
認定年度 名称 事業者HP

IST経営コンサルティング ー

BCP実践サポート https://www.bcpsapo.com/

有限会社静岡木工 http://shizuokamokko.com

キウチ商工株式会社 ー

有限会社岩田自動車板金工業 http://www.iwata-bankin.com/

株式会社高柳製茶 http://www.makinohara-cha.com

有限会社岩倉溶接工業所 http://www.iwakura-weld.jp

株式会社ウエストトラスト・ライフサポート https://www.ls.west-trust.co.jp/

村兼水産株式会社 https://www.murakane.net

有限会社甲新クレーン http://www17.plala.or.jp/test-weight/

ウォーマー株式会社 http://www.warmer.co.jp/

株式会社くるくる ー

株式会社たつみ電機製作所 http://tatumi-el.jp/

株式会社アラハタフードマシン http://www.arahata.co.jp

矢田部木工 ー

静岡ローストシステム株式会社 ー

スルガ産業株式会社 ー

株式会社寺田製作所 http://www.web-terada.jp/

掛川中央茶業株式会社 ー

杉本製茶株式会社 ー

株式会社シーエス技研 https://csgiken.co.jp/

有限会社鈴宏鉄工所 ー

新日本設計株式会社 http://www.akaruimirai.co.jp/

西川鉄工株式会社 http://nishikawa-tk.co.jp/

新居精機株式会社 http://www.ask-shisaku.co.jp/

大建産業株式会社 http://www.tokai.or.jp/daiken

黒七肥料農材株式会社 ー

UCHIDA System Management　有限会社 http://uchidasystemmanagement.jp

株式会社大穂工業 http://www.ohokogyo.com

有限会社日新木型工業 ー

川崎機械製造株式会社 https://www.kawasaki-ind.co.jp/

藤本工業株式会社 http://www.fujimoto-deburring.co.jp/

株式会社田子の月 http://www.tagonotsuki.co.jp

有限会社藤本鉄工所 ー

株式会社かねはち茶園 http://www.kane8.jp

そら動物病院 https://www.sora-animal.com/

カネキチ森島園製茶工場 kanekichi-morishima.com

株式会社デュオ https://www.duo-inc.co.jp/

株式会社ホーエイ http://www.kk-hoei.jp/

尾崎歯科医院 hhttps://www.ozakishika.com

株式会社増田鉄工所 http://www.masutetu.co.jp

中原精密株式会社 http://www.nprec.com/

株式会社プラポート http://www.plaport.co.jp/

株式会社ムラマツ https://www.kk-muramatsu.com/

有限会社橋本印刷所 https://www.h-print.jp/

株式会社N-proto http://www.n-proto.com/

有限会社青山製作所 http://aoyama-ss.com/company

丸石株式会社 http://www.maruishi.org/

児玉紙器株式会社 ー

株式会社チューセイ ー

e-経営推進室（個人事業） ー

イノベーティブ・デザイン&テクノロジー株式会社 http://www.innovative-dt.com

株式会社オギ http://www.ogi-tech.co.jp/

有限会社日坂第一製茶工場 ー

株式会社マエダアソシエイツ ー

株式会社LaLaカレー・ジャパン http://lalacurry.com/

有限会社アズマ http://azuma2179.com/
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株式会社鈴木農園 http://www.15suzuki.com/

