人 上村鵠生会 医療・福祉業 神奈川県 藤沢市片瀬海岸1-7-9 http://www.cityfujisawa.ne.jp/~kouseien/

3589 光洋建設 株式会社 建設業 神奈川県 藤沢市遠藤6430

3590
社会福祉法人 大野福祉会
八幡保育園

医療・福祉業 神奈川県 平塚市四之宮2-10-10 http://yahata-hoikuen.jp/

3591
有限会社 アリスクリーニ
ング

生活関連サービ
ス業

神奈川県 小田原市国府津2698-1 http://www.aris-cleaning.com

3592 株式会社 ヤベ自動車工業
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 藤沢市石川6-1-1 http://www.yabe-motors.co.jp

3593 株式会社 アイエス 金融・保険業 神奈川県
藤沢市鵠沼橘1-2-7 湘南リ
ハウスビル4Ｆ

3594 藤沢福祉サービス 医療・福祉業 神奈川県 藤沢市石川5-21-6
3595 社会福祉法人 光友会 医療・福祉業 神奈川県 藤沢市獺郷1008-1 http://www.lfa.jp

3596
株式会社 クォーターライ
フ

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
平塚市八重咲町6-21 石黒
ビル2Ｆ

http://www.quarterlife.co.jp

3597
株式会社 サンエーサンク
ス

その他のサービ
ス業

神奈川県 寒川町倉見968-1

3598
ネッツトヨタ神奈川 株式
会社

卸売・小売業 神奈川県 平塚市四之宮4-18-29 http://www.netz-kanagawa.jp

3599 株式会社 やまいち 飲食店・宿泊業 神奈川県 平塚市夕陽ヶ丘1-19
3600 株式会社 かどや 製造業 神奈川県 海老名市中新田3-7-24 http://www.ka-do-ya.jp

3601 株式会社 テクノリサーチ 情報通信業 神奈川県 小田原市国府津2519-3 http://www.tecnet.or.jp

3602
株式会社 Win-d　 カレー
ハウスCoCo壱番屋藤沢駅
北口店

飲食店・宿泊業 神奈川県
藤沢市藤沢967　石井ビル1
階

3603 株式会社 玄
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 平塚市四之宮5-8-20 http://www.lion-gen.co.jp

3604
ソーラーオンディライト
株式会社

建設業 神奈川県 小田原市寿町1-2-32

3605 社会福祉法人 中心会 医療・福祉業 神奈川県 海老名市杉久保3-31-6 http://www.chusinkai.net/

3606 藤沢商工会議所
その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市藤沢109 http://www.fujisawa-cci.or.jp



3607 KCSセンター相模海老名
その他のサービ
ス業

神奈川県 海老名市さつき町1-22-101 http://www.kcs-ebina.com

3608
特定非営利活動法人 L・
ベーシック

卸売・小売業 神奈川県 藤沢市下土棚443-12

3609
株式会社 M&Dマネジメン
ト

その他のサービ
ス業

神奈川県 茅ヶ崎市松林1-16-33-2F

3610 株式会社 鈴鈑工業 製造業 神奈川県 大和市柳橋5-7-6 http://www.suzuban.com

3611 有限会社 野中工業 製造業 神奈川県 綾瀬市吉岡東4-10-27 http://uknonaka.co.jp

3612
JECインターナショナル
株式会社

情報通信業 神奈川県
大和市中央1-2-2　太陽ﾋﾞﾙ
3階

http://www.jec-ic.com

3613
株式会社 木津潤平建築設
計事務所

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市鵠沼松が岡3-25-1 http://www.kiz-architect.com

3614
有限会社 三機システム工
業

建設業 神奈川県 藤沢市川名2-5-31 http://www.sankisystem-tech.com

3615
株式会社 エリアクリエイ
ターズ

その他のサービ
ス業

神奈川県
大和市南林間2丁目13-2銀
河ビル303

http://www.area-creators.co.jp/

3616 シッピーノ 株式会社 情報通信業 神奈川県
茅ヶ崎市中海岸4丁目12986
番52サザンビーチヒルズ5
Ｆ

https://www.shippinno.co.jp/

3617
株式会社 エヌ・エー・ワ
ン

不動産業 神奈川県
大和市中央林間6丁目2番23
号

http://www.ienavi-naone.com/

3618 Arouse by afloat
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
藤沢市藤沢1044-36　プリ
マベーラ１Ｆ

http://arousebyafloat.com

3619 ピーシーネット 株式会社 情報通信業 神奈川県
相模原市中央区相模原5-
11-1-801

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

3620 神鋼商事 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 平塚市大神字下堤外3341 http://www.shinkoh-kk.com

3621
株式会社 フジマニパブ
リッシング

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
藤沢市鵠沼橘1-17-11 順天
ビル５階

http://www.fujimani.com

3622 株式会社 タックルベリー 卸売・小売業 神奈川県 藤沢市南藤沢16-16 http://www.tackleberry.co.jp

3623 hair & relax fragile
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 藤沢市本鵠沼2-19-33 1F http://www.fragile-hair.com

3624 株式会社 シンワ建商 建設業 神奈川県 小田原市北窪249－1

3625 合同会社 こころざし 飲食店・宿泊業 神奈川県
茅ヶ崎市共恵１-3-22イサ
ベルビル１Ｆ

3626
株式会社 ロコモーション
ズ

生活関連サービ
ス業

神奈川県 平塚市徳延283-8 http://www.tommy-mac.jp

3627 有限会社 深沢製作所 製造業 神奈川県 海老名市本郷348-16
3628 有限会社 神奈川屋 卸売・小売業 神奈川県 小田原市扇町2-7-13

3629
有限会社 大沢自動車整備
工場

その他のサービ
ス業

神奈川県 海老名市門沢橋6-20-31 http://www.oosawa-jidosya.jp/

3630
ガーデンサービス 株式会
社

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市高谷1-11 http://www.garden-s.net

3631 有限会社 相原左官店 建設業 神奈川県 海老名市門沢橋1-8-13
3632 株式会社 Libra 卸売・小売業 神奈川県 鎌倉市材木座5-7-36 http://www.libra-pharma.com

