
とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度　令和３年１月登録者一覧（令和２年10～12月申請分）

90 者 451 事業所数

1 アクリーグ株式会社 アクリーグ 小山市大字外城81番地9
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.acreeg.co.jp/ 1

2 株式会社足利銀行 アシカガギンコウ 宇都宮市桜4丁目1番25号 金融・保険業 https://www.ashikagabank.co.jp/ 108

3 石川建設株式会社 イシカワケンセツ 那須塩原市高砂町5番12号 建設業 http://www.ishikawa-con.co.jp/ 1

4 株式会社一期コンサルティング
イチゴコンサルティ
ング 栃木市藤岡町藤岡5202番地1 金融・保険業 http://ichigo-consulting.co.jp 1

5 株式会社ウィズネット ウィズネット 栃木市大宮町2628-3 卸売・小売業 https://www.wiznet.jp/ 1

6 上野文具株式会社 ウエノブング 宇都宮市池上町5-2 卸売・小売業 http://www.uebun.ne.jp 4

7 株式会社薄井工務店 ウスイコウムテン 宇都宮市下砥上町1190-3 建設業 https://u-41.co.jp 1

8 宇都宮土建工業株式会社
ウツノミヤドケン
コウギョウ

宇都宮市屋板町568-1 建設業 http://www.udoken.com/ 1

9 宇都宮ヤクルト販売株式会社
ウツノミヤヤクルト
ハンバイ 宇都宮市瑞穂3-9-8 卸売・小売業 https://www.u-yakult.com/ 1

10 ＨＣＣソフト株式会社
エイチシーシーソフ
ト さくら市410-78 情報通信業 https://hcc-soft.com/ 1

11 エヌエヌ商事株式会社 エヌエヌショウジ 宇都宮市清原工業団地18-1 運輸業 http://www.nnshoji.co.jp/ 3

12 エヌケーケー株式会社 エヌケーケー 佐野市牧町315 製造業 www.nkkco.jp 4

13 株式会社エバーグリーン エバーグリーン 栃木市岩舟町静１０３－１ 建設業 － 1

14 株式会社エフエム栃木 エフエムトチギ 宇都宮市中央1－2－1 情報通信業 https://www.berry.co.jp 1

15 ＭＳ北関東株式会社
エムエスキタカント
ウ

宇都宮市泉町6-20
宇都宮ＤＩビル4階

金融・保険業 https://shop.smktg.jp/public/seminar/view/206 1

16 大川総合法律事務所
オオカワソウゴウ
ホウリツジムショ

宇都宮市小幡1丁目1番27号
KMGビルディング小幡6階

サービス業（他に
分類されないも
の）

－ 1

17 オグラ金属株式会社 オグラキンゾク 足利市川崎町1310 製造業 https://www.ogura-gr.co.jp 1

18 Office Tochigi with SERENITY
オフィストチギウィ
スセレニティ

日光市長畑530-4
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://sites.google.com/view/officetochigiwithse

renity/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
1

19 有限会社小山祭典具 オヤマサイテング 小山市神鳥谷2-32-12
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://xn--22q72yoir62aypoliiyqy9tl.com/ 1

20 オリオンコンピュータ株式会社
オリオンコンピュー
タ 宇都宮市鶴田町2772-3

サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.orion-p98.co.jp 2

21 有限会社金子損害保険サービス
カネコソンガイホ
ケンサービス

宇都宮市平塚町130-1 金融・保険業 Kaneko1969import@yahoo.co.jp 1

22 北関東綜合警備保障株式会社
キタカントウソウゴ
ウケイビホショウ 宇都宮市不動前1-3-14

サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.kitakantosok.co.jp/ 10

23 熊本株式会社 クマモト 宇都宮市松原2-7-35 建設業 https://ks-kumamoto.com 1

24 グランディハウス株式会社 グランディハウス 宇都宮市大通り4-3-18 運輸業 https://www.grandy.co.jp/ 10

25 Grit Man グリットマン
宇都宮市伝馬町1-17
伝馬町ビル902

金融・保険業 － 1

26 有限会社小池経編染工所
コイケケイヘンセ
ンコウショ

足利市西宮町2833 製造業 https://www.thekoike.com 1

27 光陽エンジニアリング株式会社
コウヨウエンジニア
リング 宇都宮市宝木町2-880 建設業 http://www.koyonet.com 1

28 コンチネンタルホーム株式会社
コンチネンタル
ホーム

宇都宮市中今泉3-1-39 建設業 https://www.contihome.com/ 1

29 株式会社サクシード サクシード 宇都宮市平松本町326-9
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://succeed-biz.jp/ 1