フルカワクリエイト株式会社 http://furukawa-create.com/

株式会社オンデマンド研究所 http://www.ondemand-lab.co.jp/

杉本機工有限会社 ー

有限会社静岡フスマ商会 http://www.shizuokafusuma.co.jp/

小笠原加工株式会社 http://www.ogasawara-kk.jp

株式会社TODATEC http://www.todatec.jp/

有限会社山精水産 http://www.yamasei-s.jp/

株式会社ｉＳＥＥＤ https://i-seed.co.jp

三共食品株式会社 http://sankyo-retort.co.jp

有限会社中部抜型工業 ー

株式会社和泉 ー

瀬尾製作所株式会社 http://seo.minim.ne.jp/kaisya-annai.html

株式会社静岡図工社 ー

株式会社丸紅 https://marubeni-tea.com

株式会社マックス富士 http://maksfuji.co.jp/

株式会社スギエピプロ https://www.pipro.org/

有限会社白鷲製作所 http://shirawashi.co.jp/

株式会社ワイズ ー

株式会社みとも ー

株式会社前田商店 http://www.maeda-gom.com

片山衣料株式会社 https://www.katayamairyou.com/

金城機工株式会社 http://www.kinjokikoo.co.jp/

リリーズ株式会社 http://www.lily-s.co.jp/

エルム食品株式会社 ー

矢田歯科医院 http://yatashika.pr-pro.jp/

株式会社ブルーニングハーツ ー

株式会社スグロ鉄工 http://www.suguro.co.jp/

株式会社トーマン・トイズ http://tomantoys.co.jp/

みなり接骨院 https://minari-seikotsuin.com/

株式会社青木興業 https://aoki-kogyo.jp

株式会社ミツムロ http://www.mi1666.co.jp/

有限会社伸明工業 ー

株式会社辻村 http://www.tsujimuranet.co.jp/

三成木業 ー

有限会社遠藤製作所 ー

ヒューマンライト経営相談事務所 ー

株式会社ヤマグチ機械 http://www2.tokai.or.jp/yama-k/

田中板金 ー

株式会社アイ・ケイ ー

株式会社宮地興業所 ー

井上機工株式会社 http://www.inouekiko.co.jp/

有限会社タクミ工業 https://itp.ne.jp/info/238299576200000899/

株式会社玉澤 http://www.tamazawa029.co.jp

港包装株式会社 ー

グローバルブリッジ ー

サーモ包装株式会社 www.thermopack.co.jp

株式会社USメック http://www.us-mec.com

有限会社オオブ製作所 ー

琴水 https:kinsui.jp/

増田瓦工事店 ー

有限会社五平 http://shimada-gohei.jp/

株式会社じゅんちゃんファーム ー

大佑工業株式会社 https://daiyu-kk.jp/

株式会社アメリオ http://www.amelio.co.jp/

宇津山製茶株式会社 https://utsuyama.net/

株式会社ツバサ工業 ー

山田歯科クリニック http://www.hamamatsu-yamadadc.com/

アポロ電気株式会社 ー

株式会社マルマコーポレーション http://maruma-s.com

株式会社大井川友成 ー
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中部印刷株式会社 http://www.chu-bu.co.jp/

日承工業株式会社 ー

鹿島木材株式会社 ー

有限会社松崎造花店 http://matsuzaki-zoukaten.com/

株式会社関道建設 http://www.sekidokensetu.co.jp/

有限会社石橋製作所 ー

株式会社石舟庵 http://www.sekishuan.co.jp/

有限会社ファイバー浜松 http://fbhamamatsu.jp

株式会社アクメックス工業 ー

株式会社ガーデンプラン季風庭 http://www.suzuki-zouen.jp/

有限会社金井鉄工所 https://kanai-co.com

有限会社甲賀帯鋸加工所 ー

カクト製茶株式会社 ー

有限会社みずの加工 ー

シャカテキスタイル株式会社 ー

株式会社大伸シプレ http://www.taishin-spl.co.jp/

井口板金 ー

館山寺興業株式会社 http://www.kaikatei.com/

株式会社富士セラミックス http://www.fujicera.co.jp/

有限会社ぬしや仏具店 http://www.nushiya.net/

和田工業有限会社 ー

株式会社資産対策研究所 ー

株式会社トミーパッケージ ー

株式会社デザインスタジオフェニックス http://www.phoenixdesign.jp/

株式会社タツミ製作所 tatumi.co.jp

株式会社にいや ー

株式会社望月庭園 ー

株式会社サトウ商会 http://www.satou-corp.jp/

石田歯科医院 ー

株式会社内田建設 http://uchida-const.com/index.php

有限会社秋山製作所 ー

patisserie  miel ー

MOTOデンタルクリニック ー

株式会社セイショー http://www.seisho-kagaku.co.jp

富士共和製紙株式会社 http://www.fujikyowa.co.jp/

増田工業株式会社 http://www.masudakogyo.jp/

株式会社富士根産業 http://www.fujine.com

株式会社エス・ティー・ケー製作所 http://www.stk-s.co.jp

株式会社エヌ・ケー ー

株式会社三光ダイカスト工業所 http://diecasty.com/ja/

有限会社田中木工所 ー

丸善工業株式会社 https://maruzenkogyo.co.jp/

上總屋商事株式会社 ー

株式会社ヨーゼン ー

有限会社松葉屋 http://www.becfin.co.jp/

壽交易株式会社 http://kotobuki2010.wixsite.com/web-site

株式会社川口化成 http://www.kk-kawaguchi.co.jp

カナエ工業株式会社 ー

合同会社セピアグラス https://sepiaglasses.amebaownd.com/

有限会社伊澤熔接 ー

株式会社東平商会 https://www.tohey.co.jp/

有限会社神谷工業 ー

株式会社大須賀製作所 https://osuka-seisakusyo.co.jp/

税理士法人Aアンドアソシエイツ aandassociates.jimdofree.com

櫻井敏明税理士事務所 http://www.tkcnf.com/sakurai/pc/

有限会社カンサ―精機 ー

川﨑工業株式会社 http://www.kawasaki-ind.co.jp

株式会社セデコ cedeco.co.jp

株式会社中部営繕センター www.cec-group.co.jp

有限会社池ちゃん家・ドリームケア http://ikechanchi.jp/

サンエムパッケージ株式会社 http://www.san-m.co.jp/
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株式会社袋井運輸 http://www.fcco.jp

