
とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度　登録者一覧

165 申請件数（162者） 679 事業所数

1 アークテック株式会社 アークテック
下都賀郡壬生町
おもちゃのまち4-11-16

製造業 http://www.arktech.co.jp 3

2
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

栃木支店

アイオイニッセイ
ドウワソンガイホ
ケントチギシテン

宇都宮市一条3-1-19 金融・保険業 https://www.aioinissaydowa.co.jp/ 11

3 株式会社暁工務店 アカツキコウムテ
ン

宇都宮市松原2丁目3番13号 建設業 http://www.akatuki-build.com 1

4 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

5 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

6 税理士法人アミック＆パートナーズ アミックアンド
パートナーズ

宇都宮市西川田町928番地1 金融・保険業 https://www.amic-amg.co.jp/ 1

7 株式会社荒川建設 アラカワケンセツ 那須烏山市田野倉192-1 建設業 https://www.araken.net/ 1

8 株式会社安藤設計 アンドウセッケイ 宇都宮市山本1-3-14
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://ando-sekkei.jp/ 1

9 株式会社生駒組 イコマグミ 那須塩原市太夫塚5丁目221番地 建設業 www.ikoma-gumi.co.jp 1

10 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

11 株式会社泉観光バス
イズミカンコウバ
ス

栃木市城内町2-51-28
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://izm-bus.com/ 1

12 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

13 株式会社伊藤電設 イトウデンセツ 大田原市本町1-2799-1 建設業 https://www.itohdensetsu.jp/ 1

14 株式会社井上総合印刷 イノウエソウゴウ
インサツ

栃木県宇都宮市岩曽町1355
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.inoue-gp.jp 3

15 岩原産業株式会社
イワハラサンギョ
ウ

宇都宮市平出工業団地6番12 建設業 http://www.iwaharasangyou.co.jp 1

16 株式会社インターセック インターセック 宇都宮市ゆいの杜5-10-13 複合サービス業 http://www.security-intersec.com 4

17 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

18 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

19 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

20 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

21 宇都宮塗料工業株式会社 ウツノミヤトリョ
ウコウギョウ

宇都宮市氷室町1707-3 建設業 https://www.utk-tochigi.com 1

22 宇都宮文化センター株式会社 ウツノミヤブンカ
センター

宇都宮市江曽島町2070
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://ubc-net.jp/ 1

23 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

24 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

25
SMC株式会社

北関東ブロック 宇都宮営業所

エスエムシーキタ
カントウブロック
ウツノミヤエイ
ギョウショ

宇都宮市元今泉3-7-19 製造業 https://www.smcworld.com/ 1

26 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

27 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

28 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

29 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

30 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

31 エルライズ株式会社 エルライズ
栃木県宇都宮市東宿郷 3-2-18
高千穂ビル 2F-B

情報通信業 https://elrise.co.jp/ 1

ＨＰ 事業所数
（本社含む）

No 企業名・団体名 フリガナ
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業種
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32 株式会社大岩建設 オオイワケンセツ 大田原市末広1丁目4番40号 建設業 http://www.ooiwa-kensetsu.co.jp/ 2

33 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

34 株式会社大澤土木工業 オオサワドボクコ
ウギョウ

栃木市都賀町大橋285-1 建設業 http://oosawadoboku.co.jp 1

35 株式会社大森一級建築士事務所
オオモリイッキュ
ウケンチクシジム
ショ

小山市若木町1-23-4
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://cdoomori.sakura.ne.jp/2/ 2

36 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

37 おとっぺ オトッペ 小山市駅南町2-12-17 卸売・小売業 https://peraichi.com/landing_pages/view/otoppe/ 1

38 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

39 株式会社小山コイルセンター オヤマコイルセン
ター

小山市萱橋1232-1 製造業
https://www.tsukiboshi-

shoji.co.jp/kakou_maker_oyamacoil.php
1

40 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

41 小山商工会議所 オヤマショウコウ
カイギショ

小山市城東1丁目6番36号
公務、分類不能な
産業

http://www.oyama-cci.or.jp/ 1

42 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

43 学生服リサイクル襷 ガウセイフクリサ
イクルタスキ

大田原市中央1-3-15
トコトコ大田原1F

卸売・小売業 https://ameblo.jp/tasuki-risaikuru 1

44 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

45 金子メディックス株式会社 カネコメディック
ス

那須塩原市槻沢342-17 製造業 http://kaneko-medix.co.jp 4

46 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

47 株式会社共同プロ保険事務所
キョウドウプロホ
ケンジムショ

栃木市平柳町1-11-11 金融・保険業 https://kyodopro.com 1

48 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

49 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

50 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
https://my.ms-

ins.com/page/?x=0000427633&n=gritman&m=3
1

51 有限会社小池経編染工所 コイケケイヘン 足利市西宮町2833 製造業 https://www.thekoike.com 1

52 晃南印刷株式会社 コウナンインサツ 鹿沼市緑町3—8-33
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.ko-nan.co.jp 1

