
とちぎＳＤＧｓ推進企業登録制度　登録者一覧（令和４年３月現在：令和２年10月～令和４年３月申請分）

登録件数

452 実企業数(442者) 1318 事業所数

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 R3年1月

2
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 R3年1月

3
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/ 5 R3年1月

4 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 R3年1月

5 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 R3年1月

6 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 R3年1月

7 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 R3年1月

8 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 R3年1月

9 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 R3年1月

10
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 R3年1月

11
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 R3年1月

12
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 R3年1月

13
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 R3年1月

14 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 R3年1月

15 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 R3年1月

16 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 R3年1月

17 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 R3年1月

18
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 R3年1月

19 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/officetochigiwithsere

nity/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
1 R3年1月

20 株式会社誠和 セイワ 下野市柴262-10 製造業 https://www.seiwa-ltd.jp 1 R3年1月

21 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 R3年1月

22 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 R3年1月

23 室井光学株式会社 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 R3年1月

24 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 R3年1月

25 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 R3年1月

26 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 R3年1月

27 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 R3年1月

28 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 R3年1月

29 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 R3年1月

30 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 R3年1月

31 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 R3年1月

32 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 R3年1月

33 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 R3年1月

34 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 R3年1月
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35 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 R3年1月

36 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 R3年1月

37 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 R3年1月

38 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 R3年1月

39 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 R3年1月

40 株式会社ホンダカーズ栃木中央 ホンダカーズトチギチュ
ウオウ

小山市粟宮1丁目6番18号 卸売・小売業 https://www.hondacars-tochigichuo.co.jp/ 11 R3年1月

41 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 R3年1月

42 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 1 R3年1月

43 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 R3年1月

44 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 R3年1月

45 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 R3年1月

46 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 R3年1月

47 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 R3年1月

48 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 R3年1月

49 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 R3年1月

50 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 R3年1月

51 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 R3年1月

52 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 R3年1月

53 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 R3年1月

54 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 R3年1月

55 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 R3年1月

56 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 R3年1月

57 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 R3年1月

58 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 R3年1月

59 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 R3年1月

60 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 R3年1月

61 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 R3年1月

62
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

金融・保険業 https://www.ms-ins.com/ 1 R3年1月

63 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 R3年1月

64 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 R3年1月

65 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 https://goodwill-minori.com/ 1 R3年1月

66 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 R3年1月

67 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 R3年1月

68 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 R3年1月

69 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 R3年1月
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70 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 R3年1月

71 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 R3年1月

72 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 R3年1月

73 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 R3年1月

74 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 R3年1月

75 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 R3年1月

76
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 R3年1月

77 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 R3年1月

78 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 建設業 https://www.grandy.co.jp/ 10 R3年1月

79 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 https://www.nkkco.jp/ 4 R3年1月

80 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 http://www.wataraserinsan.com/ 1 R3年1月

81 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 R3年1月

82 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 https://watarase-shinrin.com/ 1 R3年1月

83
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 R3年1月

84 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 R3年1月

85 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 R3年1月

86
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 R3年1月

87
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 R3年1月

88 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 R3年1月

89 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 R3年1月

90 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 R3年1月

91 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 R3年1月

92

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 R3年1月

93 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 R3年3月

94 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 R3年3月

95 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 R3年3月

96 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 R3年3月

97 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 R3年3月

98 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 R3年3月

99 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 R3年3月

100 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 http://www.ikoma-gumi.co.jp/ 1 R3年3月

101 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 R3年3月

102 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 R3年3月

103 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 R3年3月
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104 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 R3年3月

105 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 R3年3月

106 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 R3年3月

107 学生服リサイクル襷 ガク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 R3年3月

108 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 R3年3月

109 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 R3年3月

110 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 R3年3月

111 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 R3年3月

112 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 R3年3月

113 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 R3年3月

114 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 R3年3月

115 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 R3年3月

116 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 R3年3月

117 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 R3年3月

118 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 R3年3月

119 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 R3年3月

120 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 R3年3月

121 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 R3年3月

122 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 R3年3月

123 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 R3年3月

124 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 R3年3月

125 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 R3年3月

126 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 R3年3月

127 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 R3年3月

128 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 R3年3月

129 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 R3年3月

130 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 R3年3月

131 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 R3年3月

132 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 R3年3月

133 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 R3年3月

134 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 R3年3月

135 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 R3年3月

136 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 R3年3月

137 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 R3年3月
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http://magic-work.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20107
https://ameblo.jp/tasuki-risaikuru
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20108
http://www.ooiwa-kensetsu.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20109
https://www.tochigiseiko.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20110
https://nasuden.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20111
http://www.sanshin.ne.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20112
http://www.life-lc.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20113
https://mizuki-ins.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20114
https://www.showaelc.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20115
http://www.hakko-jpn.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20116
http://www.akatuki-build.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20117
https://suzukisougou.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20118
http://www.mcs-net.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20119
http://www.r-miyuki.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20120
https://www.toei-ad.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20121
http://www.oyama-cci.or.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20122
http://kaneko-medix.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20123
http://horiden2828.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20124
http://www.aso-shokokai.net/search/94
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20125
http://www.arktech.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20126
https://www.dai-ichi-life.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20127
https://www.ko-nan.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20128
https://elrise.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20129
http://sanritsu.hp.gogo.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20130
https://www.furukawakk.co.jp/ashio/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20131
https://www.sunplastic.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20132
https://www.netztochigi.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20133
http://www.shinshosangyo.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20134
https://www.utk-tochigi.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20135
https://sunvillage-co-ltd.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20136
http://www.inoue-gp.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20137
http://www.shinkin.co.jp/tochigi
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138 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 R3年3月

139
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 R3年3月

140
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 R3年3月

141
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 R3年3月

142 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 R3年3月

143 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 R3年3月

144 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 R3年3月

145 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 R3年3月

146 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 R3年3月

147 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 R3年3月

148
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 R3年3月

149 シーデーピージャパン株式会社 シーデーピージャパン 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 R3年3月

150 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 R3年3月

151 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 R3年3月

152 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 R3年3月

153 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 R3年3月

154 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 R3年3月

155 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 R3年3月

156 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 R3年3月

157 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 R3年3月

158 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 R3年3月

159 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 R3年3月

160 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 R3年3月

161 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 R3年3月

162 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 R3年3月

163 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
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://instagram.com/team_barisuta?igshid=nbmcm1yjmtju11 R3年3月

164 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 R3年3月

165 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 R3年3月

166 株式会社アキモ アキモ 宇都宮市石井町2341 製造業 https://www.akimo.co.jp/ 1 R3年7月

166
社会福祉法人創心会

フォレストキッズ保育園

ソウシンカイ　フォレス
トキッズホイクエン

栃木市川連509-5 教育、学習支援 https://forest-kids.ed.jp/ 1 R3年7月

166 とちぎ行政書士法人 トチギギョウセイショシ
ホウジン

栃木市平柳町1-11-11
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://suzuki-gyosei-tochigi.localinfo.jp/ 2 R3年7月