株式会社さんふらわー https://www.sunflower-energy.com/

株式会社山佐食品 http://yamasa.dreamblog.jp/

ＹＡＭＡビジネスコンサルティング ー

ワラシナ工業株式会社 http://www.warashinakogyo.com

大鐘測量設計株式会社 http://www.ogane.co.jp/

西光エンジニアリング株式会社 http://www.seikoeng.jp

サカイ産業株式会社 http://www.sakai-grp.co.jp/

株式会社高部鉄工所 ー

磐田さぎさか工業団地協同組合 http://www.iwata-sagisaka.jp

ノマド・ヒーロー ー

有限会社アップエージェント https://up-agt.jp/

株式会社吉野エージェンシー https://www.yoshinoag.co.jp

株式会社鈴木木工 ー

株式会社山静 http://www.yamasei-p.co.jp/

株式会社ホンダカーズ駿河 ー

有限会社コバヤシ建築 https://www.kobayashi-kenchiku.net

カナエ総業株式会社 ー

サカイ・コンポジット株式会社 http://www.sakai-grp.co.jp/

株式会社河村工業所 http://www.kawamura-ind.co.jp

株式会社コプレック http://www.coprec.co.jp

大河原建設株式会社 https://ohkawara.co.jp

有限会社オーケープレス ー

有限会社アキノ http://akino-web.com

ＲＳ経営コンサルティング http://www.rsk-consulting.jp

株式会社伊藤製作所 http://www.itou.co.jp/

第一自動車工業株式会社 http://daiichijikou.com

東平産業株式会社 https://www.tohei-sangyo.jp

芝原工業株式会社 http://shibahara.co.jp/

三丸機械工業株式会社 https://sanmaru-m.co.jp

村松電機株式会社 http://md-fuji.server-shared.com/

長泉パーカライジング株式会社 http://www.npk-japan.com/

夏目電気工業株式会社 https://ssl01.beat-fx.com/natsumetech.net/

有限会社後藤超硬 ー

大興金属株式会社 http://taikokinzoku.co.jp

有限会社兼子鉄工所 https://www.kaneko-tk.co.jp/

株式会社アイドラッグ http://www.aidrug.jp

永田塗装株式会社 ー

株式会社ＥＳ ー

有限会社いさごや http://logodora.jp/

株式会社コスモワールド ー

株式会社ブローチ研削工業所 http://www.bkk-hamamatsu.co.jp/

第一商事株式会社 https://dai1shoji.co.jp/

手塚産業株式会社 ー

株式会社ソマウッド http://soma-wood.jp/

株式会社ベルクス http://www.welx.co.jp

ＮＮＰ電子株式会社 http://www.nnp-denshi.co.jp/

株式会社共栄製作所 http://www.kyouei.com/

株式会社浜名ワークス http://www.hamana-works.co.jp

有限会社鳥居運輸 http://www.toriiunyu-new.com/

有限会社浜幸機工 ー

有限会社大野工業 ー

石田缶詰株式会社 http://www.ishida-can.com

桜井資源株式会社 http://www.sakurai-shigen.com

合同会社静岡保険パートナーズ ー

遠州熱研有限会社 http://www.e-nekken.com

株式会社ミヤキ http://www.kashima-coat.com

株式会社エス・イン・エージェンシー https://s-in-agency.co.jp/

平岡ボデー株式会社 http://www.hiraokabody.co.jp/

有限会社間渕溶接 http://www.mabuchiyousetsu.jp/

株式会社サイト https://www.your-site.co.jp
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株式会社リサイクルクリーン https://www.recycle-clean.co.jp/