30 株式会社サトー　北関東支店
サトー　キタカン
トウシテン

佐野市富岡町1465-2 製造業 https://www.sato.co.jp/ 1

31 有限会社佐野機工 サノキコウ 宇都宮市今泉町170-4 製造業 https://www.sanokiko.co.jp/ 2

ＨＰ 事業所数
（本社含む）

No 企業名・団体名 フリガナ
所在地
（県内営業所）

業種

http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20081
http://www.acreeg.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20027
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20029
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https://succeed-biz.jp/
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とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度　令和３年１月登録者一覧（令和２年10～12月申請分）

90 者 451 事業所数
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所在地
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32 山京株式会社 サンキョウ 足利市田中町921-11 金融・保険業 https://aaa-sankyo.com/ 1

33
有限会社三誠

（なすの斎場グループ）
サンセイ 那須塩原市前弥六208-2

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://nasunosaijo.com 4

34 株式会社SitaRama シーターラーマ 足利市葉鹿町12番地 卸売・小売業 https://sitarama.jp 1

35 有限会社しのぶや シノブヤ 那須郡那須町大字寺子乙2890-5 卸売・小売業 https://shinobuya.jp/ 6

36 シンテックス株式会社 シンテックス さくら市喜連川1114 製造業 http://www.syntex.co.jp 1

37 西部生コン株式会社 セイブナマコン 日光市町谷747番地 製造業 http://www.t-seibu.co.jp 3

38 株式会社誠和 セイワ 下野市柴262-10 製造業 https://www.seiwa-ltd.jp 1

39 株式会社ソエル ソエル 栃木市岩舟町曲ケ島1806-4 建設業 https://www.sowell.space/blank 1

40 第一測工株式会社 ダイイチソッコウ 宇都宮市新町2-6-10
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.d-sokko.co.jp/ 4

41
大樹生命保険株式会社

栃木支社

タイジュセイメイホ
ケン 宇都宮市伝馬町1-2 金融・保険業 https://www.taiju-life.co.jp/ 7

42 有限会社高見林業 タカミリンギョウ 鹿沼市上粕尾870-2 林業 http://www.takami-rin.jp 1

43 株式会社ツルオカ ツルオカ 小山市萱橋1085 製造業 http://tsuruoka.co.jp 1

44
東京オイルアナリスト株式会社

分析センター

トウキョウオイル
アナリスト

栃木市大平町西水代2531-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.tokyo-oilana.com 1

45
東京ガス株式会社

宇都宮支社

トウキョウガスウ
ツノミヤシシャ

宇都宮市東宿郷4-2-16
電気・ガス・熱供
給・水道業

https://www.tokyo-gas.co.jp/ 1

46 東洋測量設計株式会社
トウヨウソクリョウ
セッケイ 宇都宮市西川田本町4-2-13

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.toyosurv.tochigi.jp 2

47 株式会社栃木銀行 トチギギンコウ 宇都宮市西2丁目1番18号 金融・保険業 https://www.tochigibank.co.jp 72

48 栃木県木造住宅協同組合
トチギケンモクゾウ
ジュウタクキョウド
ウクミアイ

佐野市牧町315
公務、分類不能な
産業

https://tochigi-woodhouse.or.jp/ 1

49 株式会社栃木県用地補償コンサルタント
トチギケンヨウチホ
ショウコンサルタン
ト

栃⽊市平柳町1-15-6
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.t-y-c.co.jp/ 1

50 栃木トヨタ自動車株式会社
トチギトヨタジド
ウシャ

宇都宮市横田新町3番47号 卸売・小売業 https://www.tochigitoyota.com 33

51 栃木トヨペット株式会社 トチギトヨペット 宇都宮市不動前5-1-26 卸売・小売業 https://tochigi.toyopet-dealer.jp 24