3633 オッタ
生活関連サービ
ス業

神奈川県 鎌倉市腰超4-9-4-104 http://www.atta8.jp

3634 有限会社COCO・FATHER
生活関連サービ
ス業

神奈川県
藤沢市鵠沼橋1-7-13　ザ・
フジサワＢＬ　６Ｆ

http://www.cocofather.com/

3635 RAG HAIR
生活関連サービ
ス業

神奈川県 藤沢市辻堂1-1-16

3636 おでんバー信濃屋 飲食店・宿泊業 神奈川県 藤沢市辻堂2-2-33 http://odenbar.net/

3637
株式会社 新堀建材トー
ヨー住器

卸売・小売業 神奈川県 平塚市広川310-2 http://www.shinborikenzai.com/

3638
株式会社 ダイシングラン
ド

情報通信業 神奈川県
大和市中央林間3-17-17
サウスグランドビル1Ｆ

http://www.daishingrand.co.jp

3639 藤沢高等自動車学校
教育・学習支援
業

神奈川県 藤沢市土棚800 http://www.fujisawa-ds.co.jp

3640
株式会社 コンフィデンス
tenpoint

卸売・小売業 神奈川県
横浜市中区山下町222－3番
ドメス山下町ベイタワー
502

http://tenpoint.co.jp

3641 株式会社 フリーアール 卸売・小売業 神奈川県 藤沢市石川3-30-8 http://free-r.co.jp

3642
エス・フィールド 株式会
社

飲食店・宿泊業 神奈川県
川崎市川崎区元木2丁目2－
22－1105号



3643 有限会社 福島屋物産 卸売・小売業 神奈川県 藤沢市江の島1-4-6 http://hook.ocnk.net

3644 dera hair
生活関連サービ
ス業

神奈川県
横浜市中区伊勢佐木町5-
126

3645
株式会社 Design Of
Light

建設業 神奈川県
藤沢市下土棚467-13　ヌー
ヴェルレジデンス101

3646 富澤行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 海老名市中央3-3-5-1001 http://10330.jp

3647
株式会社 メディカルライ
フケア

医療・福祉業 神奈川県 平塚市南原2-1-12

3648
株式会社 ゴールデンゲー
トファイブ

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 藤沢市片瀬海岸3-24-20

3649 琉久ライン 株式会社 建設業 神奈川県 茅ヶ崎市柳島海岸12-22 http://www.ryuku-line.com

3650
神奈川エコハウス 株式会
社

建設業 神奈川県 藤沢市辻堂太平台2－11－5 http://www.k-ecohouse.co.jp

3651 株式会社 NJT 卸売・小売業 神奈川県
平塚市紅谷町１１番１４号
片野屋第一ビル６階

http://njt-c.co.jp/index.html

3652 株式会社 大石商店 卸売・小売業 神奈川県 藤沢市大庭5433-4 http://www.ooishi-syouten.com/

3653 株式会社 nobus 飲食店・宿泊業 神奈川県
藤沢市本鵠沼5-8-19サウス
ブリーズ湘南Ｄ

3654
レイズ＆カンパニー 株式
会社

その他のサービ
ス業

神奈川県
藤沢市鵠沼石上1-1-17 米
善ビル4階

http://raytenor.jp

3655 有限会社 ベリータ 卸売・小売業 神奈川県
大和市中央2-11-18ファー
ストクラス大和中央105

http://www.verita-wine.com

3656
株式会社 ss-consul 湘南
コンシェル

生活関連サービ
ス業

神奈川県
藤沢市藤沢976-6 湘南ビル
4F

http://ss-concier.jimdo.com

3657
ミネオトーヨー住器 株式
会社

卸売・小売業 神奈川県 中郡大磯町高麗1-8-46 http://www.mineotfc.jp

3658 株式会社 みづほ野 飲食店・宿泊業 神奈川県 平塚市桜ヶ丘2－22 http://www.miduhono.co.jp

3659
有限会社 ニッショウケア
サービス

医療・福祉業 神奈川県 茅ヶ崎市本村4－19－48 http://www.nissho-cs.jp

3660
株式会社 グローバル
フィールド

卸売・小売業 神奈川県
藤沢市藤沢545ベアーズ湘
南1Ｆ

3661 株式会社 古賀電子 製造業 神奈川県 平塚市南原2丁目9番19号 http://www.kogadenshi.co.jp

3662 ヘアーサロンあさだ
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 平塚市中原1-25-4 http://www.scn-net.ne.jp/~asada

3663
株式会社 アクティビティ
センター湘南 （貯筋デイ
太陽）

医療・福祉業 神奈川県 平塚市見付町9-3 http://cyokinday-taiyou.cloud-line.com

3664 有限会社ラファイエット 卸売・小売業 神奈川県
藤沢市鵠沼花沢町1-1藤沢
駅前ハイム２Ｆ

http://www.lafayettecrew.com

3665 有限会社 御幸 卸売・小売業 神奈川県
海老名市上今泉2100ヒエタ
メカニクス㈱内

3666 A to Z株式会社 医療・福祉業 神奈川県 茅ヶ崎市柳島2-10-1 http://az-hokan.jp

3667 株式会社茅ヶ崎技研
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
茅ヶ崎市萩園2483サンライ
ズビル2Ｆ

3668 株式会社LAFNE 卸売・小売業 神奈川県
厚木市水引2-1-4江藤ビル1
Ｆ

http://asianconnection.co.jp

3669
株式会社落合コーポレー
ション

製造業 神奈川県 藤沢市辻堂3-3-19 http://ochiai-shuttle.com

3670 有限会社 光輝
複合サービス事
業

神奈川県 藤沢市本藤沢3-13-8

3671 タイヤフェスタ 株式会社
その他のサービ
ス業

神奈川県 大和市深見西2-3-26 http://tirefesta.com

3672
株式会社 サーフレジェン
ド

情報通信業 神奈川県
藤沢市辻堂西海岸3-1-1辻
堂海岸ビル２階

http://surflegend.co.jp

3673 南十字堂 株式会社 医療・福祉業 神奈川県 藤沢市天神町2-1-64 http://在宅医療ケア.com

3674
拓海訪問介護（合同会社
拓海介護）

医療・福祉業 神奈川県
平塚市徳延131-1カドヤビ
ル201

3675 幸友ホーム 株式会社 建設業 神奈川県 藤沢市鵠沼橘1-4-14 http://www.ky-h.com

3676 Petit Soin 複合サービス業 神奈川県
平塚市代官町8-6-102ライ
オンズM第二

http://petitsoin.com

3677 帖佐造園土木 株式会社 建設業 神奈川県 藤沢市鵠沼海岸4-3-1

3678
総合美容プロジェクト
VIVANT

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 茅ヶ崎市松が丘2-7-30 http://www.gbp-vivant.com/



3679 BLUE GARDEN
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
藤沢市南藤沢20-18　長塚
ビル2Ｆ

http://diekyusse.com/

3680
城東石渡住宅サービス 合
同会社

不動産業 神奈川県
藤沢市本鵠沼1丁目７番３
５－２号

3681
石渡ファイナンシャルプ
ランニング事務所 合同会
社

不動産業 神奈川県
藤沢市本鵠沼1丁目７番３
５－２号

3682 有限会社 かさい珈琲 飲食店・宿泊業 神奈川県 藤沢市辻堂元町5-2-24 http://27coffee.jp

3683
特定非営利活動法人
laulea

医療・福祉業 神奈川県 藤沢市辻堂元町4-9-13 http://www.laulea-linoa.com

3684 株式会社 リレーション 不動産業 神奈川県
海老名市扇町12-23
フィーズ三幸ビル

3685 株式会社 厚木ミクロ 製造業 神奈川県 厚木市長谷366 http://www.at-micro.co.jp

3686 株式会社 東横エルメス 建設業 神奈川県 海老名市東柏ヶ谷5-15-18 http://www.elmes.co.jp

3687
有限会社 フローリスト花
恵

卸売・小売業 神奈川県 座間市入谷5-1859-1

3688
有限会社 フローリスト花
メッセージ

卸売・小売業 神奈川県 座間市入谷5-1881-68

3689 株式会社 一心工業 建設業 神奈川県 相模原市緑区青山2501-24

3690
社会福祉法人 神奈川同胞
援護会

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区大野台5-13-7

3691 社会福祉法人 喜楽会 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区当麻490-1
3692 株式会社 アイ・シ・エス 製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増247-15