有限会社見野金型製作所 http://minokanagata.g2.xrea.com/index.htm

有限会社大石ビジネスコンサルティング https://ohishi-cons.com/

株式会社小林工業所 http://www.kk-kobayashi.co.jp/

アルファテクニカ株式会社 alpha-tc.co.jp

株式会社コンファーム ー

匂坂木工株式会社 http://sagisakamokkou.co.jp/

株式会社マーリス marrys.co.jp

有限会社ファインテクニカ https://www.finetechnica.co.jp/

株式会社新日本精機 http://www.orange.ne.jp/~sns/

大東テープ工業株式会社 ー

平野歯科医院 http://www.hirano-shikaiin.com/

有限会社雄大工業 ー

株式会社平野興産 http://www.yotsuike.jp/

大白ウエルディング ー

橋本螺子株式会社 www.hashimoto-neji.co.jp

株式会社ライズ http://www.kanbatsuzai.jp/

有限会社武豊工業 http://www.taketoyo.co.jp/index.php

株式会社竹屋旅館 https://hotelquest.co.jp/

株式会社あすなろマネジメントパートナーズ https://asunaro-mp.jimdofree.com/

アスリート・ケアむらまつ接骨院 http://athlete-care.com/

ビップ株式会社 http://www.v-i-p.jp/

有限会社サクラ砥石 http://www.sakuratoishi.co.jp/

株式会社いなさ https://www.monodukuri-inasa.jp

スペースプランニング株式会社 https://recruit.fuerubo.com/spaceplanning/top

有限会社青島プレス ー

有限会社山本鉄工所 ー

有限会社東栄工業 mishima-ic.com/38/

株式会社トータルサービスエフ http://totalservicef.jp/

有限会社ヒラノ製本 ー

有限会社アイディール https://www.i-de-al.com/company.html

株式会社藤枝オリコミピーアール ー

橋本エンジニアリング株式会社 http://www.hashimoto-eg.com/

株式会社三和建工 http://sanwa-kenko.com/

米澤製作株式会社 http://www.yonezawa-ss.co.jp/

大日工業株式会社 http://www.dainichi-ind.jp/

川口精機株式会社 http://www.kawaguchiseiki.co.jp/

株式会社ベックカワムラ http://www.bec-kawamura.com/

株式会社中里メッキ http://nakazatomekki.com/

株式会社食文化倶楽部 http://www.coffee-koro.com/

有限会社相馬パン http://www.soma-bread.co.jp/

有限会社粟倉ビニール https://awakura-vinyl.co.jp/

野末機工所 ー

株式会社山喜製茶組合 ー

株式会社ライフパートナー www.life87.co.jp

株式会社トリガー http://www.trigger-inc.jp

日本ニューノーズル株式会社 http://nihon-new-nozzle.co.jp/

山内工業有限会社 ー

小松工業株式会社 https://www.komaz.co.jp/

株式会社村松鋳造所 ー

株式会社ふもとっぱら https://fumotoppara.net/

株式会社富士塗料商会 http://www.fujitoryo.jp/

フリースタイルデザインズ株式会社 http://www.fs-designs.jp

三光運輸株式会社 https://www.sanko-transport.com

株式会社ホテイフーズコーポレーション ー

株式会社ムラックス http://www.murax-sheetmetal.jp

株式会社テクニカルサポート http://www.t-support.co.jp/

平野ボイラー株式会社 ー

榎本工業株式会社 https://www.enomoto-net.co.jp/

株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ http://sgm-kenma.jp/
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株式会社石野リスクコンサルタント http://www.sjnk-ag.com/a/irc/

有限会社豊富製作所 http://www.ho-fu.co.jp

株式会社大場鋳造所 ー

有限会社梨本化成 https://www.nashimotokasei.co.jp

明治屋醤油株式会社 http://meijiyashouyu.com/

株式会社小松工業 http://komatsukogyo.com/

株式会社紀和産業 http://www.team-kiwa.jp

株式会社ニッショウ工販 http://nissho-kohan.co.jp

株式会社セーフティプロジェクト www.safety-project.jp

株式会社庭仁 ー

朝日住宅株式会社 https://www.ajg.co.jp

株式会社塚田精機 ー

株式会社坂下製作所 http://sakasei.jp/

シンズ工業株式会社 http://www.shinzu.co.jp

株式会社モック mocc.jp

ＳＴＡＧＥ　ＺＥＲＯ https://www.stage-zero.jp

株式会社アースシフト https://www.earth-shift.co.jp/

ケーアイ工業株式会社 ー

株式会社ファイナンシャルネット www.financialnet.jp

株式会社鈴木長十商店 https://www.100nen-meicha.jp/company.html

株式会社高森商店 http//www.fukamushi.com

株式会社武蔵 http://kaigomusashiya.com/

株式会社コベス http://www.kobess.jp/

株式会社イサオ製作所 http://www.isaoply.co.jp/

株式会社池ノ沢工業 https://ikenosawa.webnode.jp/

株式会社小栗農園 http://www.tea-farm.com

株式会社Ｅ－Ｐｒｏ http://e-pro2010.com/

株式会社今泉鋳造鉄工所 http://www.imaizumichuzou.co.jp/

株式会社八洲製作所 ー

モモヤ株式会社 ー

有限会社池原商会 ー

サンワイズ株式会社 https://www.sunwizz.co.jp

株式会社蓮池設計 https://www.hasuike-s.com

三和金属株式会社 ー

株式会社ユーエス http://www.kabu-us.jp/

森下商事株式会社 ー

株式会社袴田精機 http://www.hakamata-seiki.co.jp/

株式会社スーパーラック http://www.luckgroup.co.jp/

三和エンジニアリング株式会社 http://www.sanwa-nmz.co.jp/

合同会社トールプランニング http://profile.ne.jp/pf/yuuji/

崇和株式会社 http://www.sowa-inc.co.jp

株式会社啓電工業所 ー

株式会社林角本店 http://www.hayashikaku.co.jp

興津貨物自動車運輸株式会社 http://www.okitsukamotsu.com/

西部合材リサイクルセンター協同組合 https://www.seibugouzai.or.jp/

株式会社ベストマーケティング ー

富士護謨産業株式会社 http://fujigomu.co.jp/

株式会社テクノ・モーターエンジニアリング http://www.techno-motor.co.jp

合同会社パーシモン http://persimmon-llc.com/

カネトミ深沢製茶 http://www.ocha-jp.com/

ソルトスプラッシュ株式会社 ー

はつくら自販合同会社 www.hatsukura.jp

株式会社大光製作所 ー

沢根スプリング株式会社 https://www.sawane.co.jp

山梨罐詰株式会社 www.yamanashi-kanzume.co.jp

有限会社渡仲製作所 ー

カメヤ食品株式会社 http://kameya-foods.co.jp

ゆうは　ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｈｏｕｓｅ yuuha.jp

株式会社エーピーアイ api-print.com

令和元年
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山啓製茶株式会社 http://yamakeiseicha.com