169 古河産機システムズ株式会社 フルカワサンキシステム
ズ

小山市若木町一丁目23番15号 製造業 https://www.furukawa-sanki.co.jp/ 4 R3年7月

170 有限会社佐山保険事務所 サヤマホケンジムショ 栃木市湊町2-16 金融・保険業 https://www.sayamahoken.com/ 1 R3年7月

171 社会福祉法人すぎのこ会 スギノコカイ 栃木市岩舟町鷲巣302-1 医療、福祉 http://www.suginokokai.or.jp/ 17 R3年7月

http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20138
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20139
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20148
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http://www.cdpjp.com/
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https://www.araken.net/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20151
https://www.hokken.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/2/#R20152
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21001
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21002
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21004
https://www.furukawa-sanki.co.jp/
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https://www.sayamahoken.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21006
http://www.suginokokai.or.jp/
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172 株式会社小林酒店 コバヤシサケテン 鹿沼市千渡1792番地 卸売・小売業 http://www.kobayashisaketen.com/ 1 R3年7月

173 株式会社ゆうわ ユウワ 宇都宮市兵庫塚3-7-28 建設業 https://yuuwa-t.com/ 1 R3年7月

174 有限会社寺内産業 テラウチサンギョウ 栃木市岩舟町新里1309-1 製造業 http://tera-san.co.jp 1 R3年7月

175 フジカンパニー フジカンパニー 下都賀郡壬生町駅東町9-23-3
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.fujicompany.info/ 1 R3年7月

176 株式会社田中工業 タナカコウギョウ 宇都宮市簗瀬町1923-2 製造業 https://tanaka01.com 1 R3年7月

177 大坂屋運送株式会社 オオサカヤウンソウ 栃木市大平町蔵井678 運輸業 http://www.osakayaunso.co.jp/ 10 R3年7月

178
社会福祉法人藹藹会

障害者支援施設ハートフィールド

アイアイカイ　ショウガ
イシャシエンシセツハー
トフィールド

宇都宮市古賀志町1964-12 医療、福祉 https://aiaikai.or.jp/ 2 R3年7月

179 池田農園 イケダノウエン 栃木市藤岡町藤岡5747-1 農業 － 1 R3年7月

180 株式会社はやぶさ ハヤブサ 宇都宮市平塚町 334-7 建設業 https://www.hayabusa-yugu.com 1 R3年7月

181 IT Support パソコン太郎株式会社 アイティーサポートパソ
コンタロウ

鹿沼市千渡2310-17
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.pasotaro.com 1 R3年7月

182 株式会社栃木リビング新聞社 トチギリビングシンブン
シャ

宇都宮市大通り1-4-24
MSCビル４階

情報通信業 https://mrs.living.jp/tochigi 1 R3年7月

183 芳賀屋建設株式会社 ハガヤケンセツ 宇都宮市簗瀬4丁目12番28号 建設業 http://www.hagaya.com 1 R3年7月

184
社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会

さくら３Jホール児童館

カネノナルオカトモノカ
イ　サクラ

栃木市泉川町651−1 教育、学習支援 http://www.sakura-kids.jp 1 R3年7月

185
社会福祉法人鐘の鳴る丘友の会

		特別養護老人ホーム　咲くら館

カネノナルオカトモノカ
イ　サクラカン

栃木市大平町下皆川916 医療、福祉 http://www.sakura-kids.jp 1 R3年7月

186 株式会社清水保険事務所 シミズホケンジムショ 芳賀郡益子町北中891-1 金融・保険業 https://shimizu-hoken.co.jp/ 1 R3年7月

187 社会福祉法人パステル パステル 小山市乙女625-2 医療、福祉 http://fukushi-pastel.jp 22 R3年7月

188 渡辺アーステック株式会社 ワタナベアーステック 栃木市樋ノ口町64－8 建設業 http://www.watanabe-earthtech.co.jp 1 R3年7月

189 株式会社サカエ工業 サカエコウギョウ 栃木市大平町西野田614 製造業 http://www.sakae-k.co.jp 1 R3年7月

190 一般社団法人NGOあるぷ エヌジーオーアルプ 日光市土沢1768番地20
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://alp-nikko.jp 1 R3年7月

191 株式会社アルレクス アルレクス 栃木市新井町251-2 建設業 http://www.allex.jp 1 R3年7月

192 株式会社竹葉建設 チクヨウケンセツ 下野市柴1087番地 建設業 http://chikuyou.co.jp 1 R3年7月

193 高木電気商会 タカギデンキショウカイ 芳賀郡市貝町市塙1638
電気・ガス・熱供
給・水道業

－ 1 R3年7月

194 株式会社増渕組 マスブチグミ 宇都宮市簗瀬町2500-15 建設業 http://www.kmg-net.com 2 R3年7月

195 さくら学園SEI認定こども園 サクラガクエンエスイー
アイ

栃木市箱森町50-17 教育、学習支援 http://www.sakura-sei.ed.jp/ 1 R3年7月

196 有限会社柏屋旅館 カシワヤリョカン 那須塩原市塩原364 飲食店、宿泊業 https://kashiwaya-ryokan.jp 1 R3年7月

197 株式会社ビッグ・ビー ビッグビー 宇都宮市上戸祭町231-10 不動産業 https://www.big-bnet.jp/index.php 1 R3年7月

198 株式会社美工電気 ビコウデンキ 宇都宮市台新田1-14-4 建設業 http://bikodenki.com 3 R3年7月

199 株式会社小林工業 コバヤシコウギョウ 下野市石橋253 建設業 https://www.kobayashikogyo.com/ 1 R3年7月

200 友井タクシー有限会社 トモイタクシー 小山市城山町2-12-25 運輸業 http://www.tomoi.jp/ 2 R3年7月

201 株式会社阿久津建築 アクツケンチク 宇都宮市越戸三丁目3番29号 建設業 － 1 R3年7月

202 さくらタクシー有限会社 サクラタクシー さくら市喜連川3835-1 運輸業 － 1 R3年7月

203 高全工業有限会社 タカゼンコウギョウ 宇都宮市東谷町84番地6 建設業 － 1 R3年7月

204 株式会社レンタルのニッケン レンタルノニッケン 宇都宮市平出町3507-1 建設業 https://www.rental.co.jp/company/ 15 R3年7月

205 株式会社ゆーあい ユーアイ 那須塩原市あたご町1-14 金融・保険業 － 1 R3年7月

http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21007
http://www.kobayashisaketen.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21008
https://yuuwa-t.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21009
http://tera-san.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21010
https://www.fujicompany.info/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21011
https://tanaka01.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21012
http://www.osakayaunso.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21013
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21013
https://aiaikai.or.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21014
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21015
https://www.hayabusa-yugu.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21016
http://www.pasotaro.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21017
https://mrs.living.jp/tochigi
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21018
http://www.hagaya.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21019
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21019
http://www.sakura-kids.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21020
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21020
http://www.sakura-kids.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21021
https://shimizu-hoken.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21022
http://fukushi-pastel.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21023
http://www.watanabe-earthtech.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21024
http://www.sakae-k.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21025
http://alp-nikko.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21026
http://www.allex.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21027
http://chikuyou.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21028
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21029
http://www.kmg-net.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21030
http://www.sakura-sei.ed.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21031
https://kashiwaya-ryokan.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21032
https://www.big-bnet.jp/index.php
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21033
http://bikodenki.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21034
https://www.kobayashikogyo.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21035
http://www.tomoi.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21036
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21037
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21038
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21039
https://www.rental.co.jp/company/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21040
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206 株式会社アスワン アスワン 栃木市樋ノ口町字綾川東68-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.kk-aswan.co.jp 3 R3年7月

207 植木鋼材株式会社 ウエキコウザイ 宇都宮市川田町804番地 製造業 https://www.uekikohzai.co.jp 1 R3年7月

208
株式会社成和茂木事業所

希望ヶ丘カントリークラブ

セイワモテギジギョウ
ショ　キボウガオカカン
トリークラブ

芳賀郡茂木町深沢2120
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://kibougaokacc.jp 1 R3年7月

