
令和４年６月30日現在
市町村 使用の本拠（名称）
水戸市 (株)ﾇﾏﾀ商事
水戸市 (有)東條商店
水戸市 明豊商事(株)
水戸市 金子金物(株)
水戸市 (株)茨城ｾﾞﾈﾗﾙ石油
水戸市 (有)笹島商店
水戸市 日本赤十字社 茨城県支部
水戸市 瀬谷工業(株)
水戸市 (株)奈良屋　水戸本店
水戸市 (株)鹿島自動車商会 本社
水戸市 JR東日本ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ(株)水戸支店
水戸市 日本化薬(株)水戸営業所
水戸市 (株)茨城木材相互市場
水戸市 藤井産業(株)水戸支店
水戸市 (株)日立製作所 茨城支店
水戸市 小林産業(株)
水戸市 関東工営(株)
水戸市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 水戸営業所
水戸市 (株)ｶﾏﾘ
水戸市 茨城県信用組合 下市支店
水戸市 (有)髙畑葬祭
水戸市 茨城県中央保健所
水戸市 辻武塗料(株)
水戸市 茨城県水戸県税事務所
水戸市 水戸燃料(有)
水戸市 社会福祉法人 栄寿会 若葉園
水戸市 冨山建材(株)
水戸市 (株)KUNO
水戸市 商工中金水戸支店
水戸市 (有)赤岩燃料店
水戸市 新明電材(株)水戸営業所
水戸市 (株)ｴﾊﾞﾀ美容商事
水戸市 (株)紙善
水戸市 (株)白石電材商会
水戸市 (株)綿引無線
水戸市 (株)JTB　水戸支店
水戸市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)茨城支店
水戸市 (株)河嶋工芸
水戸市 日本電設工業(株)鉄道統括本部水戸支社
水戸市 鹿島建設(株)茨城営業所
水戸市 共同測量(株)
水戸市 一般財団法人　茨城県ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城県土地改良事業団体連合会
水戸市 (株)日立ﾊｲﾃｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
水戸市 (株)ﾋﾀﾁﾈｼﾞ
水戸市 (株)新茨城食品商会
水戸市 昭和鐵工(株)
水戸市 茨城測量設計(株)
水戸市 (株)ﾐﾄﾘｶ　百合ヶ丘工場
水戸市 岩井産業(株)
水戸市 水戸土建工業(株)
水戸市 ｻｲﾜｲ商事(株)
水戸市 水戸･ｺﾞﾙﾌ･ｸﾗﾌﾞ
水戸市 まるく商事(株)
水戸市 太平空調工業(株)
水戸市 やまびこｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)東日本支社　茨城営業所
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水戸市 (株)KMD
水戸市 東鉄工業(株)水戸支店
水戸市 (株)足利銀行　水戸支店
水戸市 (株)横田建設
水戸市 茨城いすゞ自動車(株)
水戸市 (有)菊池自動車
水戸市 (有)内田本店
水戸市 (有)日立荷造 水戸工場
水戸市 大丸ｴﾅｳｨﾝ(株)ぽっぽｶﾞｽ水戸事業所
水戸市 水戸証券(株)水戸支店
水戸市 ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城営業所
水戸市 (株)永井ｶﾞﾗｽ
水戸市 (株)三菱UFJ銀行 水戸支店
水戸市 東日本旅客鉄道(株)水戸保線技術ｾﾝﾀｰ
水戸市 三協立山(株)三協ｱﾙﾐ社茨城事業所
水戸市 明利酒類(株)
水戸市 (株)茨城放送
水戸市 (株)ﾊｳｽﾃｯｸ水戸営業所
水戸市 野澤印刷(株)
水戸市 共栄火災海上保険(株)東関東支店 水戸支社
水戸市 日本たばこ産業(株)茨城支社
水戸市 第一設備工業(株)
水戸市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)
水戸市 北沢産業(株)水戸支店
水戸市 日動起業(株)
水戸市 (株)みずほ銀行 水戸支店
水戸市 (株)日警
水戸市 水戸農業協同組合　本店
水戸市 (株)豊島工務店
水戸市 (有)栗田自動車工業
水戸市 (株)東京ｴｺｰﾙ
水戸市 水戸工機(株)
水戸市 ｸﾘﾅｯﾌﾟ(株)水戸営業所
水戸市 ｸﾗﾘｵﾝ北関東福島(株)
水戸市 ｸﾞﾛｰﾘｰ(株)水戸営業所
水戸市 (有)園部板金工業所
水戸市 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)水戸営業所
水戸市 (株)茨城ｴﾔｺﾝ
水戸市 (株)入江電機工業所
水戸市 小野薬品工業(株）
水戸市 (株)三和
水戸市 協同組合 いばらきLPｶﾞｽ保安ｾﾝﾀｰ
水戸市 日星電機(株)
水戸市 栗原商事(株)
水戸市 海老澤建設(株)
水戸市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 菜の花福祉ｾﾝﾀｰ
水戸市 岡田電気産業(株)水戸営業所
水戸市 医療法人 碧水会 汐ヶ崎病院
水戸市 東京海上日動火災保険(株)
水戸市 石川電機(株)
水戸市 ｻﾝｴｽ通信建設(株)
水戸市 (株)茨城日商
水戸市 協和発酵ｷﾘﾝ(株)水戸営業所
水戸市 (株)東北海老正 水戸営業所
水戸市 (株)川又楽器店
水戸市 ｲｶﾘ消毒(株)水戸営業所
水戸市 (株)菊正塗装店
水戸市 (株)大栄商事
水戸市 (株)ｴｰﾋﾞｰﾘｰｽ機械
水戸市 (株)東日本銀行　水戸ひたちなか支店
水戸市 (株)茨城警運
水戸市 三井住友海上火災保険(株)茨城自動車営業部



水戸市 第一三共(株)関越支店水戸第一営業所
水戸市 (有)興運
水戸市 一般財団法人　日本自動車査定協会 茨城県支所
水戸市 (株)駿河屋
水戸市 NOK(株)水戸支店
水戸市 (株)岩瀬歯科商会　水戸支店
水戸市 第一熱学建設(株)
水戸市 (株)ﾖｺﾊﾏ
水戸市 (株)常陽銀行 千波支店
水戸市 ﾐﾈﾋﾛﾝ(株)
水戸市 水戸ﾎｰﾁｷ(株)
水戸市 茨城弘報(株)
水戸市 冨士機材(株)水戸支店
水戸市 東日本旅客鉄道(株)水戸支社
水戸市 (株)ﾄｷﾜ
水戸市 (有)旭電機製作所
水戸市 茨城県教科書販売(株)
水戸市 公益財団法人 茨城県開発公社
水戸市 ｷｰｺｰﾋｰ(株)水戸営業所
水戸市 国立大学法人 茨城大学
水戸市 興和緑地建設(株)
水戸市 川崎電信(株)
水戸市 茨城県信用保証協会
水戸市 茨城県議会事務局
水戸市 ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(株)水戸支店
水戸市 大和証券(株)水戸支店
水戸市 茨城電設(株)水戸営業所
水戸市 (株)常陽銀行 事務ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)明治 関東支社 水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 (株)鴨志田設備
水戸市 (有)砂久保給食ｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城公営企業(株)
水戸市 茨城県県北家畜保健衛生所
水戸市 綜合警備保障(株)茨城支社
水戸市 (株)ｱｲ･ﾛｰﾄﾞ
水戸市 総合技研(株)
水戸市 太三機工(株)水戸営業所
水戸市 大晃建設(株)
水戸市 (株)味多加ﾌｰﾄﾞ
水戸市 水戸中央青果(株)
水戸市 茨城ｸﾞﾛｰﾌﾞｼｯﾌﾟ(株)
水戸市 (株)常陽銀行 下市支店
水戸市 ｺﾏﾂ茨城(株)本社
水戸市 (株)根子左
水戸市 (株)柴建築設計事務所
水戸市 中外製薬(株)茨城支店
水戸市 茨城県立 あすなろの郷
水戸市 (株)一品
水戸市 菅原建設(株)
水戸市 第一ｶｯﾀｰ興業(株)水戸営業所
水戸市 茨城電設(株)本社
水戸市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)水戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 一般社団法人　茨城県環境管理協会
水戸市 (株)秋山工務店
水戸市 常洋水産(株)
水戸市 常陽環整(株)
水戸市 (株)五十嵐建設
水戸市 (株)三陽 水戸営業所
水戸市 ｱﾙﾌﾚｯｻ(株)水戸支店
水戸市 (有)加治
水戸市 白水ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ(株)
水戸市 (株)きど印刷所



水戸市 (株)ﾃﾞﾝｿｰｿﾘｭｰｼｮﾝ 水戸千波ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 ｺﾄﾌﾞｷ印刷(株)
水戸市 北関東通商(株)本社営業所
水戸市 上田工業(株)
水戸市 東洋工業(株)
水戸市 (株)栗原医療器械店 水戸支店
水戸市 平和建設(株)
水戸市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)水戸水府店
水戸市 塩野義製薬(株)水戸営業所
水戸市 阿さ川製菓(株)
水戸市 (株)日立生コン　水戸工場
水戸市 水戸通信工業(株)
水戸市 昭和建設(株)
水戸市 (株)水戸日酒販
水戸市 (株)ﾒﾃﾞｨｾｵ　水戸FLC
水戸市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)関東ｴﾘｱ茨城地区本部
水戸市 (株)昭和自動車教習所
水戸市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売(株)
水戸市 日産部品茨城販売(株)水戸営業所
水戸市 茨城日産自動車(株)水戸千波店
水戸市 (株)ｲﾊﾞﾃﾞﾝ　本社
水戸市 水戸市役所
水戸市 (株)吉田石油
水戸市 (株)水戸第一自動車学校
水戸市 (株)関電工　茨城支店
水戸市 (株)茨城新聞社
水戸市 ﾐﾗｲﾌ(株)水戸店
水戸市 水戸市上下水道局
水戸市 水戸市消防局（消防救助課）
水戸市 ｾﾝﾀｰ家庭電器(株)
水戸市 (株)ｲﾁﾊﾗ商会
水戸市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)
水戸市 茨城県自動車学校
水戸市 (株)水戸京成百貨店
水戸市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)
水戸市 (株)関電工　水戸内線営業所
水戸市 茨城県総務部 管財課
水戸市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社 水戸自由が丘事務所
水戸市 自衛隊茨城地方協力本部
水戸市 茨城県水戸土木事務所
水戸市 冨岡ｺﾞﾑ(株)
水戸市 (株)ｱｺｵ
水戸市 (株)祐月 本店
水戸市 茨城森林管理署
水戸市 (株)ﾐﾂｳﾛｺ　ｳﾞｪｯｾﾙ東関東支店
水戸市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　水戸千波店
水戸市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社
水戸市 茨城三菱自動車販売(株)
水戸市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)水戸ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城県農業総合ｾﾝﾀｰ 農業研究所
水戸市 水戸市清掃事務所
水戸市 (株)鈴木良工務店
水戸市 茨城日産自動車(株)
水戸市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)本店
水戸市 三興電気(株)
水戸市 (株)常陽銀行 本店営業部
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)本社
水戸市 (株)常陽銀行 本店
水戸市 (株)友部豊吉商店
水戸市 (有)水戸環整ｾﾝﾀｰ本社
水戸市 ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ﾎｰﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ社　水戸支店
水戸市 (株)ﾊﾞﾝｻﾞｲ関東支店 水戸営業所



水戸市 (株)内原電機製作所
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)
水戸市 (株)ﾀｲｼｮｰ
水戸市 東神電池工業(株)
水戸市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東 ｻﾝﾄﾙ千波店
水戸市 亀印製菓(株)
水戸市 (株)ｴﾃﾞｨﾌｧﾐﾘｰ
水戸市 茨城県県央農林事務所
水戸市 ｾﾝﾀｰ電機(株)
水戸市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社 水戸見和事務所
水戸市 杏林製薬(株)水戸営業所
水戸市 水戸市役所 土木補修事務所
水戸市 国土交通省関東地方整備局 常陸河川国道事務所
水戸市 (株)ﾐﾄﾓｸ
水戸市 (株)第一商会
水戸市 (株)葵建設工業
水戸市 (株)ﾀｲﾍｲ
水戸市 安全商事(株)
水戸市 ｳﾙﾉ商事(株)
水戸市 (株)筑波銀行 水戸営業部
水戸市 茨城太平洋生ｺﾝ(株)
水戸市 ADEKA食品販売(株)水戸支店
水戸市 水戸信用金庫
水戸市 橋本産業(株)水戸営業所
水戸市 (株)HIRANUMA
水戸市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)水戸南ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
水戸市 YKKAP(株)水戸支店
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ首都圏･関東(株)茨城支店
水戸市 加藤設備工業(株)
水戸市 小林紙商事(株)
水戸市 (株)ｼﾞｪﾑｺ 水戸支店
水戸市 (株)ﾌｼﾞｺｰ 水戸支店
水戸市 花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)茨城支店
水戸市 茨城県信用組合
水戸市 (株)衛生ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
水戸市 鉾田電機(株)
水戸市 田口建設工業(株)
水戸市 ｺｸﾖ北関東販売(株)茨城支店
水戸市 新安全警備保障(株)
水戸市 (株)大洋商産
水戸市 (株)田村工務店
水戸市 (株)日東
水戸市 横須賀工業(株)
水戸市 暁飯島工業(株)
水戸市 一般財団法人　茨城県建設技術公社
水戸市 (株)西山工務店
水戸市 東部瓦斯(株)茨城支社
水戸市 ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ（株）千葉統括部（茨城担当）水戸技術ｾﾝﾀ
水戸市 関東農政局 茨城県拠点
水戸市 茨城水産(株)
水戸市 大和ﾊｳｽ工業(株)茨城支社　水戸営業所
水戸市 丸奥工業(株)
水戸市 (株)生野工務店
水戸市 (株)川又感光社
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ(株)茨城支社
水戸市 栄興防災(株)
水戸市 戸田産業(株)
水戸市 (株)東和
水戸市 茨城建機(株)
水戸市 (株)ﾌｼﾞｸﾘｰﾝ茨城
水戸市 茨城電話工業(株)
水戸市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)ｱｰﾄﾀﾜｰ水戸店



水戸市 (株)川和 水戸営業所
水戸市 茨城北酪農業協同組合
水戸市 国際警備保障(株)
水戸市 茨城県食糧販売協同組合
水戸市 東部液化石油(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾐｶﾐ本社
水戸市 ｾｺﾑ(株)茨城統轄支社
水戸市 (株)吉田石油 小吹配送ｾﾝﾀｰ
水戸市 日の丸石油(株)
水戸市 新生環境整備(株)
水戸市 (株)伊藤園　水戸東部支店
水戸市 昭和測量(株)
水戸市 (株)ﾄﾖﾀﾚﾝﾀﾘｰｽ茨城
水戸市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)
水戸市 関東ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)
水戸市 茨城県自動車販売店協会
水戸市 中央労働金庫 茨城県本部
水戸市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支社
水戸市 ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ水戸
水戸市 (株)三幸
水戸市 茨城県大同青果(株)
水戸市 公益財団法人 茨城県総合健診協会
水戸市 茨城県畜産農業協同組合連合会
水戸市 (株)関電工　水戸営業所
水戸市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)
水戸市 関工企業(株)水戸工事事務所
水戸市 (株)富士薬品 水戸営業所
水戸市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)北関東ふそう　水戸支店
水戸市 (株)中村屋
水戸市 (株)山縣通信建設
水戸市 公益社団法人 茨城県農林振興公社
水戸市 いばらく乳業(株)
水戸市 常陸測工(株)
水戸市 (株)ｾﾝﾄﾗﾙ医学検査研究所
水戸市 (株)読売茨城広告社
水戸市 新日本工芸(株)本社
水戸市 (株)堤美理容商事
水戸市 浅見ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
水戸市 幸成建設工業(株)
水戸市 株木建設(株)茨城本店
水戸市 水戸商工会議所
水戸市 (有)丸松材木店
水戸市 NHK 水戸放送局
水戸市 (株)小池自動車ｶﾞﾗｽ店
水戸市 茨城北研(株)
水戸市 高橋建設工業(株)
水戸市 日本ﾚｲﾃｯｸ(株)
水戸市 飯村機電工業(株)水戸支店
水戸市 (株)水戸ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
水戸市 日東ﾚﾝﾀﾙ(株)水戸営業所
水戸市 植田防水工業(株)
水戸市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東　ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城元吉田店
水戸市 大塚製薬(株)大宮支店 水戸出張所
水戸市 TOTO(株)水戸営業所
水戸市 東都計装(株)水戸営業所
水戸市 積水ﾊｳｽ(株)水戸支店
水戸市 清和工業(株)
水戸市 (株)石翠園
水戸市 (株)NIPPO 茨城統括事業所
水戸市 (株)ﾂﾑﾗ 茨城第一営業所
水戸市 中央技術(株)
水戸市 (株)鯉淵工業