鈴木トラック有限会社 ー

株式会社たこ満 http://www.takoman.co.jp

株式会社村松製作所 https://www.muramatsu-inc.jp/

株式会社ＣＡＳ ー

太田歯科 https://www.ota-dentalclinic.com/

株式会社ヤマイチ http://www.yamaichikk.co.jp

小沼製餡株式会社 http://konumaseian.co.jp

栄光加工紙株式会社 http://www.eiko-kakoshi.co.jp/

株式会社水野アルミ http://mizuno-alum.com/

倉田工業株式会社 http://kuratakogyo.com/

有限会社伊部鏡店 http://ibekagami.com/

三井工機株式会社 ー

株式会社トライ・カンパニー http://www.trycompany.co.jp

日本高周波技研工業株式会社 https://www.nkgk.com/index.html

株式会社浜松テクニカル ー

有限会社林新聞店 http://www.hayac.co.jp/

株式会社富士化成 https://www.fujikasei8.co.jp/index.html

有限会社兼高工業所 ー

夢野ワークス株式会社 http://yumenoworks.com/

株式会社東海サイエンス http://tokaiscience.co.jp

有限会社東海金属 ー

株式会社ティーアールシィー髙田 https://www.trc-takada.jp/

ＫＡＷＡＮＥ抹茶株式会社 http://www.kawanematcha.jp/

ヤス歯科医院 ー

株式会社アイディー ー

有限会社常盤木羊羹店 hhttp://tokiwagi-yohkanten.com/

有限会社ティークラフト http://teacraft.jp

株式会社半田工業所 handa-fuji.com/

朝浪歯科医院 asanami-dental.com/s/

内田鑿泉株式会社 http://www.j-well.com/

株式会社ルート https://garage-on.com/

株式会社ファインズ https://fines-ins.co.jp/

株式会社ブレイス brace-ins.com

株式会社シズオカエージェントオフィス https://www.sao2000.co.jp

合同会社ＡＺＵＲＥ http://azurellc.jp/

Ｊ－ｗｉｒｅ株式会社 http://www.j-wire.info/

ＥＩＧＨＴ　ＣＯＦＦＥＥ http://8coffee-yaizu.com/

株式会社サン・ラファエル https://www.saint-raphael.co.jp/

愛美株式会社 ー

株式会社榛葉鉄工所 https://www.shinba.net/

株式会社富士山 ー

今村工業株式会社 ー

日本特殊工業株式会社 http://nihontokushu.com/

双葉工業株式会社 http://www2.futabakougyou.com

株式会社加藤組 ー

株式会社サン工房 http://www.sankoubou.com/

高村工業株式会社 http://www.takamura-k.co.jp/

合同会社すまうと https://www.smaut.net

株式会社静岡オリコミ http://www.shizuori.com/

株式会社相良ドラゴンズクラブ ー

株式会社ナカガワエフエムテイ http://www.nakagawa-fmt.jp/index.html

有限会社田中鉄工 http://tanaka-tekko.co.jp/index.html

冨士ネーム ー

株式会社プロダックス http://j-produx.com

国本工業株式会社 http://www.kunimotokogyo.co.jp

株式会社植田木工所 https://uetamokkou.com/

社会保険労務士法人ロイヤル総合研究所 http://royalri.jp/

ヒンメルフェルド・カロセリーエ株式会社 ー

株式会社まつよ https://matuyo.co.jp/

デザインパーツ株式会社 https://www.designpart.co.jp/

令和２年
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株式会社川西金網 http://www.kanaami.net

有限会社テクノライズ http://technorise-corp.com/

株式会社グロースリングサポート ー

有限会社ミズノ ー

鈴木製機株式会社 https://www.szk-s.co.jp/

株式会社秋山機械 https://www.akiyamakikai.co.jp

株式会社フジノミヤパートナーズ ー

金谷鋳造株式会社 ー

出張タイヤサービス縁 ー

株式会社丸忠工業所 ー

有限会社富士見紙工 https://fujimishikou.co.jp

杉村精工株式会社 http://www.sugimura-seiko.com

有限会社太田鉄工所 http://ohtatetu.web.fcz.com/

三鈴ゴム興業株式会社 http://www.misuzu-gomu.jp/

昭和カード有限会社 http://www.showa-p.com/

株式会社静岡中央保険サービス ー

有限会社永太工芸 ー

有限会社葛山製作所 https://katsurayama.co.jp/

市川建設株式会社 ー

株式会社エーユー ー

株式会社鈴三鉄工所 https://suzu3.co.jp/

株式会社おさだ製茶 https://www.osadaen.co.jp/

株式会社アルプスエンジニアリング http://www.alps-eg.com

有限会社山崎鋳造 http://yamazaki-chuzo.com

株式会社中尾建設工業 http://www.nakao-kk.jp/index.html

レタープレス株式会社 http://letterpress.jpn.com/mart/mart.html

株式会社しずせん ー

オブジェデンタルカンパニー ー

ガレージｅｌｕ ー

株式会社天城カントリー工房 ー

有限会社山栄 ー

企業組合動物の森 https://www.doubutsunomori.com/

株式会社サワイリエンジニアリング https://www.sawairi-eng.co.jp

片岡歯科医院駿河台 http://www.kataoka-dc.jp

株式会社東海製蝋 http://www.tokai-seiro.co.jp

株式会社クリヤマ機工

http://www.hamaoka.or.jp/wp/wp-

content/themes/catalogpark/img/pdf/industry19

.pdf

株式会社山英 https://www.yamaei.net/

株式会社豪喜 ー

株式会社河村蒟蒻店 ー

有限会社ドラパンカユ ー

株式会社菊池工業 ー

ＳＩＢＡＮ ー

コウ・クレツセント株式会社 ー

大伸木工株式会社 http://kagutoinori.com/company/index.html

岸萬塗装株式会社 http://kishiman.jp/

株式会社市川工研 http://www3.tokai.or.jp/ichikawa/

株式会社エフエムピー https://fmp71.co.jp/

有限会社ラブリーホースガーデン http://lovelyhorsegarden.com/

有限会社タカミツ看板 ucchiy-craft.com/takamitsukanban/

有限会社チトク精機 ー

有限会社加藤鉄工所 ー

東海シーラント工業株式会社 https://www.tsk-ashizawa.co.jp

株式会社ほけんの匠 https://hoken-takumi.com/

株式会社富士研商事 http://www.office-web.jp/fujikensyoji/

稲葉獣医科医院 http://www.inabavet.com/

株式会社タカダ産業 http://takada-sangyo.com

株式会社マルトシ青木 http://www.marutoshi.co.jp

株式会社富士測量事務所 www.fujisokuryou.co.jp/

株式会社コウノ ー

令和２年
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竹沢製茶株式会社 http://www.takezawa-seicha.co.jp