52 株式会社栃毛木材工業
トチモウモクザイコ
ウギョウ 鹿沼市下永野777 林業 http://www.tochimou.jp/ 1

53 トヨタカローラ栃木株式会社
トヨタカローラトチ
ギ 宇都宮市上横田町798番地 卸売・小売業 https://www.corolla-tochigi.co.jp/ 30

54 有限会社トライネット トライネット 宇都宮市御幸ヶ原町61-4 金融・保険業 http://trinet-ins.com 1

55 仲田総業株式会社 ナカダソウギョウ 宇都宮市簗瀬町2520番地4 
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.Nakada.tv 2

56 株式会社那須環境技術センター
ナスカンキョウギ
ジュツセンター

那須塩原市青木22番地152
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.nasukan.co.jp 2

57 那須信用組合
ナスシンヨウクミア
イ 那須塩原市永田町6-9 金融・保険業 http://www.nasushin.co.jp/ 10

58 株式会社ナステクノ ナステクノ 那須塩原市二区町474番地 製造業 http://www.nasutecno.co.jp/profile.html 1

59 七浦建設株式会社 ナナウラケンセツ 大田原市若草二丁目1059番地1 建設業 https://www.7ura.jp/ 2

60 ならでわ株式会社 ナラデワ
宇都宮市伝馬町1-6
若山ビル5F

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://naradewa.co.jp/ 1

61 株式会社野澤實業 ノザワジツギョウ 宇都宮市瑞穂3-7-9 建設業 http://noz-cons.com/ 1

62 株式会社ＨＩＴＥＣ ハイテック 那須塩原市下厚崎97-77 建設業 http://www.hitec-inc.co.jp 1

http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20053
https://aaa-sankyo.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20018
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20018
https://nasunosaijo.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20050
https://sitarama.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20074
https://shinobuya.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20030
http://www.syntex.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20039
http://www.t-seibu.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20020
https://www.seiwa-ltd.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20015
https://www.sowell.space/blank
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20048
https://www.d-sokko.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20002
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20002
https://www.taiju-life.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20016
http://www.takami-rin.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20008
http://tsuruoka.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20010
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20010
https://www.tokyo-oilana.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20083
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20083
https://www.tokyo-gas.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20005
https://www.toyosurv.tochigi.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20064
https://www.tochigibank.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20067
https://tochigi-woodhouse.or.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20069
https://www.t-y-c.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20043
https://www.tochigitoyota.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20054
https://tochigi.toyopet-dealer.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20006
http://www.tochimou.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20055
https://www.corolla-tochigi.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20072
http://trinet-ins.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20089
http://www.nakada.tv/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20058
http://www.nasukan.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20031
http://www.nasushin.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20046
http://www.nasutecno.co.jp/profile.html
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20090
https://www.7ura.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20071
https://naradewa.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20037
http://noz-cons.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/1/#R20021
http://www.hitec-inc.co.jp/


とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度　令和３年１月登録者一覧（令和２年10～12月申請分）

90 者 451 事業所数

ＨＰ 事業所数
（本社含む）

No 企業名・団体名 フリガナ
所在地
（県内営業所）

業種

63
ファイナンシャル・ソリューションズ株式会

社

ファイナンシャルソ
リューションズ 小山市喜沢1470-1 金融・保険業 http://www.hokenprojet.co.jp/index.html 5

64 富士通株式会社　栃木支店
フジツウ　トチギ
シテン

宇都宮市東宿郷4-2-24 製造業 https://www.fujitsu.com/jp/ 1

65 フタバ食品株式会社 フタバショクヒン 宇都宮市一条4丁目1番16号 製造業 https://www.futabafoods.co.jp 9

66
株式会社プリオウエディングスT&S

(ｳﾞｨﾗ･ﾃﾞ･ﾏﾘｱｰｼﾞｭ宇都宮／ﾒｿﾞﾝｴﾙﾐﾀｰｼﾞｭ小山）

プリオウエディン
グズ　ティーアン
ドエス

宇都宮市西原町3558-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://prior.co.jp/services 2