209 行政書士やまね法務事務所 ギョウセイショシヤマネ
ホウリツジムショ

小山市羽川59-6
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.office-yamane.com 1 R3年7月

210 株式会社アルシス アルシス 那須塩原市唐杉100-7 建設業 https://al-sys.jp/ 1 R3年7月

211 有限会社辰元 タツモト 栃木市万町24-3 飲食店、宿泊業 http://tatsumoto.com/ 1 R3年7月

212 カセツリース株式会社 カセツリース さくら市喜連川1175 建設業 https://www.kasetsu.co.jp/ 1 R3年7月

213 有限会社釜新 カマシン 栃木市本町17番12号 建設業 － 1 R3年7月

214 有限会社小川組 オガワグミ 芳賀郡市貝町見上326-2 建設業 － 1 R3年7月

215 有限会社関東実行センター カントウジッコウセン
ター

小山市外城157-3
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://kantou-jc.co.jp/ 1 R3年7月

216 株式会社環境テック カンキョウテック 鹿沼市西茂呂2-23-26
電気・ガス・熱供
給・水道業

http://www.kankyou-tec.jp 4 R3年7月

217 株式会社日本引越センター ニホンヒッコシセンター 宇都宮市今宮4-5-36 運輸業 http://www.torakichi.co.jp 4 R3年7月

218 株式会社大正光学 タイショウコウガク 鹿沼市深程124番地 製造業 http://www.taisyou-op.co.jp 2 R3年7月

219 栃木県集成材協業組合 トチギケンシュウセイザ
イキョウギョウクミアイ

鹿沼市磯町東川原123番地 製造業 － 1 R3年7月

220 株式会社公共用地補償研究所 コウキョウヨウチホショ
ウケンキュウジョ

宇都宮市今宮2-13-12
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.kohken.com 1 R3年7月

221 株式会社景観プランニング ケイカンプランニング 宇都宮市小幡一丁目3番16号
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.keikan-planning.com 1 R3年7月

222 株式会社ダイドードリンコサービス関東 ダイドードリンコサービ
スカントウ

下都賀郡壬生町
おもちゃのまち3-4-25

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://dydo-kanto.co.jp/ 6 R3年7月

223 株式会社雅工務店 ミヤビコウムテン 宇都宮市宝木町2-2555-5 建設業 https://miyabi-koumuten.co.jp/ 1 R3年7月

224 株式会社セキコー セキコー 佐野市高萩町702-3 不動産業 http://www.sekiko.jp 1 R3年7月

225 the Common.COFFEE ROASTERS コモンコーヒロースター
ズ

那須塩原市青木1-442 製造業 https://thecommon.handcrafted.jp 1 R3年7月

226 株式会社石井機械製作所 イシイキカイセイサク
ショ

足利市福富新町726 製造業 http://www.iks-web.co.jp 1 R3年7月

227 株式会社小林縫製工業 コバヤシサイホウコウ
ギョウ

栃木市川原田町268 製造業 https://kbhs.co.jp/ 1 R3年7月

228 日神工業株式会社 ニッシンコウギョウ 宇都宮市東塙田2丁目8号41番 建設業 https://nisshin-kogyo.co.jp/ 8 R3年7月

229 株式会社マルハ マルハ
宇都宮市東宿郷4-2-7
ﾌﾘｰﾃﾞﾝﾊｲﾑ401号

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://maruha-bm.co.jp 2 R3年7月

230 株式会社ネットコア ネットコア
宇都宮市鶴田2丁目5-24
クレインズ21　1F-A

情報通信業 https://www.netcore.co.jp 1 R3年7月

231
株式会社日本政策金融公庫

宇都宮支店

ニホンセイサクキンユウ
コウコ　ウツノミヤシテ
ン

宇都宮市二番町1番31号 金融・保険業 https://www.jfc.go.jp/ 1 R3年7月

232 株式会社鎌田スプリング カマタスプリング
栃木県鹿沼市茂呂字芝ノ内252-37
栃木県鹿沼市茂呂812-3

製造業 http://kamada-spring.com/ 3 R3年7月

233
SMBC日興証券株式会社

宇都宮支店

エスエムビーシーニッコ
ウショウケン　ウツノミ
ヤシテン

宇都宮市泉町6-20
宇都宮DIビル

金融・保険業 https://www.smbcnikko.co.jp/index.html 1 R3年7月

234 株式会社アド宣通 アドセンツウ 宇都宮市下荒針町2678-443 建設業 https://ad-sentsu.co.jp 1 R3年7月

235 株式会社ソフトシーデーシー ソフトシーデーシー 宇都宮市西2丁目2番35号 情報通信業 https://www.softcdc.co.jp 1 R3年7月

236 株式会社グレイド グレイド 小山市大字土塔229-3 建設業 https://grade-co.jp 1 R3年7月

237 古河電池株式会社　 フルカワデンチ 日光市荊沢字上原597 製造業 https://www.furukawadenchi.co.jp/ 2 R3年7月

238 株式会社K-マテリアルズラボ ケーマテリアルズラボ
宇都宮市松が峰2-3-2
USKディアパレス松が峰1301

サービス業（他に
分類されないも
の）

－ 1 R3年7月

239 宇都宮中央法律事務所 ウツノミヤチュウオウホ
ウリツジムショ

宇都宮市昭和1-7-9
宇都宮中央ビル

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://utsunomiya-law.com 1 R3年7月

41
http://www.kk-aswan.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21042
https://www.uekikohzai.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21043
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21043
http://kibougaokacc.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21044
http://www.office-yamane.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21045
https://al-sys.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21046
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21047
https://www.kasetsu.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21048
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https://kantou-jc.co.jp/
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http://www.kankyou-tec.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21052
http://www.torakichi.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21053
http://www.taisyou-op.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21054
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21055
http://www.kohken.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21056
http://www.keikan-planning.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21057
https://dydo-kanto.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21058
https://miyabi-koumuten.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21059
http://www.sekiko.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21060
https://thecommon.handcrafted.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21061
http://www.iks-web.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21062
https://kbhs.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21063
https://nisshin-kogyo.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21064
https://maruha-bm.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21065
https://www.netcore.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21066
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21066
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21067
http://kamada-spring.com/
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21071
https://grade-co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21072
https://www.furukawadenchi.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21073
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/3/#R21074
https://utsunomiya-law.com/
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240
大和リゾート株式会社

ロイヤルホテル那須

ダイワリゾート　ロイヤ
ルホテルナス

那須郡那須町高久丙4449-2
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.daiwaresort.jp/nasu/index.html 1 R3年7月

241 熊倉工務店 クマクラコウムテン 足利市山川町64-4 建設業 https://www.team-sustina.jp/member/0655562/ 1 R3年7月

242
株式会社シーボン

生産センター

シーボンセイサンセン
ター

河内郡上三川町多功2524 製造業 http://www.cbon.co.jp/ 1 R3年7月

243 日豊工業株式会社 ニッポウコウギョウ 宇都宮市若草1丁目1番6号 建設業 http://nippo-kogyo.net/ 1 R3年7月

244 コマツ栃木株式会社　 コマツトチギ 宇都宮市平出工業団地38-12 卸売・小売業 https://komatsu-tochigi.co.jp 6 R3年7月

245 両毛丸善株式会社 リョウモウマルゼン 足利市問屋町1535-12 卸売・小売業 http://www.ryomomaruzen.co.jp 25 R3年7月