株式会社共立電機製作所 http://www.kyoritsu-denki/japanese/index.html

有限会社片山鉄工所 ー

株式会社井出鉄工所 http://www2.tokai.or.jp/ide-tekkosyo/

近江屋製菓有限会社 https://supponsabure.jp/

株式会社小出製作所 http://www.koide-net.co.jp/company/index.html

株式会社小澤土木 http://www.ozawa-doboku.co.jp

駿河デンタルオフィス https://suruga-dental.com

内田工業株式会社 http://www.uchida-kogyo.jp/

株式会社ＰＲＥＳＩＤＥＮＴ　ＯＦＦＩＣＥ　ＨＯＬＤＧＳ https://president-office-holdgs.co.jp

株式会社あかつき産業 ー

東海部品工業株式会社 http://www.tokaibuhin.co.jp/

有限会社げんき https://www.genki-jp.com

水野建設工業株式会社 www.mizunokk.com

株式会社鈴木スプリング製作所 http://www.s-sp.co.jp/

株式会社ｌｉｖｅ http://live-cadcam.com/

株式会社フジメタル http://www.fujimetal-inc.co.jp

サクラ工業株式会社 http://www.sakura-kogyo.co.jp

株式会社ＦＡＲＭＥＮＴ https://fujiyama-hunters-beer.com/

勝亦精密工業株式会社 https://www.katsumata-s.co.jp/

ヤマダ技研株式会社 ー

山田金属株式会社 https://www.yamadakinzoku.co.jp/

有限会社カネリ ー

有限会社大久保板金工業 https://roof1104.jimdofree.com

昭和印刷加工有限会社 http://www.showa-p.com/

いのくま歯科・矯正歯科 ー

有限会社村松鏡店 https://muramatsu-kagami.com/

Ｉｔｏｈ　Ｄｅｎｔａｌ　Ａｒｔ ー

駿河どうぶつの病院 http://suruga-doubutsu-ah.com/

株式会社Ｒ＆Ｍ http:www.r-and-m2018.com

株式会社山北製作所 http://www.yamakita-japan.com/

環境フロンティア株式会社 http://www.kankyo-f.com/

有限会社巴機械鉄工所
http://www.siz-sba.or.jp/sinsimizu-

k/kumiailist_tomoe.htm

新清水機械協業組合 http://www.siz-sba.or.jp/sinsimizu-k/index.htm

株式会社Ｌａｎｄｖａｔｅ ー

株式会社ＷＥＳＴＣＯＡＳＴ ー

株式会社はの字食品 http://www.hanoji.net

有限会社エノン http://enon-shimizu.com/

株式会社すこやか ー

株式会社大東製作所 ー

つちや歯科医院 ー

かたおか歯科医院 http://www.kata-dent.net/

カービューティープロ長谷川 https://www.carbeauty-pro.jp/

株式会社リンク ー

関歯科医院 ー

株式会社出版のススメ研究会 https://www.manabiba-okuyama.com/

株式会社サスナ http://www.sasuna.co.jp

渡辺プレス工業株式会社 ー

古田工業株式会社 https://www.furuta-fua.com

ＮＡＮＡシステム開発株式会社 http://www.7sys.jp

有限会社サンセイ http://sansei-kaigo.net/

清水電装株式会社 http://shimizudenso.co.jp/

有限会社ソルテック ー

株式会社甲石製餡所 https://www.koishiseian.com/

株式会社ミズ・バラエティー www.ms-variety.co.jp

株式会社大井川電機製作所 https://www.oigawa.com/

株式会社太田精工 ー

株式会社美笠園 http://www.mikasaen.jp

株式会社フジタ塗装 http://fujitatosou.jp/

株式会社ＣＲＯＳＳＦＡＣＴ ー
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ニッキ工業株式会社 http://www.nikki-kogyo.co.jp