3693
株式会社 県央冠婚葬祭互
助会

その他のサービ
ス業

神奈川県
厚木市中町3-13-1　ＨＳＫ
ビル2Ｆ

3694 有限会社 杉山精肉店 卸売・小売業 神奈川県 相模原市中央区上溝1482

3695 有限会社 伊藤企画
その他のサービ
ス業

神奈川県 相模原市南区南台4-15-2

3696 肉汁うどんの南哲 飲食店、宿泊業 神奈川県 相模原市中央区宮下2-9-15

3697 株式会社 ニューデリカ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 相模原市緑区相原4-12-13

3698
NPO法人 プリントショッ
プピコ

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区陽光台2-5-
6

3699
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

3700
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

3701 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
3702 株式会社 三和精工 製造業 神奈川県 相模原市中央区田名4358-3
3703 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1627-2

3704
有限会社 ビルメンマツモ
ト

その他のサービ
ス業

神奈川県 相模原市中央区矢部1-24-9

3705 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

3706 株式会社 ウチダ 製造業 神奈川県
相模原市緑区橋本台1-11-
23

3707 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

3708 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1-12-1

3709 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
3710 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4-10-8

3711 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1-15-3

3712 社会福祉法人 東の会 医療・福祉業 神奈川県 相模原市中央区下九沢980

3713
株式会社 アイ・シ・エス
神奈川工場

製造業 神奈川県 愛甲郡愛川町三増247-15

3714
社会福祉法人 シニアクラ
ブ

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区上鶴間6-6-1

3715 特別老人ホーム 愛の丘 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区当麻490-1
3716 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

3717 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-
3 ＳＬＤビル6Ｆ



3718
株式会社 ライフパート
ナー大光

医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区陽光台5-6-
9

3719 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

3720 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2259-3

3721 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

3722 株式会社 日相印刷
その他のサービ
ス業

神奈川県 相模原市南区麻溝台8-2-7

3723 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

3724 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

3725 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
3726 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
3727 西進開発 株式会社 建設業 神奈川県 厚木市温水1542-15
3728 株式会社 セルダン 製造業 神奈川県 厚木市金田1655

3729
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

3730 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

3731 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
3732 グランモールさくら及川 医療・福祉業 神奈川県 厚木市及川字柳流793 http://www.sakura-seiwa.jp

3733 有限会社 大進館 飲食店・宿泊業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津6890-1
3734 若愛川店 飲食店・宿泊業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津4067-2
3735 株式会社 キャドネット 製造業 神奈川県 厚木市中町4-6-18-4Ｆ

3736
社会福祉法人 聖和むつみ
会

医療・福祉業 神奈川県 厚木市及川字柳流793

3737 有限会社 スリーエル 飲食店・宿泊業 神奈川県
相模原市中央区相模原3-8-
22

3738
株式会社 ファイアート神
奈川

製造業 神奈川県 厚木市棚沢193 http://www.fireart.co.jp

3739
株式会社 ファイアート神
奈川工場

製造業 神奈川県 厚木市三田14

3740 ハート動物病院 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区南台4-15-2

3741
株式会社 東横エルメス東
京事業所

建設業 神奈川県
千代田区神田須田町2-9柴
田第1ビル2階

3742
有限会社 ホップジェー
（アネックスアイズ店）

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
町田市原町田6-25-5　ＮＡ
ＫＡＮＯビル4Ｆ

3743
株式会社 ハートフルス
タッフ

複合サービス事
業

神奈川県
八王子市名神町2-14-2京王
八王子１Ｆ

3744 つばき歯科クリンック 医療・福祉業 神奈川県
豊島区池袋2-18-1タムラ第
1ビル４Ｆ

3745 株式会社 太洋 製造業 神奈川県 横須賀市公郷町1-57-7 http://www.taiyoo.co.jp

3746 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

3747 タカネ電機 株式会社 製造業 神奈川県
川崎市中原区上小田中5-2-
2　なとりプラザ中原２F

http://www.takane-jp.com

3748 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
3749 株式会社 田川 建設業 神奈川県 横須賀市長沢6-31-3
3750 有限会社 竹内保険事務所 金融・保険業 神奈川県 横須賀市安浦町2-3
3751 株式会社 TAC21 卸売・小売業 神奈川県 逗子市小坪3-19-2 http://www.tac21naturalfood.co.jp

3752 太豊電機 株式会社 製造業 神奈川県
川崎市麻生区下麻生1-32-
37

3753 株式会社 玉井造園 建設業 神奈川県 横須賀市野比2-1-15

3754
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1-2000-12

3755 合同会社 たんぽぽ 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市上町3-50

3756
特定非営利活動法人 地域
魅力

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市鵠沼桜が岡1-6-12 http://chiikimiryoku.jimdo.com

3757 株式会社 調味商事 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市小川町26-5 http://www.choumi.jp

3758 辻飼料園芸部 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市上町3-31

3759 株式会社 T&S 金融・保険業 神奈川県
横浜市南区上大岡西1-13-
15　4階

www.hokensoudan-yokohama.jp

3760 有限会社 ティーツー工業 建設業 神奈川県 横須賀市浦上台4-1-16



3761
有限会社 テトルクリエイ
ティブ

情報通信業 神奈川県
鎌倉市小町2-14-7　かまく
ら春秋スクエア3F

http://www.tetol.jp

3762 株式会社 デンオー 建設業 神奈川県 横須賀市根岸町3-15-1-202

3763
東京ガスライフバル飯田
株式会社

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

3764 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

3765 TRUSTY
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横須賀市若松町1-18-9　ダ
イヤモンドビル2階

http://trusty-hair.com

3766 有限会社 七一三測量社
その他のサービ
ス業

神奈川県
横須賀市衣笠栄町3-52　古
谷ビル2B

3767 中台工業 株式会社 建設業 神奈川県 横須賀市鴨居1-13-1 http://www.nakadai.biz

3768 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1-14-14

3769 社会福祉法人 和みの会 医療・福祉業 神奈川県 横浜市戸塚区東俣野町1705 http://www.nagominosono.jp

3770 株式会社 Naturalship 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市鴨居2-20-8 http://www.kamoinaguradou.com

3771 社会福祉法人 なないろ 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市大津町2-19-7

3772 株式会社 西久 卸売・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

3773 株式会社 虹の橋 医療・福祉業 神奈川県 三浦市南下浦町金田1877
3774 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

3775 日本セレン 株式会社 製造業 神奈川県 川崎市中原区下新城2-6-20 http://www.nipponselen.com

3776 有限会社 松商 建設業 神奈川県
三浦市南下浦町上宮田
1196-1

3777 株式会社 内装ハシモト 建設業 神奈川県 川崎市幸区中幸4-14
3778 株式会社 テクトレージ 情報通信業 神奈川県 横浜市緑区青砥町258 http://www.techtrage.co.jp