246 トヨタL＆F栃木株式会社 トヨタエルアンドエフト
チギ

宇都宮市平出工業団地37-2 卸売・小売業 https://www.toyota-lft.co.jp 7 R3年7月

247 有限会社セキネ設備工業 セキネセツビコウギョウ 栃木市都賀町木347-2 建設業 http://www.sekine-setsubi.jp/ 2 R3年7月

248 株式会社パン・アキモト パンアキモト 那須塩原市東小屋295-4　 製造業 http://www.panakimoto.com/ 3 R3年7月

249 相良運輸株式会社 サガラウンユ 宇都宮市今宮4-5-36 運輸業 http://www.j-sagara.com/ 1 R3年7月

250 株式会社相馬電気工業 ソウマデンキコウギョウ 大田原市富池23-6 建設業 － 1 R3年7月

251 株式会社猪股建設 イノマタケンセツ 大田原市中野内2126 建設業 http://inomatakensetsu.co.jp 2 R3年7月

252 中央電機通信株式会社 チュウオウデンキツウシ
ン

宇都宮市中戸祭1-9-12 建設業 http://chuoudenki-tsushin.jp/ 1 R3年7月

253 株式会社舘林工業 タテバヤシコウギョウ 大田原市佐良土1164 建設業 https://tatebayashi-kogyo.com/ 1 R3年7月

254 株式会社マイスター マイスター 宇都宮市白沢町1666‐4 建設業 http://www7b.biglobe.ne.jp/~meister/index.html 1 R3年7月

255 大古精機株式会社 オオコセイキ さくら市氏家1176 製造業 http://www.precision-ooko.co.jp 1 R3年7月

256 株式会社小山製材木材 オヤマセイザイモクザイ ⼩⼭市天神町 2-7-26 製造業 http://www.oyamalumber.com/ 1 R3年7月

257 大橋総設工業株式会社 オオハシソウセツコウ
ギョウ

大田原市住吉町2丁目4番24号 建設業 http://oohashi-so-setsu.com 1 R3年7月

258 栃木県産業振興センター トチギケンサンギョウシ
ンコウセンター

宇都宮市ゆいの杜1-5-40
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.tochigi-iin.or.jp/ 1 R3年7月

259 ジャービス商事株式会社 ジャービスショウジ 宇都宮市西川田本町3丁目24番17号 建設業 http://jarbis.com 1 R3年10月

260 一般財団法人栃木県青年会館 トチギケンセイネンカイ
カン

宇都宮市駒生1－1－6
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.concere.jp/ 1 R3年10月

261
特定非営利活動法人

とちぎボランティアネットワーク

トチギボランティアネッ
トワーク

宇都宮市塙田2-5-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.tochigivnet.com/ 1 R3年10月

262 篠崎建設株式会社 シノザキケンセツ 佐野市大橋町1366番地 建設業 https://www.shino-ken.co.jp/ 1 R3年10月

263 株式会社ミツワハウステック ミツワハウステック 佐野市植野町1953-1 製造業 https://m-ht.jp/ 1 R3年10月

264 ミツワ物流株式会社 ミツワブツリュウ 佐野市伊勢山町1439-1 運送業 https://m-ht.jp/mitsuwa-butsuryu 1 R3年10月

265 株式会社大日ミツワ ダイニチミツワ 佐野市葛生東2-4-6 製造業 － 1 R3年10月

266 有限会社新葉事務所 シンヨウジムショ 足利市上渋垂246-6 金融・保険業 － 1 R3年10月

267 株式会社シトロン シトロン 足利市通2-2656-3 製造業 https://citron01.thebase.in 1 R3年10月

268 株式会社古口工業 コグチコウギョウ 河内郡上三川町大字上郷2185-7 製造業 http://www.koguchi.co.jp/ 1 R3年10月

269 遠藤食品株式会社 エンドウショクヒン 佐野市下彦間町697 製造業 https://www.endo-foods.co.jp 1 R3年10月

270 石塚工業株式会社 イシヅカコウギョウ 足利市問屋町117-5 製造業 https://ishi-pla.co.jp/ 1 R3年10月

271 株式会社デュプラス デュプラス 宇都宮市上野町6066-10 製造業 http://www.duplas.co.jp/sp/index.html 1 R3年10月

272 株式会社Dlips ドリップス 栃木市大平町新1383番地22 卸売・小売業 https://coffee-roast.net/ 1 R3年10月

273 日本生命保険相互会社　 宇都宮支社
ニホンセイメイホケンソ
ウゴカイシャウツノミヤ
シシャ

宇都宮市本町4-15
NIビル6F

金融・保険業 https://www.nissay.co.jp/ 1 R3年10月
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274 制服販売　制服買取　パスカ
セイフクハンバイ　セイ
フクカイトリ
パスカ

宇都宮市野沢町601番地12 卸売・小売業 https://pasca2010.jp 2 R3年10月

275 共立舗道 株式会社 キョウリツホドウ 佐野市小中町6番地 建設業 http://www.kyoritsu-h.co.jp/ 2 R3年10月

276 第一印刷株式会社 ダイイチインサツ 栃木市皆川城内町401 製造業 https://www.daiichi-tochigi.co.jp/ 1 R3年10月

277 セイコーＮＰＣ株式会社 セイコーエヌピーシー 那須塩原市下田野531-1 製造業 http://www.npc.co.jp/ 1 R3年10月

278 有限会社菊池建材工業 キクチケンザイコウギョ
ウ

宇都宮市宝木町2-1105-55 建設業 https://kikuchikenzai.com/ 1 R3年10月

279 株式会社マルゼン マルゼン 宇都宮市問屋町3413-51     建設業 http://www.k-maruzen.com 1 R3年10月

280 笠原産業株式会社 カサハラサンギョウ 足利市福居町819 製造業 https://www.kasa-kona.co.jp/ 1 R3年10月

281 株式会社誠真 セイマ 日光市長畑1102-1 製造業 － 1 R3年10月

282 株式会社ヌマニウコーポレーション ヌマニウコーポレーショ
ン

下野市下古山128-1 卸売・小売業 https://www.numaniu.co.jp/index.html 20 R3年10月

283 株式会社エネ創 エネソウ 宇都宮市山本1丁目23-18 卸売・小売業 http://www.enesou.com/ 1 R3年10月

284 株式会社テクノスタット工業 テクノスタットコウギョ
ウ

那須塩原市下厚崎5-381 製造業 https://www.technostat.co.jp/ 1 R3年10月

285 栗田工業株式会社 クリタコウギョウ 宇都宮市平出工業団地43-161 建設業 http://www.kurita-kk.co.jp 1 R3年10月

286 株式会社DI・SANWA　CORPORATION ディーアイサンワコーポ
レーション

那須塩原市東三島2-83-1 建設業 http://di-sanwa.com/ 1 R3年10月

287 株式会社大一不動産 ダイイチフドウサン 大田原市紫塚1丁目14-13 不動産業 https://www.e-di.com/ 5 R3年10月

288 佐藤工業株式会社 サトウコウギョウ 下都賀郡壬生町大字壬生甲2230 建設業 https://www.marumi-sato.jp 1 R3年10月

289 銅市金属工業株式会社 ドウイチキンゾクコウ
ギョウ

小山市羽川466-1 建設業 https://www.douichi.co.jp/ 1 R3年10月

290 株式会社石井機械建設 イシイキカイケンセツ 宇都宮市横山1-19-2 建設業 http://ishiikikaikensetsu.hp.gogo.jp 1 R3年10月