水戸市 東電用地(株)茨城支社
水戸市 (株)ｻｲﾈｯｸｽ 水戸支店
水戸市 (株)保商
水戸市 菊地設備工業(株)
水戸市 (株)あけぼの印刷社
水戸市 (株)ｽｽﾞｹﾝ 水戸支店
水戸市 (株)広洋社
水戸市 茨城県信用農業協同組合連合会　本店
水戸市 全国共済農業協同組合連合会　茨城県本部
水戸市 茨城県農業協同組合中央会
水戸市 和知商事(株)
水戸市 (株)坂場商店
水戸市 ﾜﾀﾋｷ印刷(株)
水戸市 公益社団法人 茨城県水質保全協会
水戸市 (株)ﾃﾞﾍﾞﾛ
水戸市 (株)光和印刷
水戸市 ﾑﾗｷ(株)水戸営業所
水戸市 (株)水戸建親ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ｾｲﾌﾞ
水戸市 (株)堀内工務店
水戸市 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ(株)水戸営業所
水戸市 (株)千代田興業 水戸営業所
水戸市 (株)ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 水戸支店
水戸市 (株)ｹｰｼｰｴｽ
水戸市 富士防災警備(株)茨城事業部水戸事業所
水戸市 青柳工業(株)
水戸市 細谷工業(株)
水戸市 (有)平賀商事
水戸市 茨東ｴﾌｺﾝ(株)
水戸市 ｲﾊﾞｺﾝｻｰﾋﾞｽ(株)
水戸市 (株)伊勢甚本社水戸ﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ
水戸市 (株)根本漬物
水戸市 (株)ﾌｶﾔ
水戸市 東新建設(株)
水戸市 一般社団法人　日本自動車連盟 茨城支部
水戸市 日本農業実践学園
水戸市 東日本高速道路(株)関東支社 水戸管理事務所
水戸市 (株)水戸洋紙店
水戸市 東日本旅客鉄道(株)水戸支社　水戸信号通信技術ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ｾｲｴｰﾃﾞﾝｷ
水戸市 ﾎｼｻﾞｷ北関東(株)水戸営業所
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ(株)ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾜｰｸｽ社 茨城電材営業所
水戸市 (有)上田建築
水戸市 (株)福田工務店
水戸市 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝ三陽
水戸市 冨士ｵﾌｾｯﾄ印刷(株)
水戸市 東建設(株)
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸES産機ｼｽﾃﾑ(株)茨城営業所
水戸市 (株)ﾈｸｽｺ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ関東　水戸事業所
水戸市 (株)昭栄電機
水戸市 日本食研(株)水戸支店
水戸市 (有)大縄林業
水戸市 (株)日本ﾊｳｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ水戸支店
水戸市 (株)寺岡精工　茨城営業所
水戸市 茨城県土地改良事業団体連合会 県北事業所
水戸市 高島通信電設(株)
水戸市 (株)ﾌｼﾞﾀﾋﾞｼﾞﾈｽﾏｼﾝｽﾞ
水戸市 清水建設(株)東京支店 茨城営業所
水戸市 UCCｺｰﾋｰﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾕｰﾄﾞﾑ
水戸市 (株)花の店ｻﾄｰ
水戸市 (株)ｾﾞﾝﾘﾝ 水戸営業所



水戸市 (株)大森食品
水戸市 (株)関口工務店
水戸市 (株)中野土建
水戸市 (株)梅山工業所
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)千波店
水戸市 泉自動車工業(株)
水戸市 大和電設(株)
水戸市 新和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
水戸市 (株)市毛造園
水戸市 一般財団法人　茨城県薬剤師会 検査ｾﾝﾀｰ
水戸市 常洋水産(株)水戸支店
水戸市 茨城日産自動車(株)水戸新原店
水戸市 ﾆｯﾀﾝ(株)水戸支店
水戸市 (株)内田洋行ITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 (株)金澤四郎商店
水戸市 (株)ｴﾑ･ﾋﾞｰ･ｼｰ
水戸市 信用商事(株)
水戸市 (株)常磐第一興商　本店
水戸市 (株)ﾆｯｾｲｺﾑ 水戸支店
水戸市 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ(株)茨城支店
水戸市 東芝ﾃｯｸ(株) 茨城営業所
水戸市 日拓測量設計(株)
水戸市 水戸市保健所
水戸市 こくみん共済coop茨城推進本部
水戸市 茨城道路(株)
水戸市 東部燃焼器具販売(株)
水戸市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東 水戸内原
水戸市 (株)大内工務店
水戸市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ水戸ｾﾝﾀｰ
水戸市 (有)倉川自動車整備工場
水戸市 (株)ｳﾞｨｵｰﾗ
水戸市 東日本旅客鉄道(株)水戸支社 水戸電力技術ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ｸﾞﾗﾝｼｴﾙｾｷｼｮｳ ﾌﾟｼﾞｮｰ水戸
水戸市 三和ｼﾔｯﾀｰ工業(株)水戸統括営業所
水戸市 (株)上水戸関工務店
水戸市 菅原工業(株)
水戸市 京葉ｶｯﾀｰ工業(株)
水戸市 ｾｷｼｮｳ水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 (株)新日警管財
水戸市 髙瀬物産(株)水戸支店
水戸市 深谷瓦工業(株)
水戸市 日本郵便(株)赤塚郵便局
水戸市 (株)綿正工務店
水戸市 (有)海野ﾄﾞﾗｲｸﾘｰﾆﾝｸﾞ店
水戸市 (株)巴水道工業
水戸市 (株)暁恒産
水戸市 (株)関根工務店
水戸市 (有)森田商事
水戸市 栃木ｱﾝｶｰ工業(株)水戸営業所
水戸市 (株)上水戸大久保工務店
水戸市 関東鋼鉄(株)
水戸市 (株)茨城電通
水戸市 大東建託(株)水戸支店
水戸市 東日本警備保障(株)
水戸市 丸大燃工(株)
水戸市 (株)ﾂｼﾞﾀｹ
水戸市 ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄ(株)
水戸市 富士企業(株)
水戸市 (株)ﾗｲﾌﾗｲﾝ　青柳葬祭本部
水戸市 (株)棟匠　本社
水戸市 環境ｳｨｻﾞｰﾄﾞ(株)
水戸市 (株)清田工業



水戸市 (株)ﾀﾞｽｷﾝ･ｱｼ
水戸市 (株)ｺﾛﾅ 北関東支店水戸営業所
水戸市 (株)水戸ﾘｰｽｷﾝ
水戸市 (株)ﾖｼｹｲ水戸
水戸市 (株)田徳
水戸市 文化ｼｬｯﾀｰ(株)水戸営業所
水戸市 (株)内外装工事
水戸市 戸部電機(株)水戸営業所
水戸市 (株)松村乳業 水戸営業所
水戸市 ﾀｲﾍｲ(株)水戸出張所
水戸市 ﾊﾞｲｴﾙ薬品(株)北関東甲信越支店
水戸市 (株)ｺｳﾉ
水戸市 (株)ｼﾞｬｯｸｽ水戸支店
水戸市 常総開発工業(株)水戸支店
水戸市 秀和興産(株)
水戸市 茨城高野電気工事(株)
水戸市 ｷﾘﾝﾋﾞｰﾙ(株)北関東支社茨城支店
水戸市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾑｽﾞ
水戸市 矢野電設(株)
水戸市 桧山化研(株)
水戸市 ﾀﾞｲｶﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)
水戸市 共栄鉄筋工業(株)
水戸市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)水戸営業所
水戸市 茨城中央ﾎｰﾑ(株)水戸支店
水戸市 (株)茨城毎日広告社
水戸市 ｱｸｱﾃｸﾉ(株)
水戸市 (株)茨城県水戸中央花き市場
水戸市 (株)浜喜
水戸市 (有)酒井建設工業
水戸市 (有)川﨑製麺所
水戸市 三和企画(株)
水戸市 (株)ﾀｶﾑﾗ 水戸営業所
水戸市 (株)水戸沢井薬品
水戸市 (株)高砂商事
水戸市 (有)協立調理機
水戸市 ﾋﾞｭｰﾃｰ(株)水戸営業所
水戸市 ｷｯｾｲ薬品工業(株)関越支店 茨城営業所
水戸市 明和ﾌﾟﾗﾝﾄ(株)
水戸市 (株)ｹｰﾋﾞｰｴｽ
水戸市 ﾄｷﾜ通信工業(株)
水戸市 (株)ｹｲﾕｳ
水戸市 参天製薬(株)関東第一支店　茨城営業所
水戸市 (株)園部電気
水戸市 (株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 茨城支店
水戸市 東海ｹﾐｰ(株)
水戸市 (株)ｻﾝｺｳ
水戸市 藤電気(株)
水戸市 (株)環境測定ｻｰﾋﾞｽ
水戸市 (株)ﾊﾟﾜｰﾏｰﾄ
水戸市 (株)明治ｶﾞｽﾃｯｸ
水戸市 (株)昭和ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ 水戸営業所
水戸市 ﾐﾅﾄ防災通信工業(株)
水戸市 ｱｻﾋﾋﾞｰﾙ(株)茨城支社
水戸市 (株)ﾔﾏｷ
水戸市 津久波工業(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ 水戸営業所
水戸市 丸八管材(株)
水戸市 (株)ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 水戸地区事務所
水戸市 ｵﾑﾛﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
水戸市 関口建材(株)
水戸市 (株)開発計画研究所
水戸市 水戸市消防局 南消防署



水戸市 大和ﾘｰｽ(株)水戸支店
水戸市 (株)玄設計
水戸市 三井住友海上火災保険(株)茨城支店
水戸市 ｺｰｾｰ化粧品販売(株)水戸支店
水戸市 (株)山本ﾊﾟﾈﾙ
水戸市 茨城同窓電気(株)
水戸市 ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ東京(株) 水戸営業所
水戸市 (株)日本ﾄﾞﾗｲ
水戸市 京ｾﾗﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)水戸営業課
水戸市 (株)ﾉｰﾘﾂ 水戸営業所
水戸市 (株)ﾏﾙｾﾞﾝ 水戸営業所
水戸市 関東寿(株)
水戸市 (有)木村ｸﾚｰﾝ
水戸市 東日本電気興業(株)
水戸市 理研計器(株)水戸営業所
水戸市 (株)三上建築事務所
水戸市 (株)帝国ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 水戸支店
水戸市 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(株)水戸ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
水戸市 茨城ｹﾝﾄ販売(株)
水戸市 (株)富士通ｴﾌｻｽ　茨城支店
水戸市 (株)ﾄﾞｺﾓCS 茨城支店
水戸市 興和(株)東京第二支店 水戸営業所
水戸市 三浦工業(株)水戸営業所
水戸市 (株)NTT東日本-南関東 千葉事業部　茨城支店
水戸市 FVｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)東日本支店
水戸市 (株)ﾎﾝﾀﾞﾍﾞﾙﾉ茨城北　本社
水戸市 (株)ｱｻﾝﾃ　水戸営業所
水戸市 積水ﾊｳｽ(株)東関東ｶｽﾀﾏｰｽﾞｾﾝﾀｰ水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 水戸ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ﾄﾐﾅｶﾞ
水戸市 (株)水戸高圧ｶﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)業電社
水戸市 持田製薬(株)水戸事業所
水戸市 (株)笹島板金工業
水戸市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部　茨城
水戸市 服部ｺｰﾋｰﾌｰｽﾞ(株)水戸支店
水戸市 ｵﾘｯｸｽ(株)水戸支店
水戸市 田辺三菱製薬(株)水戸営業所
水戸市 (株)𠮷田工務店
水戸市 (有)大平組
水戸市 (株)LIXIL 茨城支店
水戸市 住友林業(株)住宅・建築事業本部 水戸支店
水戸市 鈴縫工業(株)水戸営業所
水戸市 一般社団法人　茨城県ﾄﾗｯｸ協会
水戸市 (株)水戸警備保障
水戸市 (株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　水戸営業所
水戸市 (有)松建興業
水戸市 農林水産省　関東農政局　 那珂川沿岸農業水利事業所
水戸市 (株)ﾀﾞｽｷﾝｻｰｳﾞ北関東 ﾀﾞｽｷﾝ河和田支店
水戸市 NTTﾃﾞｰﾀｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ(株)水戸営業所
水戸市 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)水戸事務所
水戸市 近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ(株)水戸支店
水戸市 (有)ﾃﾝ商事ｻｰﾋﾞｽ 本社
水戸市 ｶﾝﾌﾟﾛ(株)
水戸市 茨城ｾｷｽｲﾊｲﾑ(株)
水戸市 社会福祉法人 水戸市社会福祉協議会
水戸市 (株)ﾌﾞｯｸｴｰｽ 事業統括本部
水戸市 (株)日宣ﾒﾃﾞｨｯｸｽ
水戸市 茨城ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ(株)本社
水戸市 関東ﾌﾛｰｽﾞﾝ(株)茨城第一支店
水戸市 (株)常陽銀行 赤塚支店
水戸市 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)茨城支店



水戸市 石津建材(株)水戸支店
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株) ﾏｲﾈ平須
水戸市 一般財団法人　水戸市公園協会
水戸市 日瀝道路(株)茨城支店
水戸市 ﾊｰﾄ(株)水戸支店
水戸市 鹿島道路(株)茨城営業所
水戸市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)RVGarage水戸ｲﾝﾀｰ
水戸市 宇田電機(株)
水戸市 NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)茨城支店
水戸市 (株)ﾀﾞｽｷﾝﾔﾏﾀﾞ
水戸市 日本電気(株)茨城支店
水戸市 (株)晃伸工業
水戸市 (有)三光警備保障
水戸市 (株)ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水戸道路事務所
水戸市 水戸農業協同組合 東部営農資材ｾﾝﾀｰ常澄ｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城県国民健康保険団体連合会
水戸市 (株)ﾀﾀﾞﾉ 水戸営業所
水戸市 旭化成ﾌｧｰﾏ(株)水戸営業所
水戸市 (株)ｼｰｹﾙ
水戸市 能美防災(株)茨城支社
水戸市 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支社
水戸市 水戸農業協同組合 渡里支店
水戸市 水戸農業協同組合 酒門支店ｾﾝﾀｰ
水戸市 水戸農業協同組合 内原支店
水戸市 五光警備保障(株)
水戸市 水戸農業協同組合 常澄支店
水戸市 (有)ｴｰｽｶﾞｰﾄﾞ
水戸市 ｼﾋﾞﾘｱﾝ警備保障(株)茨城支社
水戸市 NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ(株) 首都圏事業部 茨城支店
水戸市 (株)日立ｼｽﾃﾑｽﾞ 茨城支店
水戸市 (有)ｽｽﾞｷﾌｧｰﾑ
水戸市 (株)ｼﾞｰｼｰｼｰ 茨城支社
水戸市 (株)ﾃﾞﾊﾞｲｽ
水戸市 (株)ﾄｽﾈｯﾄ茨城 水戸営業所
水戸市 日新警備保障(株)
水戸市 (株)ｶﾝｴｲ
水戸市 常盤警備保障(株)
水戸市 大日本住友製薬(株)水戸営業所
水戸市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)水戸内原店
水戸市 (株)常磐工務店
水戸市 (株)ｾｲｺｰﾏｰﾄ　関東本部
水戸市 日本ﾎﾞﾝｺｰﾄ(株)
水戸市 東京海上日動調査ｻｰﾋﾞｽ(株)東関東事業所　水戸損害ｻｰﾋﾞｽ課
水戸市 (株)ﾛｰｿﾝ 茨城東支店
水戸市 (有)ｱｵﾔｷﾞ機工
水戸市 常陽ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ(株)
水戸市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)水戸千波店
水戸市 OKIｸﾛｽﾃｯｸ（株）
水戸市 (株)ﾜｲ･ｴｽ･ｹｰ
水戸市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　ﾚｵﾊﾟﾚｽｾﾝﾀｰ水戸店
水戸市 山新ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞ水戸
水戸市 三本ｺｰﾋｰ(株)水戸支店
水戸市 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株)
水戸市 ｱｻﾋﾄﾞﾗﾌﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)茨城支店
水戸市 吉久保酒造(株)
水戸市 水戸市重症心身障害児(者)通園施設あけぼの学園
水戸市 (株)ﾃﾝﾀﾞｰｹｱｼﾞｬﾊﾟﾝ
水戸市 創価学会茨城文化会館
水戸市 (株)日立産業制御ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 茨城支店
水戸市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)東日本支店 茨城事業所
水戸市 関東管区警察局 茨城県情報通信部
水戸市 茨城租税債権管理機構