古河電気工業株式会社

銅箔事業部門

フルカワデンキコ
ウギョウ　ドウハ
クジギョウブモン

日光市針貝1066-24 製造業 https://www.furukawa.co.jp/ 1

古河電気工業株式会社

日光事業所

フルカワデンキコ
ウギョウ　ニッコ
ウジギョウショ

日光市清滝町500番地 製造業 https://www.furukawa.co.jp/ 1

68 ヘナファクトリー小山 ヘナファクトリー 小山市雨ケ谷863-9
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://henna-f.com/ 1

69 有限会社保険トラスト ホケントラスト 宇都宮市大通り1-2-2 金融・保険業 － 1

70 株式会社ホンダカーズ南栃木
ホンダカーズミナミ
トチギ 小山市粟宮1丁目6番18号 卸売・小売業 https://www.hondacars-minami-tochigi.co.jp 11

71 株式会社マスケン マスケン 宇都宮市西川田東町11-1 建設業 https://masuken-t.jp/company 1

72 丸昌産業株式会社
マルショウサン
ギョウ

佐野市田島町171 製造業 https://marusyosangyo.jp/ 1

三井住友海上火災保険株式会社

栃木支店

ミツイスミトモカイ
ジョウカサイホケン
トチギシテン

宇都宮市泉町6-20　 宇都宮DIビル6F 金融・保険業 https://www.ms-ins.com/ 4

三井住友海上火災保険株式会社

栃木自動車営業部

ミツイスミトモカイ
ジョウカサイホケン
トチギジドウシャエ
イギョウブ

宇都宮市泉町6-20
宇都宮DIビル6F

https://www.ms-ins.com/ 1

74 三福工業株式会社 ミツフクコウギョウ 佐野市植下町1248 製造業 https://www.mitsufuku.co.jp/ 4

75 株式会社みのりファーム ミノリファーム 下野市下坪山1815-2 農業 http://www.minori-farm.co.jp/ 1

76 宮沢建設株式会社 ミヤザワケンセツ 那須塩原市上赤田238番地 建設業 https://www.miyazawa-co.jp/ 1

77 株式会社みやもと ミヤモト 宇都宮市中戸祭1-4-5
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://offrin.net/ 2

78
株式会社ミンナのシゴト

（ミンナのミカタぐるーぷ）
ミンナノシゴト 鹿沼市貝島町512-4 北星ビル3F 医療、福祉 https://minnanomikata.com/ 1

79
株式会社ミンナのナカマ

（ミンナのミカタぐるーぷ）
ミンナノナカマ 鹿沼市茂呂2533-12 医療、福祉 https://minnanomikata.com/ 1

80
株式会社ミンナのミライ

（ミンナのミカタぐるーぷ）
ミンナノミライ 鹿沼市貝島町512-4 北星ビル2F 医療、福祉 https://minnanomikata.com/ 1

81 室井光学 ムロイコウガク 大田原市市野沢2052-2 製造業 https://www.muroi-optics.com 1

82 株式会社屋根.net ヤネドットネット 宇都宮市東宿郷3丁目2-3 卸売・小売業 https://www.shop-yane.net/ 1

83 株式会社友愛保険代理サービス
ユウアイホケンダ
イリサービス

宇都宮市三番町3-36 金融・保険業 － 1

84 吉澤石灰工業株式会社
ヨシザワセッカイコ
ウギョウ 佐野市宮下町7-10 鉱業 https://www.yoshizawa.co.jp/ 2

85 Rio Arena株式会社 リオアリーナ 小山市神鳥谷2-32-12
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://rioarena-field.com/ 1

86
リコージャパン株式会社

販売事業本部 栃木支社

リコージャンパンハ
ンバイジギョウブト
チギシャ

宇都宮市問屋町3172-10 卸売・小売業 https://www.ricoh.co.jp/ 5

87 レオン自動機株式会社 レオンジドウキ 宇都宮市野沢町2番地3 製造業 https://www.rheon.com/jp/index.php 2

88 渡辺建設株式会社 ワタナベケンセツ 宇都宮市今泉新町180番地 建設業 http://www.watanabekensetsu.jp 2

89 渡良瀬森林開発株式会社 ワタラセシンリン 佐野市牧町315 林業 www.watarase-shinrin.com 1

90 渡良瀬林産株式会社 ワタラセリンサン 佐野市岩崎町3000-1 製造業 www.wataraserinsan.com 1
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