291 株式会社浅野 アサノ 宇都宮市白沢町551 卸売・小売業 https://asanomatsuzo.com/ 1 R3年10月

292 株式会社兼目工業 ケンモクコウギョウ 栃木市平井町866-3 建設業 https://kenmoku-ind.co.jp/ 1 R3年10月

293
ビューティーアトリエグループ

総美有限会社

ビューティーアトリエグ
ループソウビ

宇都宮市江曽島本町12-6
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.banet.jp 20 R3年10月

294
株式会社プロフェッショナルエージェントグ

ループ　プロ・ほけん

プロフェッショナルエー
ジェントグループ

宇都宮市桜1丁目1-1
さくらビル３Ｆ

金融・保険業 http://azproducts.net/pro-hoken/index.html#home 1 R3年10月

295 株式会社グリーンプロデュース グリーンプロデュース 小山市上初田愛宕前636 農業 https://www.greenproduce.co.jp 1 R3年10月

296 株式会社エスビーエル エスビーエル 小山市上初田愛宕前637 卸売・小売業 https://www.kurapiajapan.com 1 R3年10月

297 松屋製粉株式会社 マツヤセイフン 河内郡上三川町大字多功2568-5 製造業 https://www.matsuyaseifun.co.jp 1 R3年10月

298 株式会社ベジファーム ベジファーム 下都賀郡壬生町上田7-4 農業 http://www.vegefarm-organic.com/ 1 R3年10月

299 栄商事株式会社 サカエショウジ 宇都宮市元今泉7-31-11 製造業 http://www.ss-g.co.jp 2 R3年10月

300 株式会社オーエヌシー オーエヌシー 小山市東城南3-6-5
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.oncgroup.co.jp/ 1 R3年10月

301 株式会社東日本ブラインド製作所 ヒガシニホンブラインド
セイサクショ

佐野市高萩町774-1 製造業 － 1 R3年10月

302 グリーン輸送サービス株式会社 グリーンユソウサービス 佐野市黒袴町1306-2 運輸業 http://www.green-ys.com 4 R3年10月

303 株式会社ケイエムシー ケイエムシー 宇都宮市中今泉5-24-7 情報通信業 https://www.k-m-c.co.jp/ 1 R3年10月

304 i総合保険センター株式会社 アイソウゴウホケンサン
センター

栃木県栃木市小平町10-6 金融・保険業 － 1 R3年10月

305 日冷工業株式会社 ニチレイコウギョウ 栃木市大平町真弓1570 製造業 https://www.nrk-h.co.jp/index.html 1 R3年10月

306 株式会社カンセキ カンセキ 宇都宮市西川田本町3丁目1番1号 卸売・小売業 https://www.kanseki.co.jp 50 R3年10月

307 磯部建設株式会社 イソベケンセツ 日光市今市1525 建設業 https://www.isobe.co.jp 1 R3年10月
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308 那須マテリアル株式会社 ナスマテリアル 大田原市北金丸2122 製造業 https://www.nasu-material.co.jp/ 1 R3年10月

309 株式会社五光 ゴコウ 宇都宮市馬場通り1-1-9
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.goko-net.jp/ 5 R3年10月

310 朝日染色株式会社 アサヒセンショク 足利市今福町425 
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.asahisenshoku.co.jp 1 R3年10月

311 株式会社エイチ・エル・シー エイチエルシー 宇都宮市馬場通り1-1-9
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.humanlink.biz 1 R3年10月

312 有限会社ヨコタ ヨコタ 真岡市田町2205 卸売・小売業 http://www.yokota-office.co.jp/ 1 R3年10月

313
医療法人報徳会

介護老人保健施設陽南

ホウトクカイ　カイゴロ
ウジンホケンシセツヨウ
ナン

宇都宮市陽南4-6-34 医療、福祉 https://hotokukai.or.jp/younan.html 4 R3年10月

314 株式会社格和測量設計 カクワソクリョウセッケ
イ

矢板市鹿島町6番17号
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.kakuwa.jp 1 R3年10月

315 医療法人報徳会　 宇都宮病院 ホウトクカイ　ウツノミ
ヤビョウイン

宇都宮市陽南4-6-34 医療、福祉 https://hotokukai.or.jp/ 6 R3年10月

316 株式会社グリーンシステムコーポレーション グリーンシステムコーポ
レーション

宇都宮市鶴田町1435-1 卸売・小売業 https://green-system.jp/ 2 R3年10月

317 株式会社環境ラボ カンキョウラボ 佐野市宮下町7-10
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.kankyolabo.co.jp/ 1 R3年10月

318 篠﨑運送有限会社 シノザキウンソウ 宇都宮市東簗瀬1-36-11 運輸業 http://www.shinozakiunsou.co.jp/ 1 R3年10月

319 株式会社ゼニス ゼニス 那須塩原市上厚崎170番地2 製造業 http://www.zenithinc.co.jp/ 1 R3年10月

320
有限会社ヨシノツアーサービスエイジェン

シー

ヨシノツアーサービスエ
イジェンシー

真岡市荒町1078-3
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.yoshino-sakura.jp 1 R3年10月

321 川﨑運輸株式会社 カワサキウンユ 真岡市台町2855 運輸業 https://kawasaki-unso.co.jp 2 R3年10月

322 株式会社黒磯中央自動車学校 クロイソチュウオウジド
ウシャガッコウ

那須塩原市北栄町638番地2 教育、学習支援 https://www.driverschool.jp 1 R3年10月

323 栃木県中古車販売店商工組合
トチギケンチュウコシャ
ハンバイテンショウコウ
クミアイ

宇都宮市上欠町1021番地3
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.jutochigi.com/ 3 R3年10月

324 五十畑石材工業株式会社 イソハタセキザイコウ
ギョウ

栃木市岩舟町鷲巣258 製造業 https://www.ikahata.com 2 R3年10月

325 有限会社松本住建 マツモトジュウケン 栃木市大宮町1618-1 鉱業 http://m-juken.com 1 R3年10月

326 株式会社マルヤ マルヤ 佐野市若宮上町2-24 建設業 https://maruya28.com 1 R3年10月

327 株式会社グリーンウィンド グリーンウィンド 芳賀郡芳賀町大字西高橋700 卸売・小売業 https://green-wind.jp/ 1 R3年10月

328 株式会社オニックスジャパン オニックスジャパン 宇都宮市中里町677-8 製造業 http://www.onix-jpn.com 2 R3年10月

329
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

宇都宮営業所

キヤノンマーケティング
ジャパン　ウツノミヤエ
イギョウショ

宇都宮市東宿郷2-2-1
ビッグ・ビースクエア

卸売・小売業 https://cweb.canon.jp/ 1 R3年10月

330 株式会社リアンコーポレーション リアンコーポレーション 宇都宮市西原町195-2 建設業 https://www.lien-co.jp/ 2 R3年10月

331 日光商工会議所 ニッコウショウコウカイ
ギショ

日光市平ケ崎200番地1
公務、分類不能な
産業

https://nikkocci.or.jp/ 1 R3年10月

332 宇都宮商工会議所 ウツノミヤショウコウカ
イギショ

宇都宮市中央3-1-4
公務、分類不能な
産業

https://www.u-cci.or.jp/ 1 R3年10月

333
株式会社建設調査コンサルタント

宇都宮営業所

ケンセツチョウサコンサ
ルタント　ウツノミヤエ
イギョウショ

宇都宮市問屋町3426-54
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.kcc-si.com/ 1 R3年10月