水戸市 介護老人保健施設　ﾅｰｼﾝｸﾞﾎｰﾑかたくり
水戸市 KDDI(株)
水戸市 (株)ｻﾄｰ 茨城支店
水戸市 茨城ﾄﾝﾎﾞ(株)
水戸市 (有)ﾜﾀﾅﾍﾞ商事
水戸市 (株)新教研
水戸市 (株)山新
水戸市 (株)江東微生物研究所
水戸市 (株)ﾋﾟｺｲ 水戸支店
水戸市 (株)広和設計
水戸市 ｱﾏﾉ(株)水戸支店
水戸市 ｱｰｽ製薬(株)水戸駐在所
水戸市 東日本旅客鉄道(株)水戸土木技術ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)伊藤園　水戸西部支店
水戸市 (株)NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ中央茨城支店
水戸市 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ常葉(株)水戸営業所
水戸市 水戸ｱﾙﾐ工業(株)
水戸市 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会
水戸市 軽費老人ﾎｰﾑ ｹｱﾊｳｽみと
水戸市 中央労働金庫 水戸南支店
水戸市 (株)ｻﾝ･ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ
水戸市 茨城民警(株)
水戸市 住友不動産(株)茨城北ｴﾘｱ
水戸市 東鉄工業(株)水戸出張所
水戸市 ｺｽﾓ理研(株)関東支社
水戸市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ｱｸﾃｨﾌﾞﾊｰﾄさかど
水戸市 (株)NTT東日本-南関東 千葉事業部 茨城支店
水戸市 (株)ﾃﾞﾝｿｰｿﾘｭｰｼｮﾝ 茨城支店
水戸市 (株)NTT東日本-南関東 千葉事業部
水戸市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ上水戸
水戸市 ｺｽﾓ綜合建設(株)
水戸市 東洋羽毛北関東販売(株)茨城営業所
水戸市 (株)鈴木工業所
水戸市 (株)ﾔﾏｼﾀ 茨城営業所
水戸市 (有)市毛工務店
水戸市 こくみん共済COOP 茨城損調ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ水戸
水戸市 医療法人社団 協栄会 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝふたりしずか
水戸市 雲井工務店
水戸市 (有)日誠土木
水戸市 (株)常創
水戸市 高橋商事(株)
水戸市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　本社
水戸市 日立工油(株)
水戸市 ｼﾞｬﾊﾟﾝ建材(株)水戸営業所
水戸市 日特建設(株)水戸営業所
水戸市 社会福祉法人 北養会 特別養護老人ﾎｰﾑ もみじ館
水戸市 大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)水戸営業所
水戸市 一般財団法人　茨城県建設技術管理ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ﾑﾄｳ水戸支店
水戸市 ﾏﾘﾝﾌｰｽﾞ(株)茨城営業所
水戸市 東京電設ｻｰﾋﾞｽ(株)茨城ｾﾝﾀｰ
水戸市 公益財団法人 農民教育協会 鯉淵学園農業栄養専門学校
水戸市 (株)めぶきﾘｰｽ
水戸市 茨城県道路公社
水戸市 日本年金機構水戸北年金事務所
水戸市 日本年金機構水戸南年金事務所
水戸市 (有)ｱﾝﾋﾞｼｮﾝ
水戸市 日本政策金融公庫 水戸支店 国民生活事業
水戸市 HondaCars茨城/栃木　U-Select　水戸けやき台店
水戸市 ALSOK茨城(株)
水戸市 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｲﾌﾋﾟｱ青柳



水戸市 関東建設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾋﾞｼﾞｺﾝﾈｸｽﾄ
水戸市 JR東日本ﾋﾞﾙﾃｯｸ(株)水戸支店
水戸市 国土建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)
水戸市 (株)双葉
水戸市 (株)ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ
水戸市 学校法人 常磐大学
水戸市 (株)旭物産
水戸市 (株)ﾌｼﾞﾃｯｸ
水戸市 泰明電設(株)
水戸市 三菱HCｷｬﾋﾟﾀﾙｵｰﾄﾘｰｽ(株)茨城支店
水戸市 長田広告(株)水戸営業所
水戸市 (株)ｼﾞｬｽﾄ
水戸市 茨城沿海地区漁業協同組合連合会
水戸市 理工科学(株)
水戸市 ｽｳｪｰﾃﾞﾝﾊｳｽ(株)千葉支店 水戸営業所
水戸市 大和冷機工業(株)水戸営業所
水戸市 常陽施設管理(株)
水戸市 ﾎﾘｲﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)
水戸市 茨城県農業共済組合連合会
水戸市 岡田電気産業(株)住設建材水戸営業所
水戸市 (株)植幸
水戸市 積水ﾊｳｽﾘﾌｫｰﾑ東日本(株)茨城営業所
水戸市 ﾊﾟｰﾃﾞﾝ(株)
水戸市 (株)ｹｱﾌｧｸﾄﾘｰ
水戸市 ﾐｻﾜﾎｰﾑ(株)首都圏営業本部　千葉・茨城支社　茨城支店
水戸市 足立建設(株)
水戸市 いばらき中小企業ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ推進機構　
水戸市 (株)ﾐｶ
水戸市 (株)日医工茨城
水戸市 ｱﾙﾌﾟｽ建設(株)
水戸市 ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞ(株)茨城営業所
水戸市 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾗｲﾌﾋﾟｱ河和田
水戸市 (株)化研
水戸市 (株)ｶﾅﾓﾄ 水戸営業所
水戸市 (株)ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ 水戸営業所
水戸市 (有)ｱﾒﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ ﾀﾞｽｷﾝ赤塚店
水戸市 日本ﾒｯｸｽ(株)首都圏北部統括支店　茨城営業所
水戸市 花王ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)
水戸市 金属技研(株)茨城工場
水戸市 (有)ｴﾘｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ｻｰﾋﾞｽ　明日葉ｹｱｾﾝﾀｰ
水戸市 社会福祉法人 愛の会｢ﾊｰﾄ24｣水戸事業所
水戸市 介護老人福祉施設 長生園
水戸市 医療法人社団 協栄会 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰしゃらく
水戸市 社会福祉法人 尚生会 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽみと
水戸市 NTTME千葉事業所茨城ﾈｯﾄﾜｰｸｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ
水戸市 ﾅｶﾔ建設(株)
水戸市 (株)日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾕｰｱｲの家
水戸市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰｸ 茨城支店
水戸市 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)水戸事業所
水戸市 ﾀﾏﾎｰﾑ(株)水戸支店
水戸市 三菱HCｷｬﾋﾟﾀﾙ(株)茨城法人支店
水戸市 みずほ証券(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾘｸﾙｰﾄ北関東ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ水戸営業所
水戸市 (株)ゆりかご
水戸市 水戸市消防局 北消防署
水戸市 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾀｲﾔ関東(株)水戸営業所
水戸市 (株)ｴｲｼﾞｽ水戸ｻﾃﾗｲﾄ
水戸市 野村證券(株)水戸支店
水戸市 AIG損害保険(株)茨城支店



水戸市 障害者支援施設 ありすの杜
水戸市 京成ﾎﾃﾙ(株)水戸京成ﾎﾃﾙ
水戸市 ﾃﾙｳｪﾙ東日本(株)茨城支店
水戸市 ｴｽｹｰ化研(株)水戸営業所
水戸市 特別養護老人ﾎｰﾑ 渡里すずらん苑
水戸市 (株)日本造園
水戸市 双葉陽だまり館
水戸市 介護老人保健施設 つまさと
水戸市 介護老人保健施設 くるみ館
水戸市 (株)常陸物産
水戸市 日新火災海上保険(株)水戸ｻｰﾋﾞｽ支店
水戸市 日本光電工業(株)東関東支店　医療圏営業部　水戸営業所
水戸市 水戸ｹｱｾﾝﾀｰそよ風
水戸市 西武工業(株)
水戸市 (株)ﾌｨﾘｯﾌﾟｽｼﾞｬﾊﾟﾝ　水戸営業所
水戸市 富士通ｴﾌｻｽ東日本ｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ(株)茨城ｶｽﾀﾏｻｰﾋﾞｽ部　水戸ｻｰﾋﾞｽ課
水戸市 (株)USEN 水戸支店
水戸市 ｱｴﾗﾎｰﾑ(株)水戸店
水戸市 ｲｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)茨城ﾌｨｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
水戸市 ｱﾌﾗｯｸ 水戸支社
水戸市 日東ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)水戸支店
水戸市 一般財団法人　茨城県住宅管理ｾﾝﾀｰ
水戸市 ﾕﾀｶ建設工業(株)
水戸市 帝人ﾍﾙｽｹｱ(株)
水戸市 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 水戸けやき台
水戸市 (株)ｱｲｼﾞｪｲｴｽ
水戸市 (株)新栄設備工業
水戸市 (株)大洋
水戸市 ｹｲﾐｭｰﾎｰﾑﾃｯｸ(株)水戸営業所
水戸市 (株)穴吹ｺﾐｭﾆﾃｨ水戸営業部
水戸市 大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(株)南関東支店 茨城営業所
水戸市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株)水戸営業所
水戸市 特定非営利活動法人 友の会かたくりﾎﾟｯｹ
水戸市 第一環境(株)水戸営業所
水戸市 ｱﾙｲﾝｺ(株)ｵｸﾄ事業部　北関東/東北支店　水戸営業所
水戸市 茨城県信用組合 上水戸支店
水戸市 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 水戸県庁前店
水戸市 (株)ﾋﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 水戸支店
水戸市 (株)ﾀﾜｰﾗｲﾝ・ｿﾘｭｰｼｮﾝ茨城営業所
水戸市 医療法人鳳香会　介護老人保健施設 大串の里
水戸市 (株)ｻﾝｱﾒﾆﾃｨ
水戸市 明治安田生命保険相互会社　水戸支社
水戸市 (株)ﾀｳ 水戸支店
水戸市 (株)ﾄｰﾎｰ･北関東水戸支店
水戸市 (株)ゆうちょ銀行 茨城ﾊﾟｰﾄﾅｰｾﾝﾀｰ
水戸市 ｲｵﾝｸﾚｼﾞｯﾄｻｰﾋﾞｽ(株)水戸支店
水戸市 ﾘﾝﾅｲ(株)水戸営業所
水戸市 (株)ﾄｰﾀﾙ･ﾜｰｸ　水戸営業所
水戸市 住友林業ﾎｰﾑﾃｯｸ(株)水戸支店
水戸市 (株)保健科学東日本水戸営業所
水戸市 社会福祉法人 高福会 特別養護老人ﾎｰﾑ 森の家ひらす
水戸市 (株)ｹｱ･ｱﾐﾃｨ
水戸市 富士産業(株)水戸営業所
水戸市 (株)ｵｰﾃｽ
水戸市 日本ﾃｸﾉ(株)水戸営業所
水戸市 (株)富士住建 水戸
水戸市 (株)ｼﾞｪｲｴｽｹｲ
水戸市 (株)ｻﾝｸﾚｯｸｽ
水戸市 ゆうちょ銀行 水戸店
水戸市 積水ﾊｳｽ不動産東京(株)水戸賃貸営業所
水戸市 (株)仙台銘板 水戸営業所
水戸市 一般財団法人 関東電気保安協会　茨城事業本部水戸事業所



水戸市 世紀東急工業(株)東関東支店　茨城営業所
水戸市 ﾀﾆｺｰ(株)水戸営業所
水戸市 (株)保健科学研究所 水戸営業所
水戸市 日本道路(株)茨城中央出張所
水戸市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ　水戸平須店
水戸市 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙ商事 水戸営業所
水戸市 ﾐﾄﾞﾘ安全茨城(株)水戸営業所
水戸市 (株)共和
水戸市 ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ(株)水戸事務所
水戸市 (株)ｶﾞｽﾊﾟﾙ水戸販売所
水戸市 (株)ﾀﾅｶ築庭
水戸市 ﾆﾁﾊ(株)水戸営業所
水戸市 SMBC日興証券(株)水戸支店
水戸市 ﾐｻﾜﾘﾌｫｰﾑ関東(株)水戸営業所
水戸市 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券(株)水戸支店
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)赤塚店
水戸市 (株)UDS
水戸市 日本ﾘｰﾃｯｸ(株)中央支店 水戸支社
水戸市 医療法人 博仁会 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 水戸河和田
水戸市 ｹｰｵｰﾃﾞﾝﾀﾙ(株)水戸営業所
水戸市 NTTﾃﾞｰﾀ ﾙｳｨｰﾌﾞ(株)関東事業所
水戸市 ﾗﾝｽﾀｯﾄﾞ(株)水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 東日本ﾒﾃﾞｨｺﾑ(株)水戸支店
水戸市 いばらき中央建設(株)水戸営業所
水戸市 ｺﾈｸｼｵ(株)ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ水戸西店
水戸市 常磐造園(株)
水戸市 東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)茨城補償相談ｾﾝﾀｰ
水戸市 総合福祉ﾂｸｲ 水戸
水戸市 水戸税務署
水戸市 (株)ﾀﾂﾉ 水戸営業所
水戸市 (株)かんぽ生命保険 茨城支店
水戸市 社会福祉法人 やまびこの里福祉会 かしの木水戸
水戸市 (株)ﾋﾞｰ･ｴﾑ･ｴﾙ　水戸営業所
水戸市 (株)ﾉｰﾌﾞﾙﾎｰﾑ本社
水戸市 SOMPOひまわり生命保険(株)茨城支社
水戸市 三井住友海上あいおい生命保険(株)茨城生保支社
水戸市 (株)ｱﾍﾞﾙｺ 水戸支店
水戸市 (株)前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 茨城営業所
水戸市 (株)常陽銀行 県庁支店
水戸市 (株)ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ 茨城営業所
水戸市 茨城県警察本部　警務部　警務課
水戸市 茨城県警察本部　警務部　教養課
水戸市 茨城県警察本部　警務部　留置管理課
水戸市 茨城県警察本部　生活安全部　少年課
水戸市 茨城県警察本部　生活安全部　生活環境課
水戸市 茨城県警察本部　地域部　地域課
水戸市 茨城県警察本部　刑事部 刑事総務課
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　捜査第一課
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　捜査第二課
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　捜査第三課
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　組織犯罪対策課
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　薬物銃器対策課
水戸市 茨城県警察本部　交通部　交通総務課
水戸市 茨城県警察本部　交通部　交通指導課
水戸市 茨城県警察本部　警備部　公安課
水戸市 茨城県警察本部　警備部　警備課
水戸市 茨城県警察本部　警備部　外事課
水戸市 茨城県警察本部　地域部　自動車警ら隊 本隊
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　機動捜査隊 本隊
水戸市 茨城県警察本部　交通部　交通機動隊
水戸市 茨城県警察本部　交通部　高速道路交通警察隊
水戸市 茨城県警察本部　警備部　機動隊