林工業株式会社 //www.hayashi-kg.co.jp

サツマ電機株式会社 http://www.satumadenki.co.jp

香山道路株式会社 ー

セキネ歯科クリニック https://www.sekine-dc.com/

有限会社三清化工 ー

株式会社ヤナギハラメカックス https://www.y-mechax.com/

有限会社浜名精工 ー

三重大製茶株式会社 www.miedai.jp

株式会社カンナ工業 ー

有限会社川村室内工芸 ー

株式会社倉島食品 ー

株式会社オカムラ https://www.papas.jp

株式会社アイズホーム http://is-h.jp/

サン・アーティスト株式会社 https://san-artist.business.site/

有限会社佐原製作所 ー

株式会社橋本梱包 http://www.hashimoto-konpou.com/

株式会社ハイブリッド http://www.hybrid-japan.co.jp

有限会社井上シール http://www.i-seal.co.jp/about.html

有限会社大和技研 ー

松葉倉庫株式会社 http://matsuba-soko.co.jp/

西村工業株式会社 ー

有限会社島田環境保全センター http://www.shimadakankyo-g.jp

株式会社シミズトライム http://www.shimizutrym.co.jp

有限会社めぐみの家 http://home-help-12.business.site/

有限会社馬渕工業 http://www.mabuchiiron.com

富士正酒造合資会社 https://www.fujimasa-sake.com/

芹澤歯科医院 http://www.serizawashika.com/

富士設計株式会社 http://www.fujiarchitect.co.jp

株式会社山十佐野製作所 http://yamajusano.com/

有限会社城東工業 ー

有限会社遠州商事 ー

松本歯科医院 ー

有限会社田中工画 ー

ホットファーム株式会社 http://www.hot-farm.net/

株式会社宇野工業 https://uno-k.jp

葉っピイ向島園株式会社 www.mukoujimaen.jp

芹沢薬品株式会社 http://seriyaku.co.jp/

三明機工株式会社 http://www.sanmei-kikou.co.jp/

有限会社高恵製作所 http://www.xcely.com

有限会社サトル精工 http://satoruseikou.co.jp/

株式会社石川園 http://www.ishikawaen.co.jp/

東塗装所 ー

ファムテック株式会社 ー

住岡食品株式会社 http://www.sumioka.co.jp/

イーエスフーズ株式会社 ー

有限会社ニシモト ー

株式会社タムラ食品 http://wasabizuke.com

有限会社長嶋印刷 http://www.nagashima-p.co.jp

有限会社静岡自動機製作所 https://www.sjc2001.com/

有限会社雪山シボリ https://yukiyama-ss.meisho-hp.jp/

アート電子株式会社 http://www.art-denshi.co.jp/

株式会社聖正 ー

有限会社岩本木工所 http://iwamoto-mokkou.com/

株式会社才茂組 https://www.saimogumi.com/

株式会社大塚 https://miru-kiku.jp/

有限会社森山エンジニアリング https://www.tenpakuseiki.net/

有限会社金子精機製作所 http://kanekoseiki.com/

株式会社トーカイ www.tokai-web.jp

さすぼし蒲鉾株式会社 https://www.sasuboshi.ne.jp/

進桜電機株式会社 http://www.shinoh-motor.com/
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株式会社田口空調 https://taguchi-duct.com/