334 九峰工業株式会社 キュウホウコウギョウ 那須塩原市豊町3-12 建設業 http://www.kyuhou.com 1 R3年10月

335 鹿沼商工会議所 カヌマショウコウカイギ
ショ

鹿沼市睦町287-16
公務、分類不能な
産業

http://www.kanumacci.org/ 1 R3年10月

336 空禅～Ku-zen クウゼン 栃木市冨士見町1-17 卸売・小売業 － 1 R3年10月

337 株式会社ホンダ四輪販売北関東 ホンダヨンリンハンバイ
キタカントウ

宇都宮市鶴田3-13-10 卸売・小売業 https://www.honda4-kitakanto.com/ 11 R3年10月

338 ケーブルテレビ株式会社 ケーブルテレビ 栃木市樋ノ口町43-5 情報通信業 https://www.cc9.jp 1 R3年10月

339 さくらや宇都宮店 サクラヤウツノミヤテン 宇都宮市東今泉2−3−5 卸売・小売業 https://www.seifuku-sakuraya.com/ 1 R3年10月

340 林工業所株式会社 ハヤシコウギョウショ 那須郡那須町大字寺子乙1992-29 運輸業 http://www.nasu-hayashi.com/ 1 R4年1月

341 宇都宮防災株式会社 ウツノミヤボウサイ 宇都宮市横田新町8-7 建設業 https://www.utsunomiya-bousai.co.jp 1 R4年1月

http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21143
https://www.nasu-material.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21144
https://www.goko-net.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21145
http://www.asahisenshoku.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21146
https://www.humanlink.biz/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21147
http://www.yokota-office.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21148
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21148
https://hotokukai.or.jp/younan.html
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21149
http://www.kakuwa.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21150
https://hotokukai.or.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21151
https://green-system.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21152
https://www.kankyolabo.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21153
http://www.shinozakiunsou.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21154
http://www.zenithinc.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21155
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21155
http://www.yoshino-sakura.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21156
https://kawasaki-unso.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21157
https://www.driverschool.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21158
https://www.jutochigi.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21159
https://www.ikahata.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21160
http://m-juken.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21161
https://maruya28.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21162
https://green-wind.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21163
http://www.onix-jpn.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21164
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21164
https://cweb.canon.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21165
https://www.lien-co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21166
https://nikkocci.or.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21167
https://www.u-cci.or.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21168
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21168
https://www.kcc-si.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21169
http://www.kyuhou.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21170
http://www.kanumacci.org/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21171
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21172
https://www.honda4-kitakanto.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21173
https://www.cc9.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/4/#R21174
https://www.seifuku-sakuraya.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21175
http://www.nasu-hayashi.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21176
https://www.utsunomiya-bousai.co.jp/
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342 株式会社長嶋組 ナガシマグミ 宇都宮市上小倉町1390 建設業 － 1 R4年1月

343 大和リース株式会社 宇都宮支店 ダイワリース　ウツノミ
ヤシテン

宇都宮市下栗町1570-1 建設業 https://www.daiwalease.co.jp/ 1 R4年1月

344 株式会社日本栄養給食協会 ニホンエイヨウキュウ
ショクキョウカイ

宇都宮市下岡本町4105
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://nekk.co.jp/ 1 R4年1月

345 株式会社シカノ電装 シカノデンソウ 那須塩原市下厚崎5-378 製造業 https://shikanodenso.wixsite.com/shikanodenso 1 R4年1月

346 株式会社東部興業 トウブコウギョウ 河内郡上三川町大字東蓼沼156 建設業 https://tobukogyo.jp 1 R4年1月

347 株式会社セレクティ　北関東営業所 セレクティ　キタカント
ウエイギョウショ

宇都宮市大通り1-4-24
MSCビル8階

情報通信業 https://selecty-hd.co.jp/ 1 R4年1月

348 鹿沼木工団地協同組合 カヌマモッコウダンチ
キョウドウクミアイ

鹿沼市茂呂2611-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.kmk-net.com 1 R4年1月

349 前田電設株式会社 マエダデンセツ 那須塩原市末広町64-42 建設業 https://www.maeden.jp/ 1 R4年1月

350 三好砿業株式会社 ミヨシコウギョウ 佐野市戸室町989   建設業 https://www.miyoshikogyo.jp 1 R4年1月

351 株式会社和氣ふぁーむ ワキファーム 塩谷郡塩谷町大字泉342 農業 http://wakifarm.co.jp/ 1 R4年1月

352 エムエスウッド株式会社 エムエスウッド 佐野市植上町1653-4 製造業 https://m-ht.jp/ 1 R4年1月

353 有限会社阿久津左官店 アクツサカンテン 那須塩原市三区町594-18 建設業 https://www.a-sakan.com 1 R4年1月

354 株式会社タヌマ技研 タヌマギケン 佐野市下彦間町324番地26 製造業 http://www.tanumagiken.co.jp/ 1 R4年1月

355 光洋建設株式会社 コウヨウケンセツ 小山市大字喜沢689 建設業 http://www.koyokensetu.co.jp 2 R4年1月

356 株式会社深井製作所 フカイセイサクショ 足利市大月町465-3 製造業 https://www.fukai.co.jp/ 2 R4年1月

357 栃木県北通運株式会社 トチギケンポクツウウン 那須塩原市三区町650-1 運輸業 https://www.tn-exp.co.jp/ 6 R4年1月

358 日昌測量設計株式会社 ニッショウソクリョウ
セッケイ

宇都宮市野沢町472-19
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://nisshou2400.jp 6 R4年1月

359 株式会社アティク アティク 佐野市庚申塚町4701-1 建設業 http://www.attic2x4.com 1 R4年1月

360 道の駅たかねざわ　元気あっぷむら ミチノエキタカネザワ
ゲンキアップムラ

塩谷郡高根沢町上柏崎588-1 飲食店、宿泊業 https://www.genkiupmura.com/ 1 R4年1月

361 株式会社ヤイタ工業 ヤイタコウギョウ 塩谷郡塩谷町大字熊ノ木1356 製造業 － 1 R4年1月

362 栃木ダイハツ販売株式会社 トチギダイハツハンバイ 宇都宮市上横田町755-2 卸売・小売業 http://www.tochigi-daihatsu.co.jp 24 R4年1月

363 株式会社小沼製作所 コヌマセイサクショ 大田原市南金丸1849 製造業 https://onuma-factory.com 1 R4年1月

364
株式会社ジュンアンドロペ・エンターテイメ

ント　ジュンクラシックカントリークラブ

ジュンアンドロペエン
ターテイメント　ジュン
クラシックカントリーク
ラブ

那須郡那珂川町片平914
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.junclassic.com 1 R4年1月

365 両毛ヤクルト販売株式会社 リョウモウヤクルトハン
バイ

足利市花園町25番地 卸売・小売業 https://www.ryomoyakult.co.jp 1 R4年1月

366 佐藤建設工業株式会社 サトウケンセツコウギョ
ウ

さくら市押上1065 建設業 https://satoken1977.com/ 1 R4年1月

367 株式会社　エルシーアール エルシーアール
宇都宮市鶴田町351-7
ラポール館　２F

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://lcr.jp/ 1 R4年1月

368
株式会社ジュンアンドロペ・エンターテイメ

ント　ロペ倶楽部

ジュンアンドロペエン
ターテイメント　ロペク
ラブ

塩谷郡塩谷町大久保1859-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.ropeclub.com 1 R4年1月