水戸市 水戸警察署
水戸市 (株)ｴｸｼﾝｸﾞ 直販営業部　水戸支店
水戸市 (株)森田建材
水戸市 社会医療法人財団 古宿会 水戸中央病院
水戸市 文化ｼﾔｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ(株)水戸ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
水戸市 (株)小泉東関東 水戸営業所
水戸市 住友林業ﾎｰﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)東関東事業部　水戸ｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城県信用組合 赤塚支店
水戸市 介護老人保健施設 みがわ
水戸市 関友商事(株)水戸営業部
水戸市 (株)ｴﾑｴｽ 水戸営業所
水戸市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)水戸大洗ｲﾝﾀｰ店
水戸市 岡田電気産業(株)水戸西営業所
水戸市 日本瓦斯(株)水戸南営業所
水戸市 茨城保健生活協同組合 城南病院　ﾃﾞｲｹｱ
水戸市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　虹
水戸市 関東ｴｱ･ｳｵｰﾀｰ(株)水戸営業所
水戸市 (株)高速 水戸営業所
水戸市 日本電設工業(株)茨城営業所
水戸市 (株)ﾈｸｽｺ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ関東 水戸事業所
水戸市 (株)ﾌﾚｱｽ 茨城事業所
水戸市 ｻﾝﾃｯｸ(株)水戸営業所
水戸市 一建設(株)　住宅展示場 水戸赤塚店
水戸市 日興通信(株)水戸支店
水戸市 日本ｺﾑｼｽ(株)茨城TS
水戸市 (株)常陽銀行 内原支店
水戸市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　渡里店
水戸市 茨城県厚生農業協同組合連合会
水戸市 筑波大学附属病院水戸地域医療教育ｾﾝﾀｰ茨城県厚生連総合病院水戸協同病院
水戸市 桜川陽だまり館
水戸市 (株)ｱﾋﾞｯｸ
水戸市 (株)茨城ｹｲﾃｸﾉ
水戸市 美和電気工業(株)茨城営業所
水戸市 (株)ﾐﾄﾚﾝ
水戸市 ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ 梅寿園
水戸市 鳥居薬品(株)水戸ｵﾌｨｽ
水戸市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　水戸店
水戸市 日本郵便(株)茨城検査室
水戸市 (株)ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ 茨城北ｿﾞｰﾝ事務所
水戸市 (株)西原商会関東 水戸営業所
水戸市 (有)ｴｨﾁﾜｲﾃｨ
水戸市 積和建設東関東(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東　水戸自由が丘店
水戸市 ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ(株)ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ水戸
水戸市 (株)LIXILﾘｱﾙﾃｨ北関東統轄事業部
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　鑑識課
水戸市 茨城県警察本部　警務部　総務課
水戸市 水戸済生会総合病院
水戸市 日本空調ｻｰﾋﾞｽ(株)水戸営業所
水戸市 (株)LIXILﾘｱﾙﾃｨ赤塚駅南営業所
水戸市 (株)LIXILﾘｱﾙﾃｨ北関東統轄事業部　ﾏｲﾙｰﾑ館賃貸部 城南営業所
水戸市 (株)LIXILﾘｱﾙﾃｨ北関東統括事業部　ﾏｲﾙｰﾑ館 笠原営業所
水戸市 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)茨城支店
水戸市 (株)双葉電機製作所
水戸市 一般社団法人　日本自動車連盟 茨城支部 水戸基地
水戸市 KDDIまとめてｵﾌｨｽ(株)ｿﾘｭｰｼｮﾝ水戸支店
水戸市 茨城県県民生活環境部 生活文化課
水戸市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害調査(株)水戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 ﾕﾅｲﾄ(株)水戸営業所
水戸市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)水戸6号ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
水戸市 日本郵便(株)水戸中央郵便局 第1集配営業部
水戸市 日本郵便(株)水戸中央郵便局 第2集配営業部



水戸市 (株)装研ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
水戸市 (株)ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 水戸ﾎｰﾘｰﾎｯｸ
水戸市 (株)ﾊﾞｰﾝﾘﾍﾟｱ 茨城ｾﾝﾀｰ
水戸市 ﾉﾎﾞﾉﾙﾃﾞｨｽｸﾌｧｰﾏ(株)
水戸市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支店
水戸市 (株)ｴｲｼﾞﾚｽｻｰﾋﾞｽ
水戸市 ﾎﾃﾙ ﾃﾗｽｻﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ水戸
水戸市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支社　水戸事業所
水戸市 茨城ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ(株)本社
水戸市 大鵬薬品工業(株)千葉支店 水戸出張所
水戸市 (株)常磐第一興商 水戸支店
水戸市 (株)関電工　茨城支店社会ｲﾝﾌﾗ工事部地中配電施工ﾁｰﾑ
水戸市 (株)ｱｶｷﾞ 水戸営業所
水戸市 (株)ｲﾜｷ　水戸営業所
水戸市 (株)ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ　ﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京支店 第二営業部　茨城営業所
水戸市 (株)筑波銀行 事務集中部 水戸集中センター
水戸市 (株)Cｶﾝﾊﾟﾆｰ　ﾘﾊﾌﾟﾗｲﾄﾞ水戸
水戸市 特別養護老人ﾎｰﾑ 東野の家
水戸市 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)
水戸市 関東日本ﾌｰﾄﾞ(株)水戸営業部
水戸市 (株)茨城読売IS（事業本部）
水戸市 社会福祉法人水戸市社会福祉協議会訪問ｻｰﾋﾞｽ事業所みらい
水戸市 ｲﾌｼﾞ産業(株)関東事業部
水戸市 茨城県警察本部　生活安全部　人身安全対策課
水戸市 (株)ﾂｸｲ　ﾂｸｲ･ｻﾝﾌｫﾚｽﾄ水戸
水戸市 富士産業(株)茨城事業部
水戸市 東海生ｺﾝ(株)水戸事業所
水戸市 (株)ｱﾝｶｰｽﾀｯﾌ
水戸市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城自動車法人営業部水戸自動車営業課
水戸市 (株)不動産情報館ﾂｼﾞﾀ
水戸市 (株)ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ 水戸営業所
水戸市 (有)ｼｭｳﾄｸ
水戸市 (株)ｱﾝﾍﾟﾙ 本店
水戸市 (株)東京BK足場 水戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 ｱｸﾃｨ(株)茨城営業所
水戸市 NTT東日本 千葉事業部　茨城支店
水戸市 (株)ﾂｸｲ 水戸赤塚
水戸市 (株)ﾑｻｼｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ水戸営業所
水戸市 (株)LIXILﾘｱﾙﾃｨ 北関東統括事業部　ﾏｲﾙｰﾑ館水戸北営業所
水戸市 (株)東ﾘｰｽ 水戸営業所
水戸市 東和薬品(株)水戸営業所
水戸市 (株)筑波銀行 水戸駅南支店
水戸市 日之出水道機器(株)茨城営業所
水戸市 (株)ﾆﾁｲ学館 水戸支店
水戸市 (株)筑波銀行 県庁支店
水戸市 (株)筑波銀行 渡里支店
水戸市 ﾒｯﾄﾗｲﾌ生命保険(株)水戸支社
水戸市 日本ｺﾑｼｽ(株)新水戸ﾃｸﾉｽﾃｰｼｮﾝ
水戸市 (有)環境保全ｻｰﾋﾞｽ
水戸市 (株)ﾓﾘﾀ 水戸営業所
水戸市 東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)東関東本部お客様営業第3G
水戸市 新興ｻｰﾋﾞｽ(株)北関東支店 水戸営業所
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)内原ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾌｫｰﾑ(株)関東支社
水戸市 (株)日本ｹｱｻﾌﾟﾗｲ　水戸営業所
水戸市 茨城電建工業(株)
水戸市 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)茨城総支社
水戸市 ｴｸｼｵｲﾝﾌﾗ(株)東関東支店
水戸市 (有)ｻﾝｴｽﾘｰｽ
水戸市 (株)もりぞう 茨城支店
水戸市 ﾘﾊﾋﾞﾘ専門ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽたんぽぽ
水戸市 ﾐﾉｼﾏ(株)茨城営業所



水戸市 日本清掃(株)
水戸市 城東通信建設(株)
水戸市 ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ水戸本館
水戸市 香陵住販(株)県庁南大通り支店
水戸市 香陵住販(株)赤塚駅前支店
水戸市 香陵住販(株)50号ﾊﾞｲﾊﾟｽ支店
水戸市 香陵住販(株)駅南支店
水戸市 香陵住販(株)ﾌｫｰﾗｲﾌｵﾌｨｽ
水戸市 香陵住販(株)本社
水戸市 ｵﾘｯｸｽ・ﾚﾝﾃｯｸ(株)水戸支店
水戸市 医療法人社団 北水会ｱｼｽﾃｯﾄﾞｳﾞｨﾗかわわだ
水戸市 社会福祉法人　北養会　ｽﾜﾝ保育園
水戸市 (株)ｽｲｺｳｱｾｯﾄ
水戸市 大和ﾊｳｽﾘﾌｫｰﾑ(株)茨城営業所
水戸市 (株)ﾃｸﾉ・ｻｰﾋﾞｽ　水戸営業所
水戸市 医療専門学校水戸ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾚｯｼﾞ
水戸市 いばらき中央福祉専門学校
水戸市 (株)ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ　ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝ百合が丘
水戸市 ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ水戸新館
水戸市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾑｽﾞ　水戸赤塚住宅公園店
水戸市 (株)東京商工ﾘｻｰﾁ水戸支店
水戸市 ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ水戸元吉田館
水戸市 (株)FUYOU
水戸市 住宅情報館(株)水戸店
水戸市 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ（株）
水戸市 ｼﾞｬｽﾄｻｰﾋﾞｽ(株)
水戸市 西尾レントオール（株）茨城営業部
水戸市 一般財団法人　安寿苑　ﾛｰｽﾞｳﾞｨﾗ水戸
水戸市 茨城県警察本部　生活安全部　サイバー犯罪対策課
水戸市 ﾌﾟﾗｲﾑｹｱ関東(株)　茨城ｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城日化ｻｰﾋﾞｽ(株)水戸支店
水戸市 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)茨城総支社
水戸市 (株)ﾉｰｻﾞ 茨城支店
水戸市 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ　水戸ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
水戸市 ｱｯﾄﾗｽﾄ(株)
水戸市 (株)ﾐﾉﾙ
水戸市 (有)秀和ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
水戸市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)
水戸市 (株) ﾊﾟﾊﾟまるﾊｳｽ 水戸支店
水戸市 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ(株) 水戸営業所
水戸市 茨城県農林水産部　林業課
水戸市 ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ　水戸住吉店
水戸市 (株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ水戸
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ自由が丘
水戸市 (株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　日立営業所
水戸市 (株)安藤・間　水戸営業所
水戸市 (有)双葉広告
水戸市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　大洗営業所
水戸市 (株)ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ 水戸営業所
水戸市 (株)茨城興産
水戸市 医療法人鳳香会　介護老人保健施設　渡里の里
水戸市 (株)ﾏｲﾅﾋﾞ　茨城支社
水戸市 ﾛｰﾚﾙﾊﾞﾝｸﾏｼﾝ（株）水戸営業所
水戸市 茨城県中央児童相談所
水戸市 茨城県福祉相談ｾﾝﾀｰ
水戸市 内原ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
水戸市 社会福祉法人樅山会特別養護老人ﾎｰﾑ欅倶楽部
水戸市 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄｺﾈｸﾄ(株)
水戸市 (株)ﾕｱﾃｯｸ　茨城営業所
水戸市 ﾆﾌﾟﾛ(株)茨城支店
水戸市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)水戸泉町店
水戸市 (株)ｱﾏﾀﾞ　水戸営業所



水戸市 愛正会記念茨城福祉医療ｾﾝﾀｰ
水戸市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)工務部北部建設センター
水戸市 ﾅｽﾗｯｸ(株)水戸営業所
水戸市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城通信ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ
水戸市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)　茨城用地ｸﾞﾙｰﾌﾟ
水戸市 富士ﾌｨﾙﾑﾍﾙｽｹｱｼｽﾃﾑｽﾞ(株)水戸ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
水戸市 (株)ｿﾘﾄﾞ
水戸市 ｴｽ･ｲｰ･ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(株)茨城支店
水戸市 ｱｻﾋｶﾞｽ(株)茨城支店　水戸営業所
水戸市 ﾄｰﾓｸ(株)　水戸営業所
水戸市 (株)LIXILﾋﾞﾙ北関東支店　ﾋﾞﾙ茨城営業所
水戸市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　県庁前ｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ﾌﾟﾛﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　水戸営業所
水戸市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅけやき台
水戸市 (株)土屋通信
水戸市 香陵住販(株)茨大前支店
水戸市 よってみっぺ!!さか天ﾊﾟｰｸ
水戸市 一建設(株)　水戸営業所
水戸市 SMFLﾚﾝﾀﾙ(株)ｻﾝﾈｯﾄﾜｰｸ東京　水戸営業所
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸSSｻｰﾋﾞｽ(株)
水戸市 (株)ﾊﾝﾃﾞｯｸｽ茨城営業所
水戸市 特別養護老人ﾎｰﾑﾌｫﾚｽﾄｳﾞｨﾗ水戸
水戸市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　見川営業所
水戸市 ｹｱｽﾃｰｼｮﾝ藤が原
水戸市 ﾕﾆｵﾝﾃｯｸ(株)水戸営業所
水戸市 (株)茨城ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ 水戸営業所
水戸市 茨城県警察本部　生活安全部　生活安全総務課
水戸市 ｱｽﾞﾊｲﾑ水戸ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城県警察本部　警務部　装備施設課
水戸市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰかたくりの郷
水戸市 (株)ｱｽﾃｯｸ　水戸営業所
水戸市 ﾘﾊﾋﾞﾘ専門ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽたんぽぽ　内原店
水戸市 小松ｳｵｰﾙ工業（株）　水戸営業所
水戸市 (株)茨城三協ｻｯｼｾﾝﾀｰ
水戸市 (有)ｶﾓｶﾞﾜ
水戸市 (株)塙重機工事
水戸市 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ（株）
水戸市 ﾆﾁﾚｷ（株）茨城営業所
水戸市 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)茨城中央事業所水戸SC
水戸市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　ﾃﾞｭｰﾝ水戸
水戸市 (株)ｱｽﾞ･ﾗｲﾌｹｱ　あずみ苑水戸
水戸市 ｱｲｻﾞﾜ証券(株)水戸支店
水戸市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽみと
水戸市 (株)ｻﾝｹﾞﾂ北関東支社水戸営業所
水戸市 東ﾃｸ（株）水戸営業所
水戸市 福祉ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰあすなろ
水戸市 社会福祉法人北養会もくせい
水戸市 ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞｰｸﾙｽﾞ　ｱｳﾃﾞｨ水戸
水戸市 (株)伊勢甚　本社
水戸市 (株)LIXILﾄｰﾀﾙ販売　茨城営業所
水戸市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)水戸店
水戸市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ住吉
水戸市 (株)きんでん　茨城営業所
水戸市 住友不動産(株)東関東事業所　水戸営業所
水戸市 ｶｰﾚﾎﾟ(株)水戸店
水戸市 ｶｰﾚﾎﾟ(株)本社
水戸市 丸井産業(株)水戸営業所
水戸市 一般財団法人　茨城県建築ｾﾝﾀｰ
水戸市 茨城県警察本部　刑事部　国際捜査課
水戸市 大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ(株)水戸店
水戸市 葵警備保障（株）
水戸市 茨城ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株)水戸営業所