有限会社イケウチ http://iketoso.com/

株式会社Ｆ設計 http://fsekei.com/

株式会社スガコーディングス https://www.suga-codings.com/

有限会社加納製作所 －

０8 －

岳南光機株式会社 https://gakunan-kohki.co.jp/

鷲山自動車工業所 －

フラップ工業 http://www.flap-industry.com/

有限会社ヤマサ水産 https://www.yamasa-suisan.jp/

ミヤマ工業株式会社 http://www.miyamakogyo.com/

株式会社武村鋳造所 http://www.takemuratyuzo.co.jp/

有限会社桜井蒟蒻店 https://www.tokoron.jp/

創秋工業 http://sousyukougyou.com/

西澤鋼機株式会社 －

株式会社インプレンタ・アイティオー －

株式会社共立アイコム https://www.kpnet.co.jp/

有限会社森平製材所 http://www.mori-hei.co.jp/

静岡東部保険サービス株式会社 https://sths.co.jp/

池田屋印刷株式会社 －

ＣＯＶＯ合同会社 －

カネキ燃料有限会社 http://www.kaneki-n.co.jp/

株式会社ウェルネスジャパンエンタープライズ http://wellnessjapan.net/

日本ＤＭＣ株式会社 https://dmcmaas.co.jp/

鎌田木工所 －

株式会社藤牧工業所 http://www.fujimaki-k.jp/

株式会社マルヨシ製作所 http://www.maruyoshi-s.jp/

有限会社アヴァンス http://irohaco.jp/

株式会社マツダ https://www.k-matuda.co.jp/

株式会社スギヤマ http://www.kabu-sugiyama.co.jp/

株式会社いちうろこ http://www.ichiuroko.com/

アスム株式会社 http://asm.shizuoka.jp/

有限会社諸田製茶 http://morota.co.jp/

３９６Ｊａｐａｎｆｏｏｄ株式会社 －

丸成金属塗装株式会社 http://www.marusei-tosou.com/

東邦印刷包装株式会社 https://www.tohoprint.jp/

有限会社デントピア －

株式会社田中建設 http://tanaken-slk.com/

金子歯車工業株式会社 http://www.k-gear.co.jp/

みと歯科・矯正歯科 http://www.mitoshika.net/

板倉プレス工業株式会社 －

株式会社ナカジマテック http://nakajima-tec.co.jp/

有限会社ペルル https://perle-cake.com/

株式会社Ｋ・ＦＩＶＥ －

坂根板金 －

株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ http://www.aqm-c.com/

株式会社ＭＫ７ －

イーラ株式会社 https://www.e-la.jp/

株式会社テクニカ －

株式会社プラックケミカル －

株式会社オール・メンテナンス http://all-maintenance.co.jp/

株式会社フクダサインボード http://www.fukuda-sign.net/

有限会社井上鉄工所 http://www.inoue-tekkousyo.co.jp/

伸東養魚有限会社 http://shinto-fb.jp/

株式会社ニッセイアイソレイト http://www.nissei-isolate.jp/

株式会社栄商会 http://www.sakae-firm.co.jp/

北安東ふじもと歯科医院 －

エンテック有限会社 http://www.melodyice.com/

令和２年

https://taguchi-duct.com/
http://iketoso.com/
http://fsekei.com/
https://www.suga-codings.com/
https://gakunan-kohki.co.jp/
http://www.flap-industry.com/
https://www.yamasa-suisan.jp/
http://www.miyamakogyo.com/
http://www.takemuratyuzo.co.jp/
https://www.tokoron.jp/
http://sousyukougyou.com/
https://www.kpnet.co.jp/
http://www.mori-hei.co.jp/
https://sths.co.jp/
http://www.kaneki-n.co.jp/
http://wellnessjapan.net/
https://dmcmaas.co.jp/
http://www.fujimaki-k.jp/
http://www.maruyoshi-s.jp/
http://irohaco.jp/
https://www.k-matuda.co.jp/
http://www.kabu-sugiyama.co.jp/
http://www.ichiuroko.com/
http://asm.shizuoka.jp/
http://morota.co.jp/
http://www.marusei-tosou.com/
https://www.tohoprint.jp/
http://tanaken-slk.com/
http://www.k-gear.co.jp/
http://www.mitoshika.net/
http://nakajima-tec.co.jp/
https://perle-cake.com/
http://www.aqm-c.com/
https://www.e-la.jp/
http://all-maintenance.co.jp/
http://www.fukuda-sign.net/
http://www.inoue-tekkousyo.co.jp/
http://shinto-fb.jp/
http://www.nissei-isolate.jp/
http://www.sakae-firm.co.jp/
http://www.melodyice.com/


安間製箸株式会社 http://yasuma.com/

デンタルトラストラボラトリー －

静岡オーガニック抹茶株式会社 －

渡井デンタルクリニック http://wdc.jp/

有限会社松下モータース https://www.ecar.co.jp/

株式会社梅の園 http://www.umenoen.com/

株式会社トーユー http://to-yu-2221.main.jp/

株式会社トヨシマ －

杉田工業株式会社 http://www.sugita-k.co.jp

つちや餅店 https://mochinage.com/70299/

株式会社東静エンジニアリング http://www.tosei-fuji.com/

すえのぶクローバー歯科医院 https://www.suenobu-smile.com/

株式会社Ｒ－ｏｎｅ https://r-one-hamamatsu.com/

ＷＡＴＡＳＥ　ｃａｓｔｉｎｇｓ株式会社 http://www.watase-castings.jp/

株式会社加藤鉄筋工業 http://www.katokin.net/

有限会社ユウ動物病院 https://www2.you-amc.jp/

株式会社興進 ー

株式会社スルガ検査 https://www.suruga-k.jp/

株式会社丸源鉄工所 https://www.marugen-t.co.jp/

有限会社オオヌマ http://meat-onuma.com/

かじや整骨院合同会社 http://office-kajiya.com/

東樺化成株式会社 ー

有限会社木内製作所 http://pro-kakou.jp/

興津螺旋株式会社 ー

興坪測量設計事務所 ー

ヤザキ工業株式会社 http://www.yazaki-kogyo.com/

株式会社スルガ精密 http://surugaseimitsu.jp/

栗田化学工業所 ー

羽立工業株式会社 https://hatachi.jp/

株式会社ＡＵＲＡ ー

株式会社Ｂｒａｉｎｓ http://www.brains-201107.com/index.html

トヨタ緑産株式会社 ー

有限会社アイ・ネットワーク ー

有限会社高松造園 ー

株式会社セイキ建設 http://seiki-group.com/

有限会社山本造園 http://yamamotozouen.jp/

有限会社タカハシ事務所 http://www.sjnk-ag.com/a/office-taka/

有限会社髙橋建具店 ー

株式会社八ヶ代造園 https://www.yagashiro-ls.co.jp/

株式会社中央製茶 ー

株式会社ＫＡＫＥＮ https://www.office-kaken.co.jp/

有限会社中田クリーニング ー

平松建築株式会社 http://www.hiramatsu-kenchiku.jp/

株式会社丸総 https://www.marusoh-el.co.jp/

株式会社アイドリーム静岡 ー

株式会社アサヒテック https://asahitec-fuji.com/

有限会社四條保険事務所 http://www.sjnk-ag.com/a/shijou-de-ansin/

ＡＲＭＳ http://info-clip.seesaa.net/

有限会社イナバモデル ー

有限会社ハーベスト浜松 http://www.harvest831.com

株式会社浅野新聞店 https://asanonet.com

サニーサイドアウトドアスクール sunny-side.net

神誠商事有限会社 https://shinsei-shouji.com

ヤマリ松永製茶 ー

有限会社静岡ラボ http://shizuokalabo-amct.com/

ダイエー工業株式会社 http://www.diei.jp/

ヒナコボ株式会社 https://mamagoto.info/

有限会社ネオ工業 ー
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有限会社勝俣製作所 ー

有限会社井口技研工業所 ー

株式会社Ｈｅａｄ　Ｔｕｒｎｅｒｓ https://head-turners.com/

株式会社Ｋ１ www.k1-sks.com/

株式会社大石組 ー

株式会社丸仲鐵工所 http://www.marunaka-jp.com/

株式会社松浦スチロール工業所 http://www.m-eps.co.jp/

令和２年
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