369 株式会社馬場商店 ババショウテン 河内郡上三川町大字上三川4944 卸売・小売業
https://eneos-

ss.com/search/ss/pc/detail.php?SCODE=410017
1 R4年1月

370 株式会社カナメ カナメ 宇都宮市平出工業団地38-52 建設業 http://www.caname.net/ 5 R4年1月

371 ジェーピーエス製薬株式会社　栃木工場 ジェーピーエスセイヤク
トチギコウジョウ

芳賀郡芳賀町芳賀台196-1 製造業 http://www.jps-pharm.com 1 R4年1月

372 保坂工務店株式会社 ホサカコウムテン 下野市谷地賀859 建設業 － 2 R4年1月

373 稲葉建設株式会社 イナバケンセツ 下都賀郡壬生町中央町17-25 建設業 https://inaken.net 1 R4年1月

374 株式会社ファニー ファニー 足利市問屋町1177-11 卸売・小売業 http://www.fanny-lace.co.jp 1 R4年1月

375 セルシオール株式会社 セルシオール 那須塩原市黒磯幸町6番7号 建設業 https://celsiall.com/ 1 R4年1月

http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21177
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21178
https://www.daiwalease.co.jp/
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21186
http://wakifarm.co.jp/
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http://www.tanumagiken.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21190
http://www.koyokensetu.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21191
https://www.fukai.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21192
https://www.tn-exp.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21193
https://nisshou2400.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21194
http://www.attic2x4.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21195
https://www.genkiupmura.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21196
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21197
http://www.tochigi-daihatsu.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21198
https://onuma-factory.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21199
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21199
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http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21200
https://www.ryomoyakult.co.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21201
https://satoken1977.com/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21202
https://lcr.jp/
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21203
http://www.tochigi-iin.or.jp/index/15/2/5/#R21203
https://www.ropeclub.com/
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376 藤和コンクリート圧送株式会社 トウワコンクリートアッ
ソウ

宇都宮市平出工業団地43番地 87 建設業 https://www.towa-cp.co.jp/ 1 R4年1月

377 株式会社日本校正社 ニホンコウセイシャ 小山市東間々田3-2-40 
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.nihonkouseisha.co.jp 1 R4年1月

378 株式会社ウスイ産業 ウスイサンギョウ 宇都宮市北若松原2-11-7
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.usui-industry.jp/ 2 R4年1月

379 オーエスワンコミット株式会社 オーエスワンコミット 宇都宮市雀の宮2-12-4
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://os1-commit.jp/ 1 R4年1月

380 株式会社都市開発コンサルタント トシカイハツコンサルタ
ント

宇都宮市上戸祭町520-8
サービス業（他に
分類されないも
の）

www.urc-tochigi.jp 1 R4年1月

381 医療法人報徳会報徳看護専門学校 ホウトクカイ　ホウトク
カンゴセンモンガッコウ

宇都宮市上横田町1302-12 教育、学習支援 http://www.houtoku.ac.jp/ 1 R4年1月

382 株式会社荻野機械製作所 オギノキカイセイサク
ショ

足利市中川町3535 番地 製造業 http://kk-ogino.co.jp 1 R4年1月

383 株式会社テラクリエーション テラクリエーション 宇都宮市上欠町1287-195 情報通信業 www.terra-creation.co.jp 1 R4年1月

384 栃木県信用保証協会 トチギケンシンヨウホ
ショウキョウカイ

宇都宮市中央３－１－４3-1-4 金融・保険業 https://www.cgc-tochigi.or.jp/ 2 R4年1月

385 マニー株式会社 マニー 宇都宮市清原工場団地8-3 製造業 http://www.mani.co.jp/ 2 R4年1月

386 関東マルワ産業株式会社 カントウマルワサンギョ
ウ

宇都宮市平出工業団地38-38
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.kanmaru.co.jp 1 R4年1月

387 おうるび オウルビ 栃木市嘉右衛門町9-18 
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://owlbe.jp/ 1 R4年1月

388 有限会社本郷精巧 ホンゴウセイコウ 佐野市赤坂町949-9 製造業 http://www.hongoseiko.com/ 2 R4年1月

389 那須製紙株式会社 ナスセイシ 那須塩原市一区町200 製造業 URL:http://www.nasupaper.jp/ 1 R4年1月

390 株式会社菊地組 キクチグミ 宇都宮市平出工業団地４５―２ 建設業 https://k-group.co.jp 2 R4年1月

391 パナプラス株式会社 パナプラス 栃木市大久保町230 農業 https://pana-toma.jp 1 R4年1月

392 渡辺産業株式会社 ワタナベサンギョウ 日光市町谷１８０２番地
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.watanabesangyou.jp 1 R4年1月

393 特定非営利活動法人SDGsJAPAN-TOCHIGI
エスディージーズジャ
パントチギ

宇都宮市 西川田町 1065-19
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.sdgsjapan2030.com 1 R4年1月

394 株式会社興建 コウケン 宇都宮市陽東4-19-11 建設業 https://www.kohken-c.co.jp 1 R4年1月

395 協永堂印刷㈱栃木事業所
キョウエイドウインサ
ツトチギジギョウショ

芳賀郡芳賀町芳賀台45
サービス業（他に
分類されないも
の）

1 R4年1月

396 昇友物産有限会社 ショウユウブッサン 栃木県小山市大字大川島408 卸売・小売業 https://nikko-castella.jp/ 7 R4年3月

397 株式会社いちごの里ファーム イチゴノサトファーム 栃木県小山市大字大川島408 農業 https://www.itigo.co.jp/ 11 R4年3月

398 株式会社トーカイ・エム トーカイエム 栃木県宇都宮市瑞穂3-7-8 製造業 http://www.tokai-m.co.jp 3 R4年3月

399 フジ測量設計株式会社
フジソクリョウセッケ
イ

栃木県宇都宮市駒生町1623-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

- 1 R4年3月

400 鈴木建設株式会社 スズキケンセツ 那須郡那珂川町富山178 建設業 https://suzuki-const.co.jp/ 1 R4年3月

401
浅沼経営センターグループ

株式会社プロス

アサヌマケイエイセン
ターグループ　プロス

⾜利市本城2-1901-8
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.shiki21.com/ 1 R4年3月

402 ホテイヤトーヨー住器株式会社
ホテイヤトーヨージュ
ウキ

栃木県真岡市荒町2－15－2 卸売・小売業
https://www.lixil-madolier.jp/5000160/

https://hoteiya-toyo.jp
4 R4年3月

403
株式会社廣野鐵工所

宇都宮工場

ヒロノテッコウショウ
ツノミヤコウジョウ

宇都宮市平出工業団地24番地の１ 製造業 https://hirono-iwc.co.jp/ 1 R4年3月

404 有限会社久保九十九組 クボツクモグミ 真岡市田町1624-1 建設業 http://www.tsukumo99g.co.jp 1 R4年3月

405 岩村建設株式会社 イワムラケンセツ 宇都宮市御幸本町4736-21 建設業 https://www.iwamura-net.com/ 1 R4年3月

406 株式会社Vari ヴェアリ
宇都宮市鶴田２丁目5-24
クレインズ21　301号室

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.vari-ous.com/ 1 R4年3月

407 有限会社大森組 オオモリグミ 真岡市青田62 建設業 https://ohmorigumi.co.jp 1 R4年3月

408 株式会社UI志援コンサルティング
シエンコンサルティン
グ

那須塩原市石林317-9
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://uicuic.com/ 1 R4年3月

409 亀田産業株式会社 カメダサンギョウ 宇都宮市川田町432 製造業 https://www.kamedasangyo.co.jp/ 1 R4年3月
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410 カワサキトーヨー住器株式会社
カワサキトーヨージュ
ウキ