水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)CS社首都圏社つくばｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ水戸課
水戸市 ﾊｲｳｪｲ･ﾄｰﾙ･ｼｽﾃﾑ(株)水戸ﾃｸﾉｼｮｯﾌﾟ
水戸市 一般社団法人ふうりん　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝふうりん
水戸市 JAPAN　HOME　WAND(株)茨城支社
水戸市 水戸市再資源化事業協同組合城東車庫
水戸市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)ﾊﾞﾝ・ﾄﾗｯｸｾﾝﾀｰ
水戸市 ｼｬｰﾌﾟｻﾎﾟｰﾄｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)水戸ﾌｨｰﾙﾄﾞｾﾝﾀｰ
水戸市 (株)ｻﾆｸﾘｰﾝ東京水戸営業所
水戸市 みのり監査法人茨城県監査部
水戸市 社会福祉法人北養会介護老人保健施設はなみずき
水戸市 (株)ｹｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
水戸市 (株)ｱﾒﾆﾃｨ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ　
水戸市 (株)ﾊﾟｲｵﾆｱ･ｻｰﾋﾞｽ東日本
水戸市 うちはらｽﾜﾝ保育園
水戸市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾘﾌｫｰﾑ(株)水戸営業所
水戸市 香陵住販(株)香陵南町店舗
水戸市 (株)浜田工業
水戸市 ﾌｸﾀﾞ電子南関東販売(株)　水戸営業所
水戸市 ｵｰﾃﾞﾘｯｸ(株)水戸営業所
水戸市 若築建設(株)茨城営業所
水戸市 松田産業(株)金属・環境営業本部　水戸営業所
水戸市 (株)山新　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　平須店
水戸市 昱(株)茨城支店　水戸営業所
水戸市 ｾﾝﾄｹｱ水戸
水戸市 自衛隊茨城地方協力本部　水戸募集案内所
水戸市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)水戸千波店
水戸市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)水戸駅南ｵﾚﾝｼﾞﾋﾟｯﾄ店
水戸市 ｹｲｱｲｽﾀｰ不動産(株)水戸営業所
水戸市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾚｵﾊｳｽ水戸店
水戸市 (株)ｾｷﾉ興産　水戸店
水戸市 (株)ﾃｸﾉﾌﾟﾛ　ﾃｸﾉﾌﾟﾛ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ社　水戸支店
水戸市 三英物産(株)
水戸市 (株)ｲﾔｻｶ　茨城営業所
水戸市 ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ水戸50号ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
水戸市 特別養護老人ﾎ-ﾑ　はぎの郷
水戸市 東京海上日動ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞEAST　茨城支店
水戸市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ水戸ｲﾝﾀｰ出張所
水戸市 (有)UYｻｰﾋﾞｽ
水戸市 ｾｶｲｴ(株)
水戸市 (株)ｴｰｼﾞｪﾝﾄ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ茨城支店
水戸市 (株)ﾒｲﾃｯｸ　水戸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
水戸市 ｾﾝﾄｹｱ茨城(株)ｾﾝﾄｹｱ看護小規模水戸千波ｾﾝﾄｹｱ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ水戸
水戸市 日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業(株)水戸支店
水戸市 大和ﾊｳｽ賃貸ﾘﾌｫｰﾑ(株)関東支店　茨城営業所
水戸市 (有)粉林土木
水戸市 (株)ｴﾝﾊﾟｲﾔ自動車　水戸営業所
水戸市 (株)ｼｰｽﾞﾝﾊｳｽ
水戸市 社会福祉法人　木犀会　まなーるもちの木
水戸市 中山(株)水戸支店
水戸市 社会福祉法人　木犀会　ｽﾍﾟｰｽ・ゆい
水戸市 社会福祉法人　木犀会　ｽﾍﾟｰｽ･ﾄﾞﾘｰﾑ
水戸市 ｹｱﾎｰﾑ　ｽﾏｲﾙ
水戸市 社会福祉法人　木犀会　もちの木作業所
水戸市 大成ﾛﾃｯｸ(株)常磐道水戸管内舗装補修工事事務所
水戸市 (株)ｶﾈﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
水戸市 (株)日東　北関東営業所
水戸市 土井鋼材(株)水戸事業所
水戸市 ｺﾏﾂ茨城(株)水戸支店
水戸市 (株)ｲﾊﾞｼﾞｭｳ　水戸営業所
水戸市 (株)ｴﾇ･ｴｽ・ｼｰ水戸ｻｰﾋﾞｽｼｮｯﾌﾟ
水戸市 (株)ｱｲﾀﾞ設計　水戸ﾓﾃﾞﾙ店
水戸市 富士水質管理(株)茨城営業所



水戸市 （株）ｼｰ･ｱｲ･ｼｰ水戸営業所
水戸市 積水ﾊｳｽ(株)常葉ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店　水戸店
水戸市 (株)P＆Eﾌｰｽﾞ　笠間店
水戸市 ｿﾈｯﾄ(株)水戸支店
水戸市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ　ﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ水戸本店
水戸市 (株)ｱﾏｶﾞｲ　水戸営業所
水戸市 (株)ｶﾞﾓｳ水戸支店
水戸市 飛翔警備保障（株）
水戸市 （株）植田自動車工業　
水戸市 （株）湯守
水戸市 関東ｸﾘｰﾝ設備工業(株)本社
水戸市 (株)ｱｲｶﾝ
水戸市 (株)日本工業経済新聞社　水戸支局
水戸市 (株)ﾎﾘｳﾁﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ　水戸営業所
水戸市 みとしんﾘｰｽ（株）
水戸市 (株)ｱﾒﾆﾃｨ　水戸営業所
水戸市 ﾄｰﾀﾙｹｱｻｰﾋﾞｽ　ﾍﾙｻ
水戸市 (株)ｻｲｻﾝ　水戸営業所
水戸市 (株)ﾃｨｹｲｹｲｼｸﾞﾅﾙｻｰﾋﾞｽ
水戸市 (株)ﾍｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝ
水戸市 (株)ﾛｺｺ企画装飾　水戸営業所
水戸市 (株)ﾊｰﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲ
水戸市 中央炊飯(株)本社工場
水戸市 全国農業協同組合茨城県本部　園芸資材ｾﾝﾀｰ
水戸市 (有)ｸﾘｴｲﾄ電気ｻｰﾋﾞｽ
水戸市 学校法人　八文字学園
水戸市 (株)旭商工社　水戸営業所
水戸市 (株)常陽産業研究所
水戸市 ﾊﾀﾔ商事(株)
水戸市 (株)ﾐﾂﾄﾖ　水戸営業所
水戸市 ｱｹｵ自動車商工(株)
水戸市 (株)ｴｽﾌﾞﾛｯｸ　水戸支店
水戸市 (株)ﾆﾁｲ学館　ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ河和田
水戸市 東日本電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)水戸支社　水戸電力ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 東日本電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)水戸支社水戸信号通信ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
水戸市 医療法人社団　北水会　北水会記念病院
水戸市 (株)建築資料研究社　水戸支店
水戸市 (株)高創ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)水戸西ｾﾝﾀｰ
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)あじさい通りｾﾝﾀｰ
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)わたりｾﾝﾀｰ
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)水戸東ｾﾝﾀｰ
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)千波ｾﾝﾀｰ
水戸市 大縄林業原木(株)
水戸市 (株)ABC城東営業所
水戸市 だるま食品（株）本社
水戸市 土屋空調工業（株）
水戸市 （株）ﾄｰｺｰ産業　水戸営業所
水戸市 日本調理機（株）茨城営業所
水戸市 （株）ﾊｲﾐｯｸｽﾌﾞｯｻﾝ
水戸市 東和防災工業（株）水戸支店
水戸市 （株）ﾏｲｽﾀｰ
水戸市 あいおいﾆｯｾｲ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ（株）水戸支店
水戸市 ﾃｲｹｲ（株）水戸南支社
水戸市 ﾃｲｹｲ（株）水戸支社
水戸市 医療法人　博仁会　ﾌﾛｲﾃﾞ水戸ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌﾟﾗｻﾞ
水戸市 (株)ﾗｲﾌｱｼｽﾄ　水戸支社
水戸市 社会福祉法人　育実会　水戸どんぐりの家
水戸市 (株)ﾌﾚｯｸｽ　水戸営業所
水戸市 (株)ｷｽﾃﾑ茨城支店
水戸市 社会福祉法人　愛友園
水戸市 (株)ﾏﾙｼﾝ



水戸市 社会福祉法人祐徳会　特別養護老人ﾎｰﾑ祐功の館
水戸市 (株)TJR水戸営業所
水戸市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　水戸三の丸営業所
水戸市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　水戸営業所
水戸市 朝日生命保険相互会社　茨城支社
水戸市 在宅緩和ｹｱ　もみのき診療所
水戸市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南　HondaCars茨城南水戸けやき台店
水戸市 (有)ﾌﾟﾗｲﾑｸﾘｴｲﾄ
水戸市 (株)正和電機
水戸市 MSD(株)水戸ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ
水戸市 富士祭典　水戸店
水戸市 明治安田生命保険相互会社　水戸東営業部
水戸市 住友生命保険相互会社　水戸支社
水戸市 住友生命保険相互会社　水戸支社　水戸特別営業部
水戸市 住友生命保険相互会社　水戸支社　新水戸支部
水戸市 ｹｱﾌﾟﾗｽ浜田訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ
水戸市 藤本科学(株)水戸営業所
水戸市 (株)中央地盤ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ　本社
水戸市 東水戸ﾎｰﾙ
水戸市 (株)安心確認検査機構
水戸市 ｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰ水戸
水戸市 (株)ﾌﾞﾛｰﾄﾞ水戸支店
水戸市 (株)三井住友銀行　東関東法人営業部
水戸市 (株)ISC就職支援ｾﾝﾀｰ
水戸市 JA祭典　祭典ｻﾎﾟｰﾄ室
水戸市 合同会社　JAC　成沢事業所
水戸市 (株)日東　水戸営業所
水戸市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾊｳｼﾞﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)茨城営業所
水戸市 (株)ﾕﾆﾌｫｰﾑﾈｯﾄ　水戸支店
水戸市 明治安田生命保険相互会社　水戸西営業所
水戸市 藤和建設(株)本社
水戸市 (株)斉藤塗装店
水戸市 社会福祉法人　仁心会
水戸市 (株)ﾄﾚﾝﾃﾞｨ茨城　本社営業所
水戸市 (株)高萩ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　本社
水戸市 (株)東邦銀行　水戸支店
水戸市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)元吉田ｾﾝﾀｰ
水戸市 関東ﾏﾃﾘｱﾙ(株)
水戸市 (株)ｴﾙﾋﾟｵ　水戸営業所
水戸市 (株)桧家住宅　水戸笠原展示場
水戸市 水戸赤十字病院
水戸市 (株)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ重兵衛　茨城本店・水戸ｼｮｰﾙｰﾑ
水戸市 (株)茨城日商　ﾀﾞｽｷﾝﾍﾙｽﾚﾝﾄ水戸ｽﾃｰｼｮﾝ
水戸市 家計見直し堂
水戸市 ﾘﾘｶﾗ（株）水戸営業所
水戸市 大樹生命保険（株）茨城支社
水戸市 大樹生命保険（株）水戸営業部
水戸市 (株)水工ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　本社
水戸市 公益財団法人　茨城県学校給食会
水戸市 ﾜﾀﾐの宅食　茨城　水戸営業所
水戸市 （有）冨田建設
水戸市 公益財団法人　水戸市芸術振興財団　水戸芸術館
水戸市 (株)ﾊﾟｽｺ　茨城支店
水戸市 (株)ﾀﾅｶ　水戸営業所
水戸市 ｶｲﾏｯｾ不動産（株）水戸営業所
水戸市 日本生命保険相互会社　水戸支社　水戸営業部
水戸市 日本生命保険相互会社　水戸支社
水戸市 日本生命保険相互会社　水戸支社　水戸ｼﾃｨ営業部
水戸市 日本生命保険相互会社　水戸支社　茨城代理店営業部
水戸市 日本生命保険相互会社　水戸支社　ﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞ水戸訪問ﾁｰﾑ
水戸市 水戸市医師会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝみと
水戸市 生活協同組合ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城栃木



水戸市 医療法人　弘寿会　石島整形外科医院
水戸市 (株)ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社　茨城営業所
水戸市 ﾀﾞｲﾜ薬品(株)水戸営業所
水戸市 (有)ﾆｯｷ
水戸市 学校法人 水城高等学校
水戸市 水戸女子高等学校
水戸市 社会福祉法人 清香会
水戸市 みどり幼稚園
水戸市 学校法人 ひのもと学園 大塚ひのまる幼稚園
水戸市 学校法人 安藤学園 吉田幼稚園
水戸市 ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ水戸
水戸市 学校法人 ﾘﾘｰ文化学園 ﾘﾘｰ幼稚園
水戸市 大成女子高等学校
水戸市 水戸拘置支所
水戸市 学校法人 中山学院 赤塚･渡里幼稚園
水戸市 学校法人 ﾘﾘｰ文化学園 ﾘﾘｰの森幼稚園
水戸市 一般社団法人　茨城県身体障害者福祉団体連合会
水戸市 (株)富屋葬祭
水戸市 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾙﾈｻﾝｽ水戸
水戸市 学校法人 中山学院 赤塚幼稚園
水戸市 学校法人 あさひ学園 あさひ幼稚園
水戸市 学校法人 ひまわり学園 水戸幼稚園
水戸市 ﾚｽﾄﾗﾝ 磯路
水戸市 水戸市いきいき交流センター常澄
水戸市 公立学校共済組合水戸宿泊所　ﾎﾃﾙﾚｲｸﾋﾞｭｰ水戸
水戸市 (株)ｴﾝﾄﾞｳ ﾎﾃﾙｽﾃﾉ
水戸市 可和勢
水戸市 横綱本店
水戸市 赤塚みなみ保育園
水戸市 ﾘﾘｰﾍﾞｰﾙ小学校
水戸市 左吉 水戸本店
水戸市 (株)文化ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ﾘﾘｰｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
水戸市 水戸市立 内原認定こども園
水戸市 水戸市立 双葉台中学校
水戸市 がんこ家 笠原店
水戸市 薫風 梅み月
水戸市 愛恩幼稚園
水戸市 梅の花　水戸店
水戸市 ﾌﾞﾗｲﾄﾊﾟﾙ
水戸市 認定こども園　常磐大学幼稚園
水戸市 常磐大学高等学校
茨城町 (株)進栄建設
茨城町 小松崎商事(株)
茨城町 (株)いばらき中央ｱｽｺﾝ
茨城町 (有)ﾅﾊﾞﾙ自動車
茨城町 JA高崎ﾊﾑ(株)茨城営業所
茨城町 日本郵便(株)茨城郵便局
茨城町 宇野建設工業(株)
茨城町 日東自動車機器(株)水戸工場
茨城町 茨城ｶﾞｽｾﾝﾀｰ協業組合
茨城町 茨城いすゞ自動車(株)水戸営業所
茨城町 山田車体工業(株)水戸工場
茨城町 公益財団法人 報恩会 石崎病院
茨城町 住友建機販売(株)関東甲信越統括部 茨城支店
茨城町 茨城町消防本部
茨城町 茨城日野自動車(株)茨城支店
茨城町 日本ｹﾞｰｼﾞ(株)
茨城町 大昭工業(株)
茨城町 長谷川電設工業(株)
茨城町 (株)涸沼建設工業
茨城町 (株)松浦工務店
茨城町 (株)TKR