3779
株式会社Y&Kコミュニ
ティーズ 北海しゃぶしゃ
ぶ湘南藤沢店

飲食店・宿泊業 神奈川県
藤沢市鵠沼橘1-17-4小塚ビ
ル２階201号

http://hokkaifujisawa.owst.jp

3780 株式会社 トップス
その他のサービ
ス業

神奈川県 厚木市金田871

3781
トーカイ・パッケージン
グシステム 株式会社

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市湘南台1-6-3-2F

3782 株式会社 海老名トップス
その他のサービ
ス業

神奈川県 海老名市本郷2334-1

3783 株式会社 東海トップス
その他のサービ
ス業

神奈川県 座間市小松原1-1-43

3784 株式会社 深谷トップス
その他のサービ
ス業

神奈川県 綾瀬市深谷南1-17-14

3785 株式会社 久喜トップス
その他のサービ
ス業

神奈川県
埼玉県久喜市下早見字大谷
1662

3786
特別養護老人ホーム はな
さか

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区磯部4363

3787 SNP物流 株式会社 製造業 神奈川県
横浜市中区元浜町3-21-2ヘ
リオス館内ビル4F

3788
デイサービスグランモー
ルさくら及川

医療・福祉業 神奈川県 厚木市及川字柳流793

3789
ショートスティさくら及
川

医療・福祉業 神奈川県 厚木市及川字柳流793

3790 火焔山餃子房 飲食店・宿泊業 神奈川県
相模原市中央区田名塩田2-
8-8

3791 敦煌酒楼 飲食店・宿泊業 神奈川県
相模原市中央区相模原3-8-
22

3792 火焔山餃子房 厚木 飲食店・宿泊業 神奈川県 厚木市上荻野277-1

3793
有限会社 スリーエル 麻
布店

飲食店・宿泊業 神奈川県 東京都港区南麻布2-5-16

3794
横河レンタ・リース 株式
会社

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区矢部1-27-
15

3795 株式会社 味ん味ん 飲食店・宿泊業 神奈川県 厚木市関口159-1

3796
株式会社 味ん味ん 田名
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 相模原市中央区田名2224-8

3797
株式会社 味ん味ん 宮下
店

飲食店・宿泊業 神奈川県
相模原市中央区宮下本町2-
27-20



3798
株式会社 味ん味ん 相模
大野店

飲食店・宿泊業 神奈川県
相模原市南区相模大野3-1-
7

3799
株式会社 味ん味ん 愛川
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 愛甲郡愛川町中津724

3800
株式会社 味ん味ん 京王
堀之内店

飲食店・宿泊業 神奈川県
東京都八王子市堀の内3-3-
19

3801
株式会社 味ん味ん 橋本
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 相模原市緑区橋本8-2-1

3802
株式会社 味ん味ん 町田
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 東京都町田市中町2-17-20

3803
株式会社 味ん味ん 片倉
店

飲食店・宿泊業 神奈川県
東京都八王子市片倉町484-
1

3804
株式会社 味ん味ん 西八
王子店

飲食店・宿泊業 神奈川県
東京都八王子市散田町5-9-
8

3805
株式会社 味ん味ん 鶴間
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 大和市林間1-15-28

3806
株式会社 味ん味ん 高座
渋谷店

飲食店・宿泊業 神奈川県 大和市下和田778

3807
株式会社 味ん味ん 矢野
口店

飲食店・宿泊業 神奈川県 東京都稲城市矢野口1633-1

3808
株式会社 味ん味ん 淵野
辺店

飲食店・宿泊業 神奈川県 相模原市中央区共和3-7-10

3809
株式会社 味ん味ん 綾瀬
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 綾瀬市寺尾西3-6-1

3810
株式会社 味ん味ん 日野
店

飲食店・宿泊業 神奈川県 東京都日野市日野台2-41-5

3811
株式会社味ん味ん三ツ堺
店

飲食店・宿泊業 神奈川県
横浜市瀬谷区二ツ橋町309-
1

3812
株式会社 味ん味ん 若葉
台店

飲食店・宿泊業 神奈川県 東京都稲城市若葉台1-55

3813
相菱エンジニアリング 株
式会社

製造業 神奈川県
相模原市中央区相模原5-1-
6

3814
Private Beauty Salonn
Tiare

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市港北区綱島西1-1-
12-4F

3815 NailSalon Ruce
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横浜市都筑区仲町台1-18-
13-401

3816
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

神奈川県
埼玉県戸田市美女木東1-3-
1イオン3F

3817
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

3818
株式会社 デジタルデザイ
ンシンク

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区相模原3-7-
1-2F

3819 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7-28-
38

3820
株式会社 メデコム 新宿
事務所

情報通信業 神奈川県
東京都新宿区新宿2-7-3-
806

3821 成立工業 株式会社 製造業 神奈川県 厚木市下川入115-15

3822
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

3823 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5-17-4
3824 有限会社 坂本企画 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区大野台1-9-17
3825 株式会社 技研 製造業 神奈川県 相模原市南区麻溝台2821
3826 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

3827
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

3828
アルムヒューマン 株式会
社

複合サービス事
業

神奈川県
厚木市寿町3-4-5　米山建
物1F

3829
アルムヒューマン 株式会
社川崎事業所

複合サービス事
業

神奈川県 川崎市川崎区富士見1-6-3

3830
アルムヒューマン 株式会
社飯山事業所

複合サービス事
業

神奈川県 厚木市飯山3150

3831
アルムヒューマン 株式会
社緑ヶ丘事業所

複合サービス事
業

神奈川県 厚木市緑ヶ丘5-18-2



3832
アルムヒューマン 株式会
社

複合サービス事
業

神奈川県 静岡県三島市寿町5-10

3833 社会福祉法人 報徳会 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区磯部4363
3834 株式会社 ぴーぷる 医療・福祉業 神奈川県 座間市相模が丘1-40-15

3835
ヘルパーステーション
ぴーぷる

医療・福祉業 神奈川県 座間市相模が丘1-40-15

3836 デイサービスぴーぷる 医療・福祉業 神奈川県 座間市相模が丘1-40-15
3837 介護タクシーぴーぷる 医療・福祉業 神奈川県 座間市相模が丘1-40-15

3838
ヘルパーステーション
ぴーぷる東林間

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区上鶴間6-27-5

3839
福祉用具・住宅改修ぴー
ぷる

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区上鶴間6-27-5

3840
ケアマネステーション
ぴーぷる東林間

医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区上鶴間6-27-5

3841
株式会社 Electric
Architect

情報通信業 神奈川県
川崎市中原区小杉御殿町2-
67

http://eaz.co.jp

3842 ネットリサーチ 株式会社 情報通信業 神奈川県 川崎市中原区下沼部1758-7 http://www.nrc-corp.jp

3843
株式会社 ノサカクリエイ
ティブプロダクト

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市大滝町2-23 http://www.ncp-co.jp