那須郡那珂川町小川197-1 卸売・小売業 kawasaki@kawasaki-madolier.co.jp 1 R4年3月

411 株式会社日榮 ニチエイ 那須塩原市共墾社1丁目2番21号
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://nichiei-eco.com/ 1 R4年3月

412 株式会社トチセン トチセン 足利市福居町1143 建設業 http://www.tochisen.co.jp 1 R4年3月

413 有限会社小堀材木店 コボリザイモクテン 宇都宮市宝木本町1166-2 卸売・小売業 https://kobori-timber.com 1 R4年3月

414 有限会社ケイズ・システム ケイズシステム 宇都宮市宝木本町1166-2 卸売・小売業
https://www.lixil-

reform.net/scripts/usr/shop_detail.asp?P=924323
1 R4年3月

415 大平トーヨー住器株式会社
オオヒラトーヨージュ
ウキ

栃木市大平町西野田21-1 卸売・小売業 www.lixil-madolier.jp/5000368/ 3 R4年3月

416 泉鋼管株式会社 イズミコウカン 那須塩原市四区町1532-1 製造業 http://www.izumikokan.co.jp 3 R4年3月

417 株式会社滝田 タキタ 栃木市大平町西野田1-22 卸売・小売業 www.takita.co.jp 1 R4年3月

418 株式会社フケタ都市開発 フケタトシカイハツ 宇都宮市みどり野町16番4号
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www.fuketatoshi.com/ 2 R4年3月

419 福田土木造園株式会社 フクダドボクゾウエン 宇都宮市下戸祭1-8-13 建設業 http://f-dobokuzouen.ftw.jp/ 1 R4年3月

420 株式会社ソウイング ソウイング 小山市犬塚8-9-1 運輸業 http://so-ing.com 2 R4年3月

421 株式会社テイ・アイ・シイ テイ・アイ・シイ 宇都宮市陽東８－１２－１０
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.net-tic.co.jp/company 2 R4年3月

422 株式会社スズキプレシオン スズキプレシオン 鹿沼市野尻113番地2 製造業 http://www.precion.co.jp 1 R4年3月

423 茂木トーヨー住器株式会社 モテギトーヨージュウ
キ

芳賀郡茂木町塩田418-1 卸売・小売業 http://motegi-toyojuki.co.jp/ 2 R4年3月

424 株式会社相良 サガラ 宇都宮市今宮4-5-36
サービス業（他に
分類されないも
の）

fumihiro.n@kaigo-sagara.jp 4 R4年3月

425 株式会社アクティチャレンジ アクティチャレンジ 宇都宮市西川田6－6－21 運輸業 http://www.acty-challenge.com/transport.html 3 R4年3月

426 株式会社シェフコ 宇都宮工場 シェフコ 鹿沼市深程字東山990-33 製造業 https://www.shefco.co.jp/ 3 R4年3月

427 株式会社マスタックス マスタックス 足利市鹿島町33番地1 不動産業 https://mastax-corp.jp 1 R4年3月

428 日総建株式会社 ニッソウケン 佐野市堀米町613 建設業 https://www.rinjirou-nb.com 1 R4年3月

429 株式会社八洋フーズ　　 宇都宮営業所 ハチヨウフーズ　ウツ
ノミヤエイギョウショ

下野市下古山2947-1 卸売・小売業 http://www.hachiyoh.co.jp/ 1 R4年3月

430 鹿野建設株式会社 シカノケンセツ 宇都宮市岩本町296-2 建設業 http://www.shikano-k.com 1 R4年3月

431 岡トーヨー住器有限会社 オカトーヨージュウキ 佐野市田沼町332-1 卸売・小売業 https://www.lixil-madolier.jp/5000344/ 1 R4年3月

432 株式会社マテハンソフト マテハンソフト 宇都宮市問屋町3172-78 情報通信業 https://www.matehan.co.jp/ 1 R4年3月

433 株式会社多田電工 タダデンコウ 下野市石橋284
電気・ガス・熱供
給・水道業

http://www.tadadenko.co.jp 2 R4年3月

434 有限会社青柳製作所 アオヤギセイサクショ 日光市大室2048番地1 製造業 https://www.aoyagi-ss.jp/ 2 R4年3月

435 晃洋設計測量株式会社 コウヨウセッケイソク
リョウ

足利市山川町656-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://home.koyosvpl.co.jp 7 R4年3月

436 東京計器株式会社 那須工場 トウキョウケイキナス
コウジョウ

那須町大字高久甲3-1 製造業 https://www.tokyokeiki.jp/ 1 R4年3月

437 東京計器株式会社 矢板工場 トウキョウケイキヤイ
タコウジョウ

矢板市東町333-4 製造業 https://www.tokyokeiki.jp/ 1 R4年3月

438 東京計器株式会社 佐野工場 トウキョウケイキサノ
コウジョウ

佐野市栄町1-1 製造業 https://www.tokyokeiki.jp/ 1 R4年3月

439 有限会社旅の宿丸京 タビノヤドマルキョウ 日光市鬼怒川温泉大原1388-3 飲食店、宿泊業 https://www.marukyoo.com/ 1 R4年3月

440 株式会社渡辺冷機 ワタナベレイキ 宇都宮市今泉新町271 建設業 https://w-reiki.jp 1 R4年3月

441 トーコー産業株式会社 トーコーサンギョウ 那須塩原市三区町659-39 卸売・小売業 https://www.lixil-madolier.jp/5000261/ 1 R4年3月

442 株式会社栃木ブレックス トチギブレックス 宇都宮市駒生2-10-28
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.utsunomiyabrex.com/ 1 R4年3月

443 株式会社ベルモール ベルモール 宇都宮市陽東6丁目2-1 不動産業 www.bellmall.co.jp 1 R4年3月
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444 株式会社ファーマーズフォレスト 宇都宮市新里町丙254
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.farmersforest.co.jp/ 1 R4年3月

445
日本ビルコン株式会社

宇都宮サービスセンター
宇都宮市問屋町3172-21

サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.nipponbuilcon.co.jp/ 1 R4年3月

446 株式会社セブンハンドレッド さくら市早乙女2370
サービス業（他に
分類されないも
の）

www.700c.jp 1 R4年3月

447 小平興業株式会社 宇都宮市西川田町1164 建設業 https://www.kodaira-k.com/ 1 R4年3月

448 宇都宮ヤマイチ株式会社 宇都宮市下戸祭1-9-5 建設業 http://www.utsunomiya-yamaichi.co.jp/ 1 R4年3月

449 協和測量設計株式会社 宇都宮市戸祭町3018-6 
サービス業（他に
分類されないも
の）

http://www1.ttcn.ne.jp/kyowa/ 5 R4年3月

450
那須八溝物産株式会社

南平台温泉ホテル

ナスヤミゾブッサン
ナンペイダイオンセン
ホテル

那須郡那珂川町小口1342 飲食店、宿泊業 https://www.nanpeidai-onsen.co.jp 1 R4年3月

451
那須八溝物産株式会社

那須小川ゴルフクラブ

ナスヤミゾブッサン
ナスオガワゴルフクラ
ブ

那須郡那珂川町三輪1283
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://www.nasuogawagc.co.jp/ 1 R4年3月

452 一般社団法人nasu lab. ナスラブ 那須郡那須町寺子乙1240-1
サービス業（他に
分類されないも
の）

https://nasumo.jp/ 1 R4年3月
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