茨城町 UDﾄﾗｯｸｽ(株)水戸ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
茨城町 小河原ｾﾒﾝﾄ工業(株)
茨城町 茨城ﾄｰﾖｰ(株)
茨城町 一般財団法人　茨城県交通安全協会 交通教育ｾﾝﾀｰ
茨城町 (株)ﾘｰﾃﾑ水戸工場
茨城町 大恵建設(株)
茨城町 茨城県赤十字血液ｾﾝﾀｰ
茨城町 北関東ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗ販売(株)水戸支店
茨城町 常陸森紙業(株)茨城事業所
茨城町 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社茨城営業所
茨城町 茨城町役場
茨城町 ｼﾝﾚｷ工業(株)茨城事業所
茨城町 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)茨城支社 茨城支店
茨城町 東洋ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
茨城町 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)水戸支店
茨城町 (有)鈴木工業所
茨城町 茨城県立消防学校
茨城町 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ(株)茨城支社
茨城町 (株)常陽銀行 長岡支店
茨城町 茨城県信用組合 奥谷支店
茨城町 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)水戸営業所
茨城町 協同組合 茨城県北公害管理協会
茨城町 茨城県農業総合ｾﾝﾀｰ 農業大学校
茨城町 (有)鈴木金物店
茨城町 (株)五建興業
茨城町 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)茨城支店　水戸ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
茨城町 (株)商
茨城町 (有)高島鉄筋工業
茨城町 長谷川建設(株)
茨城町 全国農業協同組合連合会　茨城県本部
茨城町 康和建設(株)
茨城町 (株)髙木工務店
茨城町 (有)細谷建材
茨城町 林建設工業(株)
茨城町 (有)鬼澤商店
茨城町 (株)柳田組
茨城町 三美工業(株)
茨城町 (株)内田土木 茨城営業所
茨城町 沢井工業(株)
茨城町 (有)橘川電設
茨城町 水戸農業協同組合 南部　営農資材ｾﾝﾀｰ
茨城町 茨城町水道課
茨城町 (株)共進ｻｰﾋﾞｽ
茨城町 (有)江幡工業
茨城町 (株)光和印刷 茨城町工場
茨城町 (株)ﾎﾝﾀﾞﾊﾟｰﾂ日商 茨城営業所
茨城町 茨城日野自動車(株)
茨城町 日立建機日本(株)水戸南営業所
茨城町 社会福祉法人 茨城町社会福祉協議会
茨城町 JA茨城ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)
茨城町 松浦基工(株)
茨城町 社会福祉法人　泰仁会　特別養護老人ﾎｰﾑ桜の郷元気
茨城町 介護老人保健施設 ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ
茨城町 医療法人 清真会 介護老人保健施設 ﾚｲｸﾋﾙひぬま
茨城町 (有)ｼﾞｪｲｴｲ水戸ｸﾞﾙｰﾌﾟｻｰﾋﾞｽ 長岡食材ｾﾝﾀｰ
茨城町 (株)板通 水戸支店
茨城町 生活協同組合 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城栃木 みとｾﾝﾀｰ
茨城町 日本瓦斯(株)水戸営業所
茨城町 (有)五月女生ｺﾝ水戸工場
茨城町 水戸農業協同組合 茨城支店
茨城町 外装ﾃｯｸｱﾒﾆﾃｨ(株)茨城営業所
茨城町 東邦薬品(株)水戸事業所



茨城町 ｲｾﾌｧｰﾑ(株)ｺﾝﾎﾟｽﾄ販売事務所
茨城町 茨城県警察本部　交通部　運転免許センター
茨城町 茨城県警察学校
茨城町 社会福祉法人 茨城補成会
茨城町 ｵｰﾙﾄﾞｵｰﾁｬｰﾄﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
茨城町 三菱農機販売(株)ﾀﾞｲﾔﾌﾟﾗｻﾞ茨城
茨城町 ｳｨｽﾃﾘｱ倶楽部
茨城町 (株)ﾎﾘｲ物流
茨城町 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)茨城車輌ｾﾝﾀｰ
茨城町 (有)藤枝農園
茨城町 (有)ｱｸﾄ農場
茨城町 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ のあ
茨城町 (株)宇都宮陸送
茨城町 (株)横浜ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ 北関東支店
茨城町 (有)浦井工務店
茨城町 県央共同ｱｽｺﾝ 昭和･鹿島･東亜共同企業体
茨城町 関東農政局茨城中部農地整備事業所
茨城町 明治飼糧(株)水戸研究牧場
茨城町 特別養護老人ﾎｰﾑときわ木園
茨城町 (株)ﾀｶﾐﾔ　茨城支店
茨城町 智光運送
茨城町 介護老人保健施設　桜の郷敬愛の杜
茨城町 (株)ｲﾊﾞﾄ水戸営業所
茨城町 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)
茨城町 （株）ﾌｼﾞﾀ関東支店　ｴﾝﾋﾞｼﾞｮﾝ茨城作業所
茨城町 (有)戸塚組
茨城町 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ(株)
茨城町 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)茨城町ｾﾝﾀｰ
茨城町 (株)大貫測量設計
茨城町 (株)茨城舗設
茨城町 ｶﾌﾞﾄﾌﾟﾗﾃｸ(株)
茨城町 三勝電機(株)
茨城町 学校法人 田村学園認定こども園 まさみ幼稚園
茨城町 茨城県立 茨城東高等学校
茨城町 水府学院
茨城町 いばらき幼稚園
茨城町 茨城県警察音楽隊
大洗町 (株)月の井酒造店
大洗町 (株)磯菊商店
大洗町 (株)ﾀﾔﾏ　大洗本店SS
大洗町 (有)田山工務店
大洗町 (株)水戸ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部
大洗町 大洗町消防本部
大洗町 (株)ｱﾄｯｸｽ 大洗営業所
大洗町 (株)千代田ﾃｸﾉﾙ 茨城営業所
大洗町 大洗ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ
大洗町 (株)大貫工務店
大洗町 国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 大洗研究所
大洗町 大洗町役場
大洗町 (株)田口工務店
大洗町 (株)ｱﾒｻﾞﾜ
大洗町 (株)谷藤水産
大洗町 割烹 かま家
大洗町 ﾀﾞｲｶﾂ水産(株)
大洗町 夏海造園(株)
大洗町 (株)常陽銀行 大洗支店
大洗町 力印水産(株)
大洗町 加治設備工業(株)
大洗町 (株)山本環境開発
大洗町 (株)吉田屋
大洗町 (有)田山建材
大洗町 小野瀬工業(株)



大洗町 (株)東京かねふく 大洗工場
大洗町 (株)飯岡屋水産
大洗町 (株)にんべんいち
大洗町 ﾏﾙｷﾝ米菓(有)
大洗町 (有)こうじや
大洗町 (有)日照ﾌﾟﾗﾝﾄ工業
大洗町 ｱｸｱﾜｰﾙﾄﾞ茨城県大洗水族館
大洗町 全農物流(株)関東支社　茨城営業部
大洗町 特別養護老人ﾎｰﾑ ひぬま苑
大洗町 (株)茨城ﾎﾟｰﾄｵｰｿﾘﾃｨ 大洗支社
大洗町 社会福祉法人 大洗町社会福祉協議会
大洗町 日本郵便(株)水戸中央郵便局 大洗集配ｾﾝﾀｰ
大洗町 特別養護老人ﾎｰﾑ うみべの家
大洗町 双葉ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
大洗町 武蔵野産業(株)茨城営業所
大洗町 大川設備工業(株)
大洗町 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)大洗ｾﾝﾀｰ
大洗町 （株）ｱｾﾝﾄﾞ　大洗事業所
大洗町 (株)太平洋ｸﾗﾌﾞ　大洗ｼｬｰｳｯﾄﾞｺｰｽ
大洗町 (株)木村工務店
大洗町 (株)茨交ﾎﾃﾙｽﾞ･大洗ﾎﾃﾙ
大洗町 かんぽの宿 大洗
大洗町 社会福祉法人金剛福祉会　ひじり保育園
大洗町 (株)潮騒の湯
笠間市 笠間砕石(株)
笠間市 (有)笠間給食ｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)久栄
笠間市 塚本産業(株)
笠間市 日本郵便(株)笠間郵便局
笠間市 泰榮電器(株)
笠間市 (株)小田喜商店
笠間市 笠間市消防本部 笠間消防署
笠間市 鈴木石油店
笠間市 (株)嶋建
笠間市 (株)ﾑﾗｶﾐ
笠間市 常陸農業協同組合 友部支店
笠間市 茨城電設(株)笠間営業所
笠間市 (有)常陽
笠間市 茨城県県央農林事務所 笠間地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
笠間市 (有)大沢電気
笠間市 笠間市役所 笠間支所
笠間市 笠間市役所 岩間支所
笠間市 (株)友部自動車学校
笠間市 仙波建設(株)
笠間市 笠間市役所
笠間市 (株)筑波ｴﾚｸﾄﾛﾝ　茨城工場
笠間市 (有)長谷川工業
笠間市 (株)宍戸国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部
笠間市 関彰商事(株)笠間LPGｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)海老重建設
笠間市 県央南農業共済組合
笠間市 (株)笠間自動車学校
笠間市 緑化開発(株)桜の宮ｺﾞﾙﾌ倶楽部
笠間市 PGMﾌﾟﾛﾊﾞﾃｨｰｽﾞ(株)扶桑ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
笠間市 (株)本間商事
笠間市 大平建設(株)
笠間市 昭和造園土木(株)
笠間市 (株)常陽銀行 友部支店
笠間市 (株)かねだい
笠間市 (株)笠間ｿﾌﾄﾒﾝ 橋本屋
笠間市 (株)常陽銀行 笠間支店
笠間市 友部軌道工業(株)



笠間市 社会福祉法人 自立奉仕会茨城福祉工場
笠間市 日本営繕工業(株)
笠間市 (株)福原石材工業
笠間市 山本ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(有)
笠間市 (株)ﾑﾗｶﾐｼｰﾄﾞ
笠間市 (有)郡司組
笠間市 (有)小池工務店
笠間市 (有)磯石材工業
笠間市 (株)高田工務店
笠間市 (有)清水工務店
笠間市 芳野工業(株)
笠間市 茨城日産自動車(株)笠間店
笠間市 (有)ｸﾉ商会
笠間市 板橋精機(株)岩間工場
笠間市 笠間市消防本部 友部消防署
笠間市 魚藤
笠間市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)笠間大鳥居店
笠間市 岡本興業(株)笠間工場
笠間市 (株)東山木材
笠間市 正和通信(株)
笠間市 (株)阿部建設
笠間市 ｷﾔﾉﾝﾓｰﾙﾄﾞ(株)
笠間市 茨城県動物指導ｾﾝﾀｰ
笠間市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)友部店
笠間市 浄化ｾﾝﾀｰ ともべ
笠間市 中央労働金庫 友部支店
笠間市 美原ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ(株)
笠間市 小川興業(株)
笠間市 (株)新小沼屋
笠間市 (有)立川建設
笠間市 茨鉄工業(株)
笠間市 (株)愛郷園
笠間市 笠間ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
笠間市 (有)山口設備
笠間市 社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会
笠間市 (有)大枝建設
笠間市 (株)ｽｶﾞﾊﾗ
笠間市 かさまｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽ
笠間市 茨城県農業総合ｾﾝﾀｰ
笠間市 友常石材(株)
笠間市 協業組合 茨城中央ｶﾞｽ
笠間市 (有)酒井石材店
笠間市 岩倉緑化産業(株)
笠間市 (株)ｲﾜｵ石材
笠間市 (株)ｵｰﾘｽ茨城砕石工場
笠間市 大和田ﾓｰﾀｰｽ
笠間市 日綜産業(株)岩間事業所
笠間市 ﾌｼﾞﾌｰｽﾞ(株)水戸工場
笠間市 八幡砕石工業(株)
笠間市 社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会 笠間支所
笠間市 茨城冷機ｻｰﾋﾞｽ(株)
笠間市 (有)菅谷葬儀社
笠間市 (株)柿の木坂造園
笠間市 (有)やまとも商事
笠間市 (有)加倉井板金工業
笠間市 (有)おとうふ家族
笠間市 (有)ﾜﾀﾅﾍﾞ
笠間市 ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ(株)
笠間市 (株)飯岡工業
笠間市 (有)広興茨城
笠間市 (株)柴山土建
笠間市 社会福祉法人 聖桜会



笠間市 (有)飯塚工業
笠間市 茨城県立 こころの医療ｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)笠間保全
笠間市 (株)宮本ｲﾝﾀｰ建機
笠間市 一般財団法人　全日本労働福祉協会 茨城県支部
笠間市 ｴﾌﾋﾟｺｲﾝﾀｰﾊﾟｯｸ(株)茨城営業所
笠間市 社会福祉法人　慈永会　特別養護老人ﾎｰﾑ 宍戸苑
笠間市 石塚建材
笠間市 (株)ﾖｼｹｲ茨城　岩間営業所
笠間市 公益社団法人 笠間市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)大平工務店
笠間市 (株)田中造園土木
笠間市 社会福祉法人 尚生会 ｹｱﾊｳｽかさま
笠間市 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽともべ
笠間市 社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会 岩間支所
笠間市 (株)ﾎﾝﾀﾞｵｰﾄ城西
笠間市 いがり産業(株)本社工場
笠間市 (株)新茨中
笠間市 日本郵便局(株)友部郵便局
笠間市 茨城県信用組合 友部支店
笠間市 (有)久野石材工業
笠間市 茨城県信用組合 笠間支店
笠間市 特定非営利活動法人 NPO こすもす
笠間市 (株)桧家住宅　北関東支社　水戸工事課
笠間市 髙木電設(有)
笠間市 (株)金陽社岩間工場
笠間市 医療法人社団 聖嶺会 介護老人保健施設ｼﾙﾊﾞｰﾋﾞｨﾚｯｼﾞ
笠間市 総合環境ｻｰﾋﾞｽ合同会社
笠間市 特別養護老人ﾎｰﾑ ｳﾞｨﾚｯｼﾞかさま
笠間市 笠間警察署
笠間市 常陸農業協同組合　笠間農機ｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)想石 稲田営業所
笠間市 (株)中央ろうきんｻｰﾋﾞｽ 茨城支社
笠間市 聖北会(有)敬七商事
笠間市 (株)山新　友部店
笠間市 笠間市社会福祉協議会 介護保険事業所
笠間市 (株)ﾌｶﾂ-
笠間市 常陸農業協同組合 笠間支店
笠間市 ｼﾙﾊﾞｰﾊﾟｰｸはこだ
笠間市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ笠間ｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)ｴﾑ･ｱｲ･ｺﾞﾙﾌ かさまﾌｫﾚｽﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
笠間市 (株)にこにこ建設
笠間市 日本郵便(株)岩間郵便局
笠間市 社会福祉法人 博友会 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ友部
笠間市 笠間広域森林組合
笠間市 (株)ﾋﾞｰﾈｯﾄ 笠間店
笠間市 ｱｰｽﾜｰｸ(株)
笠間市 常陸農業協同組合 笠間営農経済ｾﾝﾀｰ
笠間市 (株)筑波銀行 友部支店
笠間市 介護老人保健施設 笠間ｼﾙﾊﾞｰｹｱｾﾝﾀｰ ﾊﾟﾙ
笠間市 (株)筑波銀行 笠間支店
笠間市 (株)ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰいわま
笠間市 (株)小菅工業
笠間市 ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰかさま
笠間市 (株)ｻﾝﾗｲﾌｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
笠間市 (株)ｴｽｱｰﾙｴｽﾃﾞｨｰﾋﾞｰ社
笠間市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)笠間店
笠間市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)友部店
笠間市 東石岩間砕石(株)
笠間市 くるま工房笠間(株)
笠間市 共同生活援助事業所 ﾋﾞﾚｯｼﾞﾀﾞｯｼｭ
笠間市 渡辺福祉ｻﾎﾟｰﾄ(株)



笠間市 ﾐｻﾜ医科工業(株)旭台工場
笠間市 関東創建(株)
笠間市 一般財団法人　茨城県環境保全事業団
笠間市 ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　ｻﾞ･ﾚｲｸｽ
笠間市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ笠間
笠間市 NREｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ(株)茨城事業所
笠間市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　笠間店
笠間市 ｾﾝﾄｹｱ看護小規模友部
笠間市 黒澤工業(株)
笠間市 (株)弓削ｺﾝｸﾘｰﾄ工業所　岩間工場
笠間市 社会福祉法人　木犀会　ひまわり館
笠間市 （株）ｸﾘｴｲｼｮﾝ・ｺﾑ
笠間市 石岡ｳｴｽﾄｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
笠間市 和多屋建設工業(株)
笠間市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)笠間ｾﾝﾀｰ
笠間市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)岩間ｾﾝﾀｰ
笠間市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)友部ｾﾝﾀｰ
笠間市 特別養護老人ﾎｰﾑ　笠間ひだまり館
笠間市 坪井工業(株)笠間作業所　笠間太陽光発電所
笠間市 住友生命保険相互会社　水戸支社　笠間支部
笠間市 住友生命保険相互会社　水戸支社　友部支部
笠間市 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙ　浄土会館
笠間市 医療法人社団聖嶺会　立川記念病院
笠間市 三栄産業(株)
笠間市 笠間市環境ｾﾝﾀｰ
笠間市 笠間市こども育成支援ｾﾝﾀｰ
笠間市 (有)足立電気
笠間市 JAｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙ諏訪
笠間市 地域医療ｾﾝﾀｰかさま
笠間市 茨城県中央病院
笠間市 明治安田生命保険相互会社　笠間営業所
笠間市 ﾜﾀﾐ(株)茨城笠間営業所
笠間市 ﾊﾗﾀﾞ製茶(株)茨城営業所
笠間市 JA茨城ｴﾈﾙｷﾞｰ（株）岩間SS
笠間市 ｾﾝﾄｹｱ茨城（株）友部営業所
笠間市 日本生命保険相互会社　水戸支社　友部営業部
笠間市 社会福祉法人 岩間保育園
笠間市 めぐみこども園
笠間市 ともべ幼稚園
笠間市 合資会社 つるや商店
笠間市 岩間第一幼稚園
笠間市 学校法人 さくら学園 さくら幼稚園
笠間市 学校法人 旭学園 すみれ幼稚園
笠間市 大衆割烹 おかの
笠間市 愛の里更生園
笠間市 半よし食堂
笠間市 学校法人 川野輪学園 こじか幼稚園
笠間市 学校法人 嶋田学園 ﾄﾞﾚﾐ幼稚園
笠間市 おくのや
笠間市 まるす会館
笠間市 ｴﾘｱ ｶﾗｵｹｽﾀｼﾞｵ
笠間市 富士ｶﾝﾄﾘｰ笠間倶楽部
笠間市 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ笠間
笠間市 そば処 のざわ
笠間市 (株)近未来ﾜｰﾙﾄﾞ
城里町 (有)大座畑建設
城里町 (株)ﾉｻﾞﾜﾜｰﾙﾄﾞ城里ｺﾞﾙﾌ倶楽部
城里町 ｳｨﾝｻﾞｰﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌｱﾝﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
城里町 (株)三陽造園土木
城里町 城里町役場
城里町 (有)東海組
城里町 (株)三幸ﾎﾟﾗｲﾄ