3844
PINE STONE STYLE 株式会
社

飲食店・宿泊業 神奈川県 鎌倉市材木座5-6-26 http://kamakura-umizuki.com

3845 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

3846
住宅型有料老人ホーム ハ
ビタスカーマ

医療・福祉業 神奈川県 横須賀市西浦賀5-32-2 http://habitasu.co.jp

3847 株式会社 ハピネス
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 鎌倉市大船1-11-18 http://www.ljd.jp

3848
ハマアーチェリーセン
ター

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市長沢2-20-14 http://hama-archery.net

3849 有限会社 早川製作所 製造業 神奈川県 川崎市高津区久地3-6-12 http://www.hayakawa2277.com

3850 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1517

3851 株式会社 バンビのピエノ
教育・学習支援
業

神奈川県
川崎市麻生区上麻生1-10-6
井上ハイツ306

http://banbinopieno.com

3852
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

3853
ピッツェリア トラットリ
ア　セッテ

飲食店・宿泊業 神奈川県 横須賀市米が浜通1-1-22

3854 pizzeria fabbrica 1090 飲食店・宿泊業 神奈川県 川崎市中原区木月3-9-32
3855 一本商事 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市若松町1-2 http://www.hitomoto.com

3856 鍼灸整骨院 ひまわり 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市根岸町3-1-6-125

3857
ヒューマンキュリオシ
ティ 株式会社

医療・福祉業 神奈川県
川崎市多摩区登戸2092　2
階

http://www.kirakira-smile.jp

3858 株式会社 深山建装 建設業 神奈川県 横須賀市芦名1-4-17
3859 株式会社 ビリオナー 建設業 神奈川県 横須賀市森崎1-15-3 http://billioneire.co.jp

3860 株式会社 ピリカイ
専門・技術サー
ビス業

神奈川県 逗子市小坪4-27-15 http://www.hayama-diving.com

3861 株式会社 ファーレ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市根岸町3-13-12

3862 株式会社 FAiTH 金融・保険業 神奈川県
横浜市神奈川区高島台27-
1-206

3863
株式会社 フェザーパート
ナーズ

その他のサービ
ス業

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

3864
株式会社 プラスパート
ナー

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

3865
ネイルサロン Bravery
Rose

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
横須賀市根岸町2-20-9　谷
ビルⅠ 3-2

3866
有限会社 フラワーショッ
プ旭屋

生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市上町3-9 http://flowershopasahiya.com

3867
株式会社 プランニングア
デイ

卸売・小売業 神奈川県 逗子市逗子1-2-11 http://www.aday2005.com

3868
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



3869 BLUE hair&eyelash
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市野比1-16-23-2F

3870
有限会社 プロフィット測
量

建設業 神奈川県 三浦市南下浦町上宮田516

3871 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

3872
BakeryCafe&Restaurant
Wao

飲食店・宿泊業 神奈川県 横須賀市津久井1-3-6 http://www.wao-bakery.com

3873 堀ノ内眼科診療所 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市三春町3-30-7

3874 サニーサイド
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 藤沢市藤沢966-3 http://32side.com

3875 株式会社 美卯企画
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
川崎市高津区溝口1丁目13-
1

http://www.hearty-nail.com

3876 McGUFFIN 飲食店・宿泊業 神奈川県 横浜市中区太田町5-68

3877
株式会社 Brilliant
Mother

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町2-
10-1

http://brilliantmother.com

3878 日本酒バルUMAMI 飲食店・宿泊業 神奈川県
横浜市神奈川区鶴屋町2-9-
22

http://www.yokohama-umami.jp/

3879
社会保険労務士法人 日本
経営労務

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 横浜市中区南仲通3-26 http://www.nkr-group.com/

3880
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2-10-12 http://www.shonan-acs.co.jp/

3881 株式会社 ジェブ 建設業 神奈川県
横浜市都筑区茅ヶ崎中央
11-3

http://jeb-co.jp

3882
からだメンテナンスnico
鍼灸マッサージ院

医療・福祉業 神奈川県 横浜市都筑区北山田2-4-29 http://www.nico-master-body.com/

3883 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.co.jp/techno/

3884
サンファースト福祉グ
ループ 株式会社

医療・福祉業 神奈川県 横須賀市鴨居3-86-4

3885
株式会社 オーソリティ空
調

建設業 神奈川県
川崎市高津区久地4-21-28-
102

3886
ビジネスフライトコンサ
ルティング

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 中央区日本橋人形町2-20-5 http://business-flight.jp

3887
さくら社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市港北区綱島東5-4-5-
108

3888 株式会社 クリーブラッツ 製造業 神奈川県 横浜市磯子区森5-21-15 http://kleeblatts.co.jp/

3889
プラス・ワン社労士オ
フィス

専門・技術サー
ビス業

神奈川県 茅ヶ崎市東海岸南4-12-13

3890
エーアンドエー工事 株式
会社

建設業 神奈川県
横浜市鶴見区鶴見中央2-5-
5

http://www2.aa-material.co.jp

3891 株式会社 ムサシノ精機 製造業 神奈川県 伊勢原市鈴川5 http://www.musashinoseiki.com

3892
社会福祉法人 美希福祉会
小さな足あと保育園

医療・福祉業 神奈川県 横浜市南区宿町4-75-1 http://www.asiato-hoikuen.com

3893 株式会社 Wize 情報通信業 神奈川県 藤沢市善行7-3-5-404 http://www.wizejp.com

3894 NPO法人 宝島 医療・福祉業 神奈川県 座間市入谷1-3075-1  info@npo-takarajima.org

3895 ショートステイ宝島 医療・福祉業 神奈川県 座間市新田宿8-8

3896
移動支援「サポートゆめ
ひろば」

医療・福祉業 神奈川県 座間市座間2-969

3897 緑ヶ丘ゆめひろば 医療・福祉業 神奈川県 座間市緑ヶ丘5-5-22
3898 皆原ゆめひろば 医療・福祉業 神奈川県 座間市入谷5-1971-2
3899 北地区児童ホーム 医療・福祉業 神奈川県 座間市緑ヶ丘1-1-1

3900 NPO法人 ともに会 医療・福祉業 神奈川県
相模原市南区相模大野 6-
9-18

 tomonikai@pony.ocn.ne.jp   

3901 ともに会相談支援事業所 医療・福祉業 神奈川県
相模原市南区相模大野6-7-
9 34ビル402

3902 シェーン橋本 医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区橋本2-10-21
3903 有限会社 コア企画 金融・保険業 神奈川県 厚木市岡田5-16-8
3904 株式会社 モウマンタイ 卸売・小売業 神奈川県 厚木市上荻野1319-2

