
(届け出順・敬称略)

№ 事業所名又は氏名 役職 氏名 業　　種

1 株式会社　ケーシーエス 専務取締役 加　藤　　　徹 情報サービス業

2 株式会社　浜田 代表取締役会長 庄　司　良　子 木材卸・建設

3 栄興防災株式会社 取締役会長 沼　田　葉　子 防災保安用品販売業

4 株式会社　高野高速印刷 専務取締役 髙　野　浩　治 印刷業

5 株式会社　はかまつかでんき 代表取締役 家電販売・電気工事

6 有限会社　オケキ佛具 取締役 渡　邉　妙　子 仏壇・葬祭業

7 ミヤウチ物流システム株式会社 取締役 宮　内　久　江 運送業

8 株式会社　茨城放送 代表取締役社長 阿　部　重　典 放送業

9 水戸土建工業株式会社 代表取締役 荒　川　繁　美 建設業

10 寺山税理士事務所 所長 寺　山　比呂志 税理士

11 有限会社　ひらと 代表取締役社長 平　戸　憲　吾 不動産賃貸

12 有限会社　タツミ理化 代表取締役 志　賀　秀　吉 理化学ガラス製造

13 株式会社　ジェイエスケイ 代表取締役 佐　藤　平八郎 警備業

14 衛検産業株式会社 代表取締役 石　井　伸　明 漏水調査、グループホーム

15 株式会社　一司堂 代表取締役 中　村　眞　一 印章業

16 旭 社会保険労務士法人 代表社員 木　村　　　薫 サービス業

17 株式会社　山新 参事 鎌　田　實　正 小売業

18 東京海上日動火災保険株式会社茨城支店 茨城支店長 津　田　祥　一 損害保険業

19 有限会社　地域整備開発研究所 代表取締役 宮　﨑　雅　彦 リサイクル業

20 有限会社　鈴木緑化サービス 代表取締役 鈴　木　重　文 造園工事業

21 髙島通信電設株式会社 代表取締役 髙　島　和　子 電気工事

22 添田　勉（グリーンアース） 代表 添　田　　　勉 造園業

23 野村花火工業株式会社 代表取締役 野　村　陽　一 花火製造

24 株式会社　久信田運送 代表取締役 久信田　秀　一 一般貨物運送業

25 株式会社　日宣メディックス 代表取締役社長 上　金　健　一 広告・宣伝・出版

26 有限会社　環境保全サービス 代表取締役 稲　毛　一　樹 廃棄物処理業

27 株式会社　パル綜合設計 代表取締役 藤　原　誠　人 建築設計

28 株式会社　しまだ 代表取締役社長 島　田　俊　男 飲食業

29 水戸工機株式会社 代表取締役 成　田　浩　明 製造業・建設業

30 株式会社　白英社 代表取締役社長 坂　場　英　利 広告代理業
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31 松本　寛（Ｈ．Ｅワークス） 代表 松　本　　　寛 電気工事業

32 株式会社　ホテルいづみ屋 専務取締役 大和田　佳　典 旅館業

33 第一熱学建設株式会社 取締役会長 田　山　興　誠 管工事業

34 冨岡ゴム株式会社 代表取締役社長 冨　岡　重　樹 靴履物卸売業

35 パーク株式会社 代表取締役 秋　山　　　道 広告代理業

36 株式会社　大塚製作所 代表取締役 根　岸　貴　史 機械部品製造業

37 株式会社　ブリッジ 代表取締役 船　橋　範　行 広告代理業

38 株式会社　大森食品 代表取締役 大　森　健　輔 産業給食・仕出し弁当、食堂運営管理

39 日東メンテナンス株式会社 取締役営業部長 渡　邉　泰　真 ビルメンテナンス業

40 株式会社　紙善 代表取締役 神　尾　圭太郎 紙卸売業

41 有限会社　ハタ設備工業 代表取締役 畑　岡　謙　一 建築設備業

42 株式会社　日創工業 代表取締役 藤　田　哲　也 空調設備業

43 株式会社　カンバス 代表取締役 竹　内　昭　人 建設業

44 株式会社　根本漬物 代表取締役 根　本　太　濤 漬物製造業

45 株式会社　カワスミ 代表取締役 川　隅　永　宗 機械部品製造業

46 植田防水工業株式会社 代表取締役 植　田　佳　男 防水・塗装

47 水戸自動車工業株式会社 代表取締役  塀　和　紀　幸 大型自動車部品修理・販売

48 有限会社　魚政 代表取締役 田　中　満　美 飲食業

49 有限会社　内田本店 代表取締役 内　田　貴　之 食肉販売

50 有限会社　宮田卯之商店 代表取締役 宮　田　武　範 食品製造

51 株式会社　ライディングクラブウインズ 代表取締役会長 笹　沼　恭　一 スポーツ施設

52 大和ハウス工業株式会社茨城支社 茨城支社長 八　友　明　彦 総合工事業

53 株式会社　ＯＬＳ 代表取締役 大　蔵　勇　人 ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ・ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ製作販売・輸出入

54 株式会社　フロンティア水戸 統括 西　野　芳　典 ホテル・不動産賃貸

55 株式会社　ＮＩＫＫＥＮＳＯ 代表取締役CEO 青　木　健　治 建築・不動産・建材卸

56 代表取締役 醸造業

57 株式会社　奈良屋 代表取締役会長 市　橋　弘　光 建材・建設

58 有限会社　ジャルダン 代表取締役 深　谷　新太郎 外構・エクステリア

59 株式会社　拓住建 代表取締役 野　口　順　市 建設業

60 手　塚　友　之（手塚土地家屋調査士事務所） 所長 手　塚　友　之 土地家屋調査士