城里町 大蔵生ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)
城里町 川広
城里町 (株)ｲﾄｳ
城里町 (有)大竹建設工業
城里町 城北測量設計(株)
城里町 (株)大崎材木店
城里町 常北建設工業(株)
城里町 (株)ｶｸﾗｲ
城里町 水戸農業協同組合 しろさと支店
城里町 日新健商(株)
城里町 社会福祉法人 城里町社会福祉協議会
城里町 関口工業(株)
城里町 (有)加藤木ﾓｰﾀｰｽ
城里町 (株)桐原工務店
城里町 (株)金長設備工業
城里町 (株)かつら設計
城里町 社会福祉法人 聖明福祉会　
城里町 一般財団法人　日本自動車研究所城里ﾃｽﾄｾﾝﾀｰ
城里町 城里町水道事業
城里町 日本郵便(株)水戸中央郵便局 石塚集配ｾﾝﾀｰ
城里町 社会福祉法人 城里町社会福祉協議会 介護保険事業所
城里町 (医)恒仁会 介護老人保健施設 ｶｰｻ･ﾋﾞｱﾝしろさと
城里町 ｵﾊﾞﾀ総業(株)北関東支店
城里町 新宿産業(株)東茨城砕石工場
城里町 社会福祉法人 博友会 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ城里
城里町 ｹｱﾚｼﾞﾃﾞﾝｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ城里
城里町 (株)常陽銀行 石塚支店
城里町 医療法人白櫻会
城里町 澤田建設(株)
城里町 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)しろさとｾﾝﾀｰ
城里町 (株)新ひたちﾌｧｰﾑ
城里町 大洋工業(株)
城里町 割烹 あやめ
城里町 ﾎﾃﾙ 大山城
城里町 (有)城里交通
城里町 学校法人 高須学園 桂幼稚園

ひたちなか市 ｶｸﾀﾞｲ水産(株)
ひたちなか市 (株)あ印
ひたちなか市 (株)吉田石油 那珂湊給油所
ひたちなか市 ﾔﾏｻ水産(株)
ひたちなか市 (株)根本鉄工
ひたちなか市 ﾓﾘﾀ繊商(株)
ひたちなか市 丸信水産(株)
ひたちなか市 (株)伊勢増
ひたちなか市 (株)常陽銀行 湊支店
ひたちなか市 (株)丸竹商店
ひたちなか市 橋本建設(株)
ひたちなか市 東水建設(株)
ひたちなか市 (株)ﾔ印
ひたちなか市 ｲﾜﾀﾆ関東(株)茨城営業所
ひたちなか市 (株)ﾖ印水産
ひたちなか市 (株)井上工務店
ひたちなか市 ﾏﾙﾀﾞｲﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ(株)
ひたちなか市 (株)せき
ひたちなか市 横信建材工業(株)
ひたちなか市 ひたちなか市役所 那珂湊支所
ひたちなか市 神敷台消防署
ひたちなか市 茨城太平洋生ｺﾝ(株)ひたちなか工場
ひたちなか市 (株)宮本冷機
ひたちなか市 (株)ﾏﾙﾋ
ひたちなか市 (株)森田水産
ひたちなか市 川達水産(株)



ひたちなか市 (株)白土ﾌﾟﾘﾝﾄ配線製作所
ひたちなか市 (株)川崎製作所
ひたちなか市 (株)八木組
ひたちなか市 (有)ｲﾜｻｷ
ひたちなか市 丸徳商事(有)
ひたちなか市 大和ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ(株)
ひたちなか市 丸喜水産(株)
ひたちなか市 (有)二川組
ひたちなか市 (株)幸田商店
ひたちなか市 (株)桶萬本社
ひたちなか市 はらや旅館
ひたちなか市 常陸設備工業(株)
ひたちなか市 (株)平磯屋商店
ひたちなか市 (株)磯前商店
ひたちなか市 (株)浜喜商店
ひたちなか市 (株)ｴｲｺｰ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ひたちなか市 岸倉興業(株)
ひたちなか市 (株)鬼沢建設
ひたちなか市 茨城県信用組合 湊支店
ひたちなか市 (株)新屋
ひたちなか市 大富印刷(株)
ひたちなか市 (株)大須賀工務店
ひたちなか市 安達商店
ひたちなか市 (株)水都交安
ひたちなか市 医療法人社団 克仁会 恵愛小林ｸﾘﾆｯｸ 介護老人保健施設 みなと苑
ひたちなか市 湊衛生(株)
ひたちなか市 (有)白土ﾌﾞﾛｯｸ
ひたちなか市 (株)おさの
ひたちなか市 (株)重守電機
ひたちなか市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)ひたちなかﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀ
ひたちなか市 (株)ﾀﾅｯｸｽ
ひたちなか市 (株)こうじや 本社･ひたちなかｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 京葉ガスリキット(株)
ひたちなか市 茨城県ひたちなか保健所
ひたちなか市 特別養護老人ﾎｰﾑ 恵苑
ひたちなか市 (有)ｳｪﾙﾌｪｱ介護事業部
ひたちなか市 ひたちなか市水道事業所
ひたちなか市 社会福祉法人 新世会 いくり苑
ひたちなか市 (株)ｼﾞｭｰﾃｯｸ 水戸営業所
ひたちなか市 (株)那波屋工業
ひたちなか市 戸田産業(株)那珂湊営業所
ひたちなか市 (株)関山商会
ひたちなか市 社会福祉法人 北養会 養護老人ﾎｰﾑ 北勝園みなと館
ひたちなか市 国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 原子力緊急時支援･研修ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 医療法人社団 克仁会 介護老人保健施設 ｻﾝﾗｲｽﾞ湊
ひたちなか市 (株)西野精器製作所
ひたちなか市 旅館 阿字ヶ浦ｸﾗﾌﾞ
ひたちなか市 藤屋ﾎﾃﾙ
ひたちなか市 (株)春日ﾎﾃﾙ
ひたちなか市 旅館 山形屋
ひたちなか市 合資会社 とらや 薄井商店
ひたちなか市 つるや旅館
ひたちなか市 社会福祉法人 敬朋福祉会 堀川保育園
ひたちなか市 つるやﾎﾃﾙ
ひたちなか市 民宿旅館 ふるさと
ひたちなか市 (有)ｼｰｻｲﾄﾞ丸徳
ひたちなか市 社会福祉法人 平磯保育園
ひたちなか市 海荘 大利
ひたちなか市 水戸刑務所
ひたちなか市 砂押ｱｸﾞﾘﾝ(株)
ひたちなか市 (株)ﾊﾚﾙﾔ産業
ひたちなか市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)笠松運動公園店



ひたちなか市 (株)日立ﾊｲﾃｸ　那珂地区
ひたちなか市 大陽日酸東関東(株)水戸営業所
ひたちなか市 (株)ﾕﾐﾉ金属工業
ひたちなか市 日立ｵｰﾄﾓﾃｨﾌﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株)佐和工場
ひたちなか市 (株)澤畑工務店
ひたちなか市 日本板硝子茨城販売(株)水戸支店
ひたちなか市 (株)和田木工所
ひたちなか市 (有)稲田製作所
ひたちなか市 (有)丸越産業
ひたちなか市 (株)長寿荘　ﾎﾃﾙｸﾘｽﾀﾙﾊﾟﾚｽ
ひたちなか市 (株)蓮田工務店
ひたちなか市 (株)日立ﾄﾗｽﾄﾊﾟｯｸ
ひたちなか市 常磐ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(株)ひたちなか事業所
ひたちなか市 (有)富士産業
ひたちなか市 東海部品(株)
ひたちなか市 (有)市毛ﾌﾚﾝﾄﾞ保育園
ひたちなか市 (有)安物産
ひたちなか市 小野瀬･木下税理士法人
ひたちなか市 (株)砂押園芸
ひたちなか市 (株)日立ﾊｲﾃｸﾏﾆﾌｧｸﾁｬ&ｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 (株)有路工務店
ひたちなか市 (株)田本工務店
ひたちなか市 (株)新井工具
ひたちなか市 勝田ｱﾙﾐ工業(株)
ひたちなか市 (有)産光重機
ひたちなか市 興陽建設(有)
ひたちなか市 工機ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)佐和工場
ひたちなか市 産機ﾘｰｽ(株)
ひたちなか市 (株)菊池精器製作所
ひたちなか市 丸心産業(株)
ひたちなか市 (株)砂押商事
ひたちなか市 (株)日立保険ｻｰﾋﾞｽ 勝田営業所
ひたちなか市 (株)海野ｶﾞｰﾃﾞﾝ
ひたちなか市 ひたちなか市役所
ひたちなか市 横建工業(株)
ひたちなか市 工機ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)勝田工場
ひたちなか市 (株)大塚ｶﾗｰ茨城事業所
ひたちなか市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)勝田店
ひたちなか市 (株)ひたちなか自動車学校
ひたちなか市 (株)常陽銀行 ひたちなか支店
ひたちなか市 ｺﾛﾅ電気(株)
ひたちなか市 ｱﾐｯｸｽ(株)
ひたちなか市 (株)ｻｲｻﾝ ひたちなか営業所
ひたちなか市 笹野消防署
ひたちなか市 北関東通商(株)
ひたちなか市 高倉建設工業(株)
ひたちなか市 茨城日野自動車(株)ひたちなか支店
ひたちなか市 (株)横須賀組
ひたちなか市 (株)中島工務店
ひたちなか市 (株)日立製作所 水戸事業所
ひたちなか市 常陸農業協同組合 勝田支店
ひたちなか市 (有)よこすか建設
ひたちなか市 陸上自衛隊 勝田駐屯地
ひたちなか市 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ 日立支店
ひたちなか市 山崎製ﾊﾟﾝ(株)千葉工場 水戸営業所
ひたちなか市 (株)泰榮　水戸事業所
ひたちなか市 (株)ｽｽﾞﾔｽ 茨城支店
ひたちなか市 日立空調ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)茨城支店
ひたちなか市 (株)今泉家具
ひたちなか市 (株)飯泉
ひたちなか市 茨城日産自動車(株)ひたちなか昭和通り店
ひたちなか市 (株)NEXT・ｶﾜｼﾏ



ひたちなか市 打越建設(有)
ひたちなか市 (株)清水石材工業
ひたちなか市 (株)ﾏｽﾀﾞ塗装店
ひたちなか市 (株)海野製凾所
ひたちなか市 植田機工(株)
ひたちなか市 茨城日化ｻｰﾋﾞｽ(株)勝田営業所
ひたちなか市 ｽﾄｳ工業(株)
ひたちなか市 小野瀬自動車(株)
ひたちなか市 西野工業(株)
ひたちなか市 (有)岩崎食品
ひたちなか市 茨城県信用組合 勝田支店
ひたちなか市 (株)飛電社
ひたちなか市 (株)上肥
ひたちなか市 常磐園芸(有)
ひたちなか市 (株)ｵｾﾔ
ひたちなか市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 勝田北店
ひたちなか市 (株)ｽｽﾞｷ繊維
ひたちなか市 (株)日立産機ｼｽﾃﾑ 勝田事業所
ひたちなか市 (株)大木組 茨城営業所
ひたちなか市 瀧澤ﾌﾞﾚｰｷ工業(株)水戸営業所
ひたちなか市 (株)山忠
ひたちなか市 油屋商事
ひたちなか市 茨城ｵｰﾄ販売(株)
ひたちなか市 (株)ﾛｯｷｰ
ひたちなか市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)勝田東石川店
ひたちなか市 (株)塙建設工業
ひたちなか市 (株)ｴﾝﾄﾞｳ電設
ひたちなか市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ稲田
ひたちなか市 関東興発(株)
ひたちなか市 茨城三菱自動車販売(株)勝田店
ひたちなか市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘひたちなかｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)勝田店
ひたちなか市 (株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ　茨城事業所　たら崎工場
ひたちなか市 (株)大栄ｵｰﾄ
ひたちなか市 檜山工業(株)
ひたちなか市 勝田第一幼稚園
ひたちなか市 (株)日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 東関東支店
ひたちなか市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)勝田店
ひたちなか市 (株)深谷建設
ひたちなか市 (株)ｳﾐﾉ
ひたちなか市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 勝田店
ひたちなか市 中山商事(株)水戸営業所
ひたちなか市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 勝田事業所
ひたちなか市 (株)小泉東関東 勝田営業所
ひたちなか市 鈴木建材
ひたちなか市 (株)日立ﾊｲﾃｸﾈｸｻｽ 茨城支店
ひたちなか市 (株)E&Eﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 富士祭典 勝田店
ひたちなか市 はしかべ自動車
ひたちなか市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)勝田昭和通り店
ひたちなか市 (有)益子商店
ひたちなか市 東関東警備保障(株)
ひたちなか市 (株)ﾌｼﾞﾀ機材
ひたちなか市 ｼｽﾃﾑ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ(株)本社
ひたちなか市 (有)喜夕八
ひたちなか市 日精(株)日立支店
ひたちなか市 田彦消防署
ひたちなか市 (有)箭内建設
ひたちなか市 (株)日立産機ｼｽﾃﾑ 茨城ｻｰﾋﾞｽ部
ひたちなか市 富士電機(株)ひたちなかｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)ひたちなか保険金ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 (株)常陽銀行 勝田西支店