3905 Primo Nail
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
厚木市中町4-12-5　サツキ
プラザ202

3906 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

3907
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



3908
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

3909
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

3910
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

3911 有限会社 ダイショウ 不動産業 神奈川県 厚木市愛甲東1-14-2

3912
神奈川県内陸工業団地協
同組合

その他のサービ
ス業

神奈川県 厚木市上依知3001

3913 株式会社内田製作所 製造業 神奈川県 厚木市上依知3021
3914 岩井機械工業 株式会社 製造業 神奈川県 大田区東糀谷3-17-10

3915
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

3916
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

3917 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

3918
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

3919
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

3920
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

3921 株式会社 ニッキ 製造業 神奈川県 厚木市上依知3029

3922
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

3923
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2-8-21

3924
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

3925
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4036-11

3926
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

3927
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

3928 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

3929 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

3930 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

3931
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

3932
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

3933 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

3934
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

3935 日本冷食開発 株式会社 運輸業 神奈川県 厚木市関口４０７－４
3936 株式会社 三光 金融・保険業 神奈川県 厚木市下萩野１４８４－２

3937
株式会社 ジャパンクリエ
イティブ

その他のサービ
ス業

神奈川県
厚木市中町2-13-10オリン
ピックマンション702

3938
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

3939
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

3940
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

3941 株式会社 五十鈴 製造業 神奈川県 厚木市金田125-1

3942
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5581

3943 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

3944 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



3945 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1-13-25

3946 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

3947 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1297-
248

3948 ホテル 東山閣 飲食店・宿泊業 神奈川県 日光市川治温泉川冶52

3949 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

3950
株式会社 都南自動車教習
所

教育・学習支援
業

神奈川県 座間市緑ヶ丘4-20-1

3951 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3-10-
14

3952
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

3953 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4147-2

3954
株式会社 ウェルフュー
チャー関東

医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区三ヶ木869-5

3955 株式会社 ヒロ住設 建設業 神奈川県 厚木市愛甲3-7-15

3956 株式会社 小池設備 建設業 神奈川県
相模原市南区西大沼1-18-
12

3957
ビュアらいふ相模原三ヶ
木

医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区三ヶ木859-5

3958 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

3959 株式会社 ネクシオ
その他のサービ
ス業

神奈川県 三島市大宮町3-2-12

3960 白石社会労務士事務所
その他のサービ
ス業

神奈川県
横浜市磯子区岡村8-1-24-
601

3961
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1-3-9-2F

3962
株式会社 日本ライフデザ
イン　油壺マリーナヒル
ズ

医療・福祉業 神奈川県 三浦市三崎町諸磯1523-1 http://j-lifedesign.com

3963 株式会社 サンキワークス 製造業 神奈川県 川崎市麻生区黒川514 http://www.sanki-works.co.jp

3964 マイライフ 有限会社 医療・福祉業 神奈川県 横須賀市小川町28-1

3965
株式会社 マキナエンジニ
アリング

製造業 神奈川県 川崎市高津区宇奈根666-7 http://www.maquina-eng.info

3966 株式会社 松屋 卸売・小売業 神奈川県 逗子市逗子1-6-1 http://matsuya.gr.jp

3967 株式会社 マリン 金融・保険業 神奈川県
横浜市青葉区鴨志田町509-
5　2Ｆ

http://marine-inc.com

3968 有限会社 丸石製作所 卸売・小売業 神奈川県 三浦市初声町三戸317-2

3969 有限会社 マルオー
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市根岸町3-13-12

3970 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1600-2

3971 株式会社 ふじさわびと 情報通信業 神奈川県
藤沢市藤沢93新堀ライブ館
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http://fujisawabito.jimdo.com

3972 株式会社 プラスホーム 不動産業 神奈川県 厚木市下荻野446-4-103 http://plushome.info/

3973 医療法人社団 東華会 医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区寸沢嵐2891

3974
医療法人社団 橋本ファミ
リークリニック

医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区下九沢1779-1

3975 医療法人社団 相模湖病院 医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区寸沢嵐2891
3976 つくしの保険 金融・保険業 神奈川県 町田市高ケ坂53-15
3977 介護老人保健施設 たかつ 医療・福祉業 神奈川県 川崎市高津区子母口498-2

3978 小規模多機能施設 あさお 医療・福祉業 神奈川県
川崎市麻生区王禅寺東5-
48-16

3979 クリスタルプラザ たかつ 医療・福祉業 神奈川県
川崎市高津区千年662ラ
フォーレちとせ101号

3980
さがみこデイサービスセ
ンター

医療・福祉業 神奈川県 相模原市緑区寸沢嵐3092-1

3981 サリューブル たかつ 医療・福祉業 神奈川県 川崎市高津区子母口498-4
3982 サリューブル いずみ 医療・福祉業 神奈川県 横浜市泉区和泉が丘1-6-10

3983
サリューブル あさひ壱番
館

医療・福祉業 神奈川県 横浜市旭区川井本町45-6



3984
サリューブル あさひ弐番
館

医療・福祉業 神奈川県 横浜市旭区桐が作1804-16

3985 サリューブル とつか 医療・福祉業 神奈川県
横浜市戸塚区東俣野町927-
3

3986
グループホームサリュー
ブルあさお

医療・福祉業 神奈川県
川崎市麻生区王禅寺東5-
48-16

3987 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

3988
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

3989
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

3990 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
3991 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

3992
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

3993 合同会社 ミタテ
その他のサービ
ス業

神奈川県 秦野市南矢名2-10-13

3994 株式会社 TRUE
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 愛甲郡愛川町中津2134-1-2

3995 株式会社 エモーヴ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県
渋谷区渋谷1-17-1　ＴＯＣ
第2ビル506

3996 合同会社 はるいろ
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 厚木市岡田4-22-33

3997
K&kコーポレーション 株
式会社

卸売・小売業 神奈川県 鎌倉市手広1-10-13

3998
K&Kコーポレーション 株
式会社

卸売・小売業 神奈川県 大田区大森西5-15-3

3999
昭栄物流 株式会社 物流
センター

運輸業 神奈川県
相模原市南区麻溝台3-11-
11

4000 昭栄物流 株式会社 運輸業 神奈川県 厚木市妻田北3-32-11
4001 株式会社 ふたばらいふ 医療・福祉業 神奈川県 厚木市中荻野942-1

4002 株式会社 アサミホテル
その他のサービ
ス業

神奈川県 相模原市南区古淵3-9-8

4003 相模原第一ホテルANNEX
その他のサービ
ス業

神奈川県 相模原市南区古淵3-9-8

4004
伊勢原グリーンパレスホ
テル

その他のサービ
ス業

神奈川県 伊勢原市桜台1-11

4005 patisserieCHARINKO 卸売・小売業 神奈川県
相模原市中央区上溝5-14-
36

4006
読売センター座間 株式会
社

卸売・小売業 神奈川県 座間市入谷3-1723-1

4007 SNP物流 株式会社 事業所 運輸業 神奈川県
厚木市下川入102　秀和ロ
ジスティクス

4008 東北乳運 株式会社 運輸業 神奈川県 郡山市安積町日出山1-5

4009
東北乳運 株式会社 山形
営業所

運輸業 神奈川県 山形市流通センター4-5-4

4010
東北乳運 株式会社 仙台
営業所

運輸業 神奈川県 仙台市宮城野区蒲生2-2-4

4011
東北乳運 株式会社 仙台
港営業所

運輸業 神奈川県 仙台市宮城野区蒲生1-1-9

4012
東北乳運 株式会社 白石
営業所

運輸業 神奈川県
白石市福岡深谷字佐久来5-
24

4013
東北乳運 株式会社 福島
営業所

運輸業 神奈川県 福島市伏拝字台田6-1

4014 株式会社 ライズ 卸売・小売業 神奈川県
福生市熊川1712　笠原ビル
201

4015
株式会社 ライズ 神奈川
営業所

卸売・小売業 神奈川県
厚木市田村町11-19　オレ
ンジコート1号

4016 株式会社 リフレックス
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市内川2-5-50 http://www.refulex.co.jp