53 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

54 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

55 株式会社斉藤組 サイトウグミ 小山市大字飯塚484 建設業 http://www.saito-net.com/ 1

56 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

57 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

58 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

59 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

60 三信電工株式会社 サンシンデンコウ 宇都宮市川俣町1056 建設業 http://www.sanshin.ne.jp 1

61
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

62 株式会社サンヴィレッジ サンビレッジ 足利市寺岡町351 建設業 https://sunvillage-co-ltd.com 3
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63 サンプラスチック株式会社 サンプラスチック 那須塩原市北赤田1589-22 製造業 https://www.sunplastic.jp/ 1

64 三立調査設計株式会社
サンリツチョウサ
セッケイ

小山市大字大行寺903
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://sanritsu.hp.gogo.jp/ 1

65 特定非営利活動法人CCV シーシーブイ 鹿沼市鳥居跡町1420-11
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.ccv-npo.jp/ 7

66 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

67 シーデーピージャパン株式会社 ｼｰﾃﾞｰﾋﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ 宇都宮市峰２－２－１
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.cdpjp.com 7

68 有限会社しおや保険事務所 シオヤホケンジム
ショ

那須烏山市田野倉383番地 金融・保険業 － 1

69
株式会社システムソリューションセンターと

ちぎ

システムソリュー
ショントチギ

塩谷郡高根沢町宝積寺2034-14
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.ssct.co.jp/ 1

70 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

71 松盛堂株式会社 ショウセイドウ 小山市西城南3-7-37 建設業 http://is-home.co.jp 1

72 昭和電機株式会社 ショウワデンキ 佐野市植野町1858 製造業 https://www.showaelc.co.jp/ 2

73 信庄産業株式会社
シンアツサンギョ
ウ

小山市大字萱橋651番地1 製造業 http://www.shinshosangyo.co.jp 2

74 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

75 新日本金属株式会社 シンニホンキンゾ
ク

佐野市栄町1-4 製造業 http://www.snkz.co.jp 4

76 杉村塗料株式会社 スギムラトリョウ 宇都宮市中今泉1-15-30 卸売・小売業 http://www.sugi-mura.co.jp/ 1

77 鈴運メンテック株式会社 スズウンメンテッ
ク

宇都宮市鶴田二丁目2-10
サービス業（他に
分類されないも
の）

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

78 有限会社鈴木総合企画 スズキソウゴウキ
カク

那須塩原市上厚崎488-1 金融・保険業 https://suzukisougou.com 1

79
株式会社ＳＵＢＡＲＵ

航空宇宙カンパニー宇都宮製作所

スバルコウクウウ
チュウカンパニー
ウツノミヤセイサ
クショ

宇都宮市陽南1丁目1番11号 製造業 https://www.subaru.co.jp/ 1

80 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

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

82 株式会社関口電設 セキグチデンセツ
佐野市伊勢山町14-13
(スカイビル3F)

建設業 http://www.aso-shokokai.net/search/94 1

83 株式会社壮関 ソウカン 矢板市こぶし台4番地１ 製造業 https://www.sokan.jp/ 4

84 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

85 第一生命保険株式会社 栃木支社 ダイイチセイメイ
トチギシシャ

宇都宮市馬場通り1-1-11 金融・保険業 https://www.dai-ichi-life.co.jp/ 15

86 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

87
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

88 タカプラリサイクル株式会社 タカプラリサイク
ル

那須郡那須町大字寺子乙字荻原2017-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

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

89 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

90 株式会社谷黒組 タニグログミ 那須塩原市塩原1100 建設業 http://www.tanigurogumi.com/ 3

91 株式会社チームバリスタ チームバリスタ 宇都宮市西1-1-8-2F 飲食業、宿泊業 https://instagram.com/team_barisuta?igshid=nbmcm1yjmtju11

92 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

93 有限会社天狗屋 テングヤ 鹿沼市草久3027
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.tenguya.net/ 1
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165 申請件数（162者） 679 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

94 東栄広告株式会社 宇都宮支社
トウエイコウコウ
コクウツノミヤシ
シャ

宇都宮市大通り4-1-18
宇都宮大同生命ビル2F

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.toei-ad.jp/ 2

95
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

96
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

97 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

98 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

99 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

100 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

101 栃木信用金庫 トチギシンヨウキ
ンコ

栃木市万町9番28号 金融・保険業 http://www.shinkin.co.jp/tochigi 19

102 栃木精工株式会社 トチギセイコウ 栃木市平柳町2-1-5 製造業 https://www.tochigiseiko.co.jp/ 3

103 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

104 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

105 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

106 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

107 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

108 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

109 中村土建株式会社 ナカムラドケン 宇都宮市大曽4丁目10番19号 建設業 https://www.nakamuradoken.co.jp/ 2

110 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

111 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

112 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

113 株式会社那須電設 ナスデンセツ 那須塩原市北栄町494番地 建設業 https://nasuden.com/ 1

114 那須土木株式会社 ナスドボク 大田原市中央1-13-10 建設業 http://www.nasudokk.co.jp/ 1

115 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

116 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

117 株式会社日省エンジニアリング ニッショウエンジ
ニアリング

矢板市中601-8 製造業 https://www.nseg.co.jp/ 2

118 日本サーファクタント工業株式会社
ニホンサーファク
タントコウギョウ

宇都宮市平出工業団地7-14 製造業 https://www.ns-utsunomiya.com/company/ 2

119 ネッツトヨタ栃木株式会社 ネッツトヨタトチ
ギ

宇都宮市駒生2-10-28 卸売・小売業 https://www.netztochigi.co.jp/ 32

120 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

121 野中建設株式会社 ノナカケンセツ 宇都宮市長岡町384-4 建設業 http://www.nonaka-k.jp/ 1

122 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

123 株式会社八興 ハッコウ 宇都宮市川田町1219-9
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.hakko-jpn.com/ 3

124
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
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165 申請件数（162者） 679 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

125 株式会社フカサワ フカサワ 宇都宮市元今泉4丁目6番9号 卸売・小売業 http://www.fk-net.co.jp/ 4

126 藤井産業株式会社 フジイサンギョウ 宇都宮市平出工業団地41-3 卸売・小売業 https://www.fujii.co.jp/ 11

127 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

128 富士通株式会社　小山工場 フジツウオヤマコ
ウジョウ

小山市城東3-28-1 製造業 https://www.fujitsu.com/jp/ 1

129 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

130

株式会社プリオウエディングスT&S

ヴィラ・デ・マリアージュ宇都宮／メゾンエ

ルミタージュ小山

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

131 古河機械金属株式会社　 足尾事業所
フルカワキカイキ
ンゾクアシオジ
ギョウショ

日光市足尾町中才10-1 製造業 https://www.furukawakk.co.jp/ashio/ 1

132
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

133
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

134 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

135 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

136 株式会社北研 ホッケン 下都賀郡壬生町７－３ 製造業 https://www.hokken.co.jp/ 3

137 ホリエ電設工業株式会社 ホリエデンセツコ
ウギョウ

栃木市今泉町2-13-28 建設業 http://horiden2828.com 1

138 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

139 株式会社マジック・ワーク マジックワーク 宇都宮市瑞穂三丁目9番地16
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://magic-work.jp/ 3

140 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

141 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

142 株式会社みずき保険 ミズキホケン 栃木県宇都宮市若草3-17-8 金融・保険業 https://mizuki-ins.jp/ 3

143
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

144
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

宇都宮市泉町6-20
宇都宮DIビル6F

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

145 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

146 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

147 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

148 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

149 ミユキ建設株式会社 ミユキケンセツ 宇都宮市御幸ヶ原町108番地3 建設業 http://www.r-miyuki.jp/ 1

150
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

151
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

152
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

153 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

154 明治機械株式会社 メイジキカイ 栃木県足利市鹿島町 1115 製造業 https://www.meiji-kikai.co.jp/ 1

155 明和コンピュータシステム株式会社 メイワコンピュー
タシステム

小山市間々田792-8 情報通信業 http://www.mcs-net.co.jp 1
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とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度　登録者一覧

165 申請件数（162者） 679 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

156 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

157 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

158 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

159 有限会社ライフコンサルティング ライフコンサル
ティング

栃木市箱森町2-40 金融・保険業 http://www.life-lc.com/ 1

160 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

161
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

162 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

163 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

164 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

165 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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