4017 長井水産 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市長井5-24-7 http://www.nagaisuisan.co.jp

4018
NPO三浦市介護サービスセ
ンター

医療・福祉業 神奈川県 三浦市栄町9-4



4019
学校法人ステパノ佐伯学
園　御国幼稚園

教育・学習支援
業

神奈川県 三浦郡葉山町木古庭1768 http://mikuni.ed.jp

4020 株式会社 三春商会 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市森崎1-18-24 http://miharushokai.co.jp

4021 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1600-2
4022 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

4023
株式会社 メディカルピュ
ア湘南

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

4024
株式会社 モバードシステ
ム

情報通信業 神奈川県
横須賀市光の丘8-3　ＹＲ
Ｐベンチャー棟217

http://movado-system.com

4025 有限会社 モリ・ワールド 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市安浦町2-29-1 http://cafedecrew.com
4026 有限会社 森定商店 製造業 神奈川県 横須賀市佐野町6-18 http://morisada-web.jp
4027 山勝電子工業 株式会社 製造業 神奈川県 川崎市高津区末長1-37-23 http://www.yamakatsu.co.jp

4028 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

4029 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

4030 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1-44-5 http://www.up-x.com

4031 長田歯科医院 医療・福祉業 神奈川県
横浜市鶴見区上末吉1-16-
22

http://www.osada-dental.jp

4032
株式会社 ニュートラル
ワークス

情報通信業 神奈川県
茅ヶ崎市東海岸北1-2-4-
204

https://n-works.link/

4033 保育所あいかわ
教育・学習支援
業

神奈川県 愛甲郡愛川町中津64-1

4034
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

4035 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

4036 社会福祉法人 大地の会 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区田名塩田2-
5-24

4037 株式会社 オーエイ 製造業 神奈川県
相模原市中央区田名3039-
16

4038
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2-33-5

4039 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

4040 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

4041 株式会社 フクスイ
その他のサービ
ス業

神奈川県 相模原市緑区橋本台2-7-18

4042 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
4043 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
4044 株式会社 GREENROOM 医療・福祉業 神奈川県 厚木市上依知40-5

4045
健康ハーフデイ厚木かみ
えち

医療・福祉業 神奈川県 厚木市上依知40-5

4046
サービスハウス ポポロ戸
室

医療・福祉業 神奈川県 厚木市戸室1-41

4047
ベッキーキャンドル厚木
工房

その他のサービ
ス業

神奈川県 厚木市下依知1192  103号

4048 有限会社 和興工業 製造業 神奈川県
相模原市中央区相模原1-7-
8

4049
かなえ社会保険労務士事
務所

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
横浜市都筑区南山田3939-
1-102

4050 株式会社 プラーナ 医療・福祉業 神奈川県
相模原市中央区相模原2-3-
16-B501

4051 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

4052
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

4053 株式会社 豊栄 建設業 神奈川県 相模原市南区双葉1-8
4054 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

4055
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

4056 株式会社 テック 製造業 神奈川県 秦野市南矢名1789-2
4057 株式会社 みらい 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区古淵2-18-3



4058
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

神奈川県
戸田市美女木東1-3-1イオ
ン北戸田３Ｆ

4059
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

4060
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

4061 株式会社 コスモプリント
その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市中央区大野台4-1-
58

4062 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
4063 有限会社 及川金型 製造業 神奈川県 相模原市中央区田名3147
4064 株式会社 VRD 医療・福祉業 神奈川県 海老名市中央1-13-1-4-1F
4065 ハルペットクリニック 医療・福祉業 神奈川県 海老名市中央1-13-1-4-1F
4066 株式会社 シエラ 製造業 神奈川県 相模原市南区東林間2-2-4
4067 医療法人 聖和会 医療・福祉業 神奈川県 厚木市妻田西2-17-27
4068 介護老人保健施設さくら 医療・福祉業 神奈川県 厚木市上古沢1915

4069
介護老人保健施設さくら
サテライト

医療・福祉業 神奈川県 厚木市上古沢1702

4070
グループホームさくら愛
川

医療・福祉業 神奈川県 愛甲郡愛川町半原340

4071 後藤整形外科 医療・福祉業 神奈川県 厚木市妻田西2-17-27

4072
株式会社 小池設備 町田
支店

建設業 神奈川県 町田市忠生1-29-9

4073
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

4074
株式会社 エンラージ 南
青山店

建設業 神奈川県 港区南青山3-14-26

4075
横須賀市東部漁業協同組
合

複合サービス事
業

神奈川県 横須賀市平成町3-4

4076
有隣堂オフィスマーケ
ティング 株式会社

その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市日の出町3-14-13 http://y-om.co.jp

4077 株式会社 ユナイト 金融・保険業 神奈川県
横浜市港北区綱島西4-10-5
1Ｆ

4078
株式会社 横須賀板硝子建
材センター

卸売・小売業 神奈川県 横須賀市長坂3-31-3

4079
公益財団法人 横須賀市健
康福祉財団

医療・福祉業 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://kenkoufukushi.sakura.ne.jp

4080
公益財団法人 横須賀市生
涯学習財団

教育・学習支援
業

神奈川県
横須賀市西逸見町1-38-11
ウェルシティ市民プラザ4
階

http://manabikan.net

4081 横須賀青果物 株式会社 卸売・小売業 神奈川県 横須賀市三春町4-1-7

4082
株式会社 横須賀葉山ライ
フネット

医療・福祉業 神奈川県 横須賀市芦名1-1-1

4083 株式会社 ヨコソー 建設業 神奈川県 横須賀市森崎1-17-18 http://www.yokosoh.co.jp

4084
ヨコハマクラッセ 株式会
社

飲食店・宿泊業 神奈川県 逗子市新宿3-4-4

4085
株式会社 ライフソリュー
ション

金融・保険業 神奈川県
横浜市中区太田町1-9　神
奈川県興業ビル5Ｆ

4086 Luck
専門・技術サー
ビス業

神奈川県
逗子市逗子1-11-1　林産業
102

http://www.luck8.biz

4087
株式会社 リモデルプラン
ニング

建設業 神奈川県
横須賀市本町3-31　ベイス
クエアよこすか二番館4Ｆ

http://www.remodel.co.jp

4088 有限会社 理容みのり
生活関連サービ
ス・娯楽業

神奈川県 横須賀市野比1-8-28

4089
株式会社 Y＆Kコミュニ
ティーズ

複合サービス事
業

神奈川県
藤沢市辻堂3-13-25　加山
ハイツ東105

http://yk-community.co.jp

4090
株式会社 ワイ・オー・
アール

その他のサービ
ス業

神奈川県 川崎市多摩区登戸2527 http://y-o-r.co.jp

4091 株式会社 YBCホーム 飲食店・宿泊業 神奈川県
横浜市南区花之木町2-28-
1-212

4092 有限会社 One up 金融・保険業 神奈川県
三浦市南下浦町上宮田
1387-2　コスモ三浦海岸

http://www.lifeshop-lead.com/

4093 株式会社 サカクラ 建設業 神奈川県 横浜市磯子区岡村7-35-16 http://www.sakakura-kk.co.jp

4094 Moto ALEX
その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市遠藤2018-1 http://motoalex.net



4095
有限会社 湘南サウンドオ
フィス

その他のサービ
ス業

神奈川県 藤沢市片瀬2-4-11 http://shonan-sound.com

4096 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
4097 東名自動車工業株式会社 運輸業 神奈川県 海老名市社家745-1

4098 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2-24-14

4099
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

4100 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

4101 有限会社ＮＰＫ
複合サービス事
業

神奈川県 秦野市平沢171-5

4102 株式会社現在企画 医療・福祉業 神奈川県 大和市中央2-3-19
4103 株式会社双葉工業 製造業 神奈川県 相模原市中央区宮下2-11-5

4104
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

4105
株式会社オフィスＪネッ
ト

その他のサービ
ス業

神奈川県
相模原市南区相模大野3-
13-6-5F

4106 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-
15-19-2F

4107 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

4108
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1-13-
22

4109 株式会社ヤングハート 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区東大沼3-2-12
4110 株式会社コイワイ 製造業 神奈川県 秦野市曽屋60-1
4111 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5407-2

4112 株式会社エイティスト
複合サービス事
業

神奈川県 渋谷区恵比寿南2-26-1

4113 有限会社Dandelion 医療・福祉業 神奈川県 相模原市南区大野台1-9-17
4114 有限会社１REST 医療・福祉業 神奈川県 南足柄市関本565-5
4115 有限会社道央物流 運輸業 神奈川県 厚木市温水西1-1-54
4116 社会福祉法人くすのき 医療・福祉業 神奈川県 厚木市愛甲3208-1

4117
特別養護老人ホームメイ
サムホール

医療・福祉業 神奈川県 厚木市愛甲3208-1

4118 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

4119
株式会社富士エコー　神
奈川センター

卸売・小売業 神奈川県 厚木市依知3032

4120
東名自動車工業株式会社
東京工場

その他のサービ
ス業

神奈川県 江戸川区東葛西5－48－12

4121 有限会社　サン
その他のサービ
ス業

神奈川県
横須賀市三春町1-6-2　ダ
スキンレントオール横須賀
ステーション内

http://www.kasite.net

4122
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1-2-12 http://www.apcr.co.jp

4123
アポロプレジション　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

4124 荒金商事　株式会社 卸売・小売業 神奈川県 川崎市川崎区中瀬3-23-3

4125 イオン整体　快福や
その他のサービ
ス業

神奈川県
横須賀市船越町1-57-4　1
Ｆ

http://www.ion-kaifuku.jp

4126 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

4127 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

4128 株式会社　ヴィクトリー 医療・福祉業 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

4129
株式会社　エリアブレイ
ン

その他のサービ
ス業

神奈川県 川崎市麻生区上麻生1-7-11 http://www.areabrain.co.jp/

4130
株式会社　エリントシス
テム

専門・技術サー
ビス業

神奈川県
川崎市中原区新丸子東2-
888　KTSビル2階

http://www.elintsystem.co.jp/

4131
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

4132 鎌倉商工会議所
その他のサービ
ス業

神奈川県 鎌倉市御成町17-29 http://www.kamakura-cci.or.jp



4133 株式会社　キリガヤ 建設業 神奈川県 逗子市山の根1-2-35 http://www.kirigaya.jp

4134
合同会社　K's office え
びすデイサービス

医療・福祉業 神奈川県
横須賀市上町1-40　長瀬ビ
ル1階

4135
有限会社　コアアウト
フィッターズ

その他のサービ
ス業

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

4136
株式会社　サンヨーシス
テム

卸売・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

4137
株式会社　JNコーポレー
ション

その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市汐入町4-53-101 http://jn-corp.jp/index.html

4138 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3-12-3
宮前平富士通ハイツＢ棟
122号室

4139 逗子市商工会
その他のサービ
ス業

神奈川県 逗子市沼間1-5-1 http://www.shokonet.or.jp/zushi/

4140
逗子ポイントカード事業
協同組合

その他のサービ
ス業

神奈川県 逗子市沼間1-5-1 http://www.shiokaze-card.com

4141
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

4142
有限会社　ソーゴーケン
キ横須賀

その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市太田和4-2226-2

4143 ソフトケア　株式会社 医療・福祉業 神奈川県
新宿区四谷坂町9-9　三廣
ビル

4144 ソフトホーム　株式会社 医療・福祉業 神奈川県
新宿区四谷坂町9-9　三廣
ビル

http://www.softhome.co.jp

4145 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.jp/company/

4146 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2-3-15 www.tackheed.co.jp

4147
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 https://www.tmc-world.co.jp/

4148
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

4149 trois cinq
その他のサービ
ス業

神奈川県 鎌倉市津西2-10-13 http://www.35web.jp

4150
日本電子エンジニアリン
グ　株式会社

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

4151
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

4152
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3-10-
305

http://www.bandc-s.co.jp/

4153 株式会社　日の出製作所 製造業 神奈川県 川崎市川崎区大川町11-13 http://www.hinode-ss.jp/

4154 株式会社　ヒラミヤ 製造業 神奈川県 川崎市高津区久地3-4-1 http://hiramiya.co.jp/

4155 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

4156 堀田光学工業　株式会社 製造業 神奈川県 川崎市中原区苅宿37-33 www.hottaopt.co.jp
4157 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.maruidensetsu.co.jp

4158
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

4159 三浦商工会議所
その他のサービ
ス業

神奈川県 三浦市三崎2-22-16 http://www.miura-cci.com

4160 株式会社　三崎恵水産 卸売・小売業 神奈川県
三浦市三崎町城ヶ島658-
163

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

4161
社会福祉法人　横須賀市
社会福祉事業団

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

4162 横須賀商工会議所
その他のサービ
ス業

神奈川県 横須賀市平成町2-14-4 http://www.yokosukacci.com

4163 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4Ｆ

http://www.remodel.co.jp

4164 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

4165 株式会社ビードッツ
その他のサービ
ス業

神奈川県 横浜市戸塚区信濃町539-3 http://www.r-h-b.jp

4166 株式会社三我 建設業 神奈川県 横浜市金沢区幸浦2-21-3 http://www.t-sanga.com

4167
株式会社ライブフードプ
ロデユース

その他のサービ
ス業

神奈川県
海老名市東柏ヶ谷1-6-12
大貫ビル1F101



4168 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

4169 株式会社富士エコー 卸売・小売業 神奈川県 市川市塩浜2-12
4170 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
4171 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

4172
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

4173
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