ひたちなか市 前田道路(株)勝田営業所
ひたちなか市 (株)工機ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ&ｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 (株)ｼﾐｽﾞ空調ｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 (株)大栄建設
ひたちなか市 (株)関電設工業
ひたちなか市 (株)大曽根建設
ひたちなか市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ ひたちなか店
ひたちなか市 中村建設(株)勝田営業所
ひたちなか市 (株)川崎建設
ひたちなか市 (有)高澤設備工業
ひたちなか市 ﾖｼﾄﾐ(株)
ひたちなか市 旭化成住宅建設(株)水戸事業所
ひたちなか市 特別養護老人ﾎｰﾑ 北勝園
ひたちなか市 (株)ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ建設工業
ひたちなか市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)ひたちなか昭和通り店
ひたちなか市 雨川開発工業(株)
ひたちなか市 双葉工業(株)
ひたちなか市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)勝田東店
ひたちなか市 木村化工機(株)茨城事業所
ひたちなか市 社会福祉法人 ひたちなか市社会福祉協議会
ひたちなか市 (株)真栄工業
ひたちなか市 (株)大成設備工業
ひたちなか市 ﾗｲﾌｽﾀｯﾌ(株)総合葬祭 ｼﾞｬｸｾﾝ
ひたちなか市 中央労働金庫 勝田支店
ひたちなか市 いばらき診療所
ひたちなか市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)勝田昭和通り店
ひたちなか市 (株)ﾋﾞﾌｫｰﾑ
ひたちなか市 戸田工業(株)
ひたちなか市 (株)河野銅鉄店
ひたちなか市 広洋食品(株)
ひたちなか市 (株)きくち
ひたちなか市 (株)ﾆｼﾉｸﾞﾙｰﾌﾟ本社
ひたちなか市 (株)茨城ｹﾐｶﾙ
ひたちなか市 岡三証券(株)勝田支店
ひたちなか市 東昌産業(株)
ひたちなか市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城北 勝田昭和通り店
ひたちなか市 (株)和香園
ひたちなか市 (株)ｼﾅﾉﾃｯｸ
ひたちなか市 (有)鹿志村紙器
ひたちなか市 (株)大滝 茨城北営業所
ひたちなか市 ｻｶｲ(株)
ひたちなか市 (株)ｼﾝﾜ 茨城営業所
ひたちなか市 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 勝田本郷台店
ひたちなか市 日興ｼｽﾃｯｸ(株) 茨城事業所
ひたちなか市 (株)ｱｼｽﾄｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
ひたちなか市 (株)ﾌﾞｲﾃｯｸｽ
ひたちなか市 (有)ﾄﾏﾄﾌｧｸﾄﾘｰ
ひたちなか市 医療法人森田記念会介護老人保健施設ﾌﾟﾛｽﾍﾟｸﾄｶﾞｰﾃﾞﾝひたちなか
ひたちなか市 昱(株)茨城支店　ひたちなか営業所
ひたちなか市 特別養護老人ﾎｰﾑはまぎくの里
ひたちなか市 医療法人社団 いばらき会 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ たびこの湯
ひたちなか市 医療法人 秀仁会 さくら水戸ｸﾘﾆｯｸ
ひたちなか市 公益社団法人 ひたちなか市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 (株)以心 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ ﾍﾙｽ
ひたちなか市 (株)日立製作所 ひたちなか総合病院
ひたちなか市 (株)日立ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ　茨城整備所　勝田整備G
ひたちなか市 (株)ﾆﾁｲ学館ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰひたちなか
ひたちなか市 (有)ｶﾞﾚｰｼﾞｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ ひたちなか店
ひたちなか市 (株)ｴﾈｱｰｸ関東
ひたちなか市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ　ひたちなか営業所
ひたちなか市 (株)常陽銀行 佐和支店
ひたちなか市 (株)高木製作所



ひたちなか市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　ひたちなか昭和通り店
ひたちなか市 社会福祉法人 森田記念会 特別養護老人ﾎｰﾑ さわの森
ひたちなか市 THK(株)日立支店
ひたちなか市 中央労働金庫 勝田南支店
ひたちなか市 日本郵便(株)ひたちなか郵便局
ひたちなか市 (株)松風園
ひたちなか市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城 ひたちなか営業所
ひたちなか市 橋本商工(株)水戸営業所
ひたちなか市 ﾘｺｰｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ(株)
ひたちなか市 (株)高徳建設
ひたちなか市 (株)平成興業
ひたちなか市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)山崎事業所(勝田)
ひたちなか市 藤設工業(株)
ひたちなか市 日木産業(株)ひたちなか営業所 建材本部
ひたちなか市 (株)日立物流東日本　水戸物流部 那珂ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ひたちなか市 (株)ｸﾞﾛｰｾﾙ 茨城営業所
ひたちなか市 勝田ｹｱｾﾝﾀｰ そよ風
ひたちなか市 (株)介護ｻﾎﾟｰﾄﾎｰﾑ ほのぼの元町
ひたちなか市 (株)ｹｰｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ
ひたちなか市 (株)茨交ｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 (株)ﾐﾂｳﾛｺ　勝田店
ひたちなか市 ﾋﾞｰｸﾙｴﾅｼﾞｰｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）
ひたちなか市 日産部品茨城販売(株)勝田営業所
ひたちなか市 (株)鈴木建築板金
ひたちなか市 日本電計(株)ひたちなか営業所
ひたちなか市 ｱﾗｲｱﾝｽ保険ｻｰﾋﾞｽ(株)
ひたちなか市 (株)ｸﾚｯｸｽ 水戸営業所
ひたちなか市 (株)ｴｲﾌﾞｲｼｰ
ひたちなか市 (株)常磐広告
ひたちなか市 (株)けしきや
ひたちなか市 ALSOK昇日ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株)茨城南ｾｷｭﾘﾃｨｾﾝﾀ
ひたちなか市 (株)ｻｻﾞｺｰﾋｰ
ひたちなか市 栗原紙材(株)水府事業所
ひたちなか市 (株)ｱｰﾊﾞﾝｱｰｷﾃｯｸ
ひたちなか市 大同精機(株)ひたちなか営業所
ひたちなか市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ ひたちなか
ひたちなか市 (有)ｿﾌﾄ･ｹｱ
ひたちなか市 医療法人 森田記念会 ﾌﾟﾛｽﾍﾟｸﾄｶﾞｰﾃﾞﾝひたちなか
ひたちなか市 (株)日立物流東日本　水戸営業部　水戸営業所
ひたちなか市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ(株)茨城支社勝田店
ひたちなか市 (株)小名浜船舶鉱業 茨城工事事務所
ひたちなか市 ひたちなか警察署
ひたちなか市 東京化工(株)
ひたちなか市 (株)NESI
ひたちなか市 (株)日立物流東日本営業開発部グローバル営業課
ひたちなか市 特定非営利活動法人 生活支援ﾈｯﾄﾜｰｸこもれび
ひたちなか市 共栄ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(株)事務所
ひたちなか市 (株)ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃｯｸ
ひたちなか市 後藤商事(株)
ひたちなか市 ﾙﾈｻｽｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀﾏﾆｭﾌｧｸﾁｭｱﾘﾝｸﾞ(株)那珂工場
ひたちなか市 (株)古谷ﾎｰﾑ
ひたちなか市 (株)日本ｱｸｼｽ
ひたちなか市 茨城県信用組合 事務部
ひたちなか市 (株)菊池商店
ひたちなか市 (有)山裕ｸﾘｰﾝ
ひたちなか市 河又土建工業(株)
ひたちなか市 岡田電気産業(株)勝田営業所
ひたちなか市 医療法人 博仁会 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ひたちなか
ひたちなか市 社会福祉法人 ｵｰｸｽ･ｳｪﾙﾌｪｱ障害者支援施設 ｵｰｸｽｳﾞｨﾚｯﾁﾞ
ひたちなか市 (株)ﾃｸﾉｴｰﾋﾟｰ
ひたちなか市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)勝田稲田店
ひたちなか市 (株)ﾗｲﾂ



ひたちなか市 ﾍﾞﾆﾔ商事(株)
ひたちなか市 (株)津田産業
ひたちなか市 東鉄工業(株)水戸工事所
ひたちなか市 (株)ﾚﾝﾄ ひたちなか営業所
ひたちなか市 西尾ﾚﾝﾄｵｰﾙ(株)勝田営業所
ひたちなか市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)勝田ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 常陸農業協同組合 ひたちなか営農経済ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　田彦店
ひたちなか市 医療法人社団 愛友会　勝田病院
ひたちなか市 ﾔﾏﾄｵｰﾄﾜｰｸｽ(株)水戸工場
ひたちなか市 (株)ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 那珂久慈事業場
ひたちなか市 (株)ｶﾂﾀ
ひたちなか市 (株)日立ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ茨城支社 ひたちなか支店
ひたちなか市 日本郵便(株)関東支社 茨城事務所
ひたちなか市 (株)筑波銀行 ひたちなか支店
ひたちなか市 (有)斉藤興業所
ひたちなか市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)ひたちなか支社
ひたちなか市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ひたちなか事業所
ひたちなか市 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(株)茨城ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ
ひたちなか市 三愛(株)
ひたちなか市 社会福祉法人 尚生会 ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽひたちなか
ひたちなか市 (株)第一科学茨城支店
ひたちなか市 (有)三野機工
ひたちなか市 社会福祉法人 勇成会 障がい者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰなの花
ひたちなか市 堀川産業(株)ｴﾈｸﾙ水戸
ひたちなか市 栗原紙材(株)ひたちなか事業所
ひたちなか市 (株)前川製作所　ひたちなか営業所
ひたちなか市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾑｽﾞ　ひたちなか店
ひたちなか市 香陵住販(株)ひたちなか店
ひたちなか市 香陵住販(株)市毛支店
ひたちなか市 (株)横山ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
ひたちなか市 (株)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾈｯﾄｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ(株)勝田工場
ひたちなか市 茨城県水産試験場
ひたちなか市 新明電材(株)ひたちなか営業所
ひたちなか市 NK化成(株)長砂工場
ひたちなか市 (株)Wakaba
ひたちなか市 茨城ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ(株)ひたちなか支店
ひたちなか市 (株)日立物流東日本　水戸営業部　佐和営業所
ひたちなか市 ｱｼﾞｭｰﾙひたちなかｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞｳﾞｨﾗ
ひたちなか市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ昭和通り
ひたちなか市 ﾂｸｲひたちなか
ひたちなか市 (株)明誠警備
ひたちなか市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)ひたちなか店
ひたちなか市 (株)東日本銀行　ひたちなか支店
ひたちなか市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　ﾘﾊﾋﾞﾘﾎｰﾑ勝田
ひたちなか市 大成ﾛﾃｯｸ(株)ひたちなか工事事務所
ひたちなか市 鹿島東洋埠頭(株)
ひたちなか市 五洋建設(株)茨城工事事務所
ひたちなか市 (株)大林組　日立ﾊｲﾃｸ常陸那珂工事事務所
ひたちなか市 ﾘﾊﾋﾞﾘ特化型ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｶﾗﾀﾞﾗﾎﾞひたちなか
ひたちなか市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　ひたちなか田彦店
ひたちなか市 日研機器(株)
ひたちなか市 ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝゆい
ひたちなか市 ｶﾞｽﾜﾝｻｰﾋﾞｽ(株)ひたちなか営業所
ひたちなか市 ｶｰﾚﾎﾟ(株)ひたちなか工場
ひたちなか市 (株)ｸﾘｱﾗｲｽﾞ
ひたちなか市 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部（笹野庁舎）
ひたちなか市 (株)日立物流　東日本安全品質環境部安全課
ひたちなか市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　勝田店
ひたちなか市 (株)ｻﾆｯｸｽ　ひたちなか工場



ひたちなか市 一建設(株)　ひたちなか営業所
ひたちなか市 日本ﾒｶﾞｹｱ(株)水戸営業所
ひたちなか市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)ﾌﾟﾗｻﾞ勝田店
ひたちなか市 勝田ｺﾞﾙﾌ倶楽部
ひたちなか市 日立Astemo電動機ｼｽﾃﾑｽﾞ（株）本社
ひたちなか市 ﾐﾅﾄ防災通信工業(株)
ひたちなか市 (株)東海三友鋼機
ひたちなか市 (株)日立物流東日本　水戸営業部
ひたちなか市 (株)大正工業
ひたちなか市 三協ﾌﾛﾝﾃｱ(株)水戸出張所
ひたちなか市 (株)ﾌｶｻﾜ　水戸支店
ひたちなか市 （株）ｱｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
ひたちなか市 (株)日立物流東日本　水戸機工営業所
ひたちなか市 (株)建匠
ひたちなか市 (株)ひたちなかﾃｸﾉｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 (株)丸清設備工業
ひたちなか市 （有）東秀興業
ひたちなか市 ｴｯﾍﾟﾝﾄﾞﾙﾌ･ﾊｲﾏｯｸ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ（株）
ひたちなか市 神洋建設（株）茨城支店
ひたちなか市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)市毛ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)那珂湊ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)佐和ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)勝田中央ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 おーくす佐野保育園
ひたちなか市 ひたちなか・東海広域事務組合　施設課
ひたちなか市 (株)黒沢石油
ひたちなか市 (株)ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾌひたち　ひたちなか介護ｽﾃｰｼｮﾝ
ひたちなか市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)勝田課
ひたちなか市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)那珂課
ひたちなか市 勝田機材(株)
ひたちなか市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　那珂湊営業所
ひたちなか市 Trust(株)
ひたちなか市 JA祭典ひたちなか
ひたちなか市 (株)かんぽ生命保険ひたちなか郵便局かんぽｻｰﾋﾞｽ部
ひたちなか市 障がい者活動ｾﾝﾀｰえくぼひたちなか
ひたちなか市 (株)岩手製作所　勝田
ひたちなか市 装飾設営事務所
ひたちなか市 明治安田生命保険相互会社　水戸支社　勝田営業所
ひたちなか市 水戸精工(株)
ひたちなか市 ﾜﾀﾐの宅食　茨城ひたちなか営業所
ひたちなか市 （株）辰野組
ひたちなか市 明治安田生命保険相互会社　那珂湊営業所
ひたちなか市 公益財団法人ひたちなか市生活・文化・ｽﾎﾟｰﾂ公社　都市ｻｰﾋﾞｽ課
ひたちなか市 ひたちなか市総合運動公園
ひたちなか市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売（株）薬師台ｾﾝﾀｰ
ひたちなか市 常陸農業協同組合　海浜支店
ひたちなか市 (株)中根工業　資材置場
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 陸上自衛隊　勝田駐屯地
ひたちなか市 中央ﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
ひたちなか市 東栄機工(株)ひたちなか営業所
ひたちなか市 KKﾌﾞﾚｲｸ(株)茨城営業所
ひたちなか市 (株)ﾌｸﾀﾞ
ひたちなか市 日本生命保険相互会社　水戸支社　那珂湊営業部
ひたちなか市 日本生命保険相互会社　水戸支社　勝田営業部
ひたちなか市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売（株）勝田営業所
ひたちなか市 合同会社　ﾀｽｸﾌﾟﾗｽ　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　たすく



ひたちなか市 （株）ｷｮｰｼﾝ
ひたちなか市 桧家住宅　ひたちなか展示場
ひたちなか市 (株)井滝建設
ひたちなか市 茨城沿海地区漁業協同組合連合会　那珂湊・大洗油槽所
ひたちなか市 社会福祉法人 清心福祉会 たかば保育園
ひたちなか市 社会福祉法人 くすのき会 勝田あすなろ保育園
ひたちなか市 学校法人 栄光学園 栄光幼稚園
ひたちなか市 中根の湯 箱屋旅館
ひたちなか市 はなのわ学園
ひたちなか市 学校法人 清水学院 明成幼稚園
ひたちなか市 茨城大学教育学部附属特別支援学校
ひたちなか市 (株)ねぼけ
ひたちなか市 寿司･割烹 まるしめ
ひたちなか市 (有)一桐
ひたちなか市 自動車安全運転ｾﾝﾀｰ 安全運転中央研修所
ひたちなか市 ﾚｽﾄﾗﾝ ｸﾞｰﾙﾏﾝﾄﾞ
ひたちなか市 中央開発(株)
ひたちなか市 茨城ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
ひたちなか市 (株)坂東太郎　ばんどう太郎 ひたちなか店
ひたちなか市 (株)小松製作所 茨城工場
ひたちなか市 左吉 ひたちなか店
ひたちなか市 (有)常陸蛇の目
ひたちなか市 明成田彦幼稚園
ひたちなか市 (株)風林
ひたちなか市 社会福祉法人 清心福祉会 清心保育園

東海村 (株)ｵｰﾇｷ
東海村 弓山建設工業(株)
東海村 東興機械工業(株)東海事業所
東海村 森発條(株)茨城事業部　東海工場
東海村 (株)河野工務店
東海村 東海消防署
東海村 いばらき印刷(株)
東海村 東康建設工業(株)
東海村 (株)常陽銀行 東海支店
東海村 (有)東海共同企業
東海村 国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所
東海村 国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構 核燃料ｻｲｸﾙ工学研究所
東海村 東海村役場
東海村 日本原子力発電(株)東海事業本部 東海発電所
東海村 (株)巴商会 東海営業所
東海村 (株)岩手製作所 東海
東海村 (株)ｱﾄｯｸｽ 東海営業所
東海村 (株)せいみや
東海村 (株)関電工　水戸内線営業所 県北内線工事事務所
東海村 (株)照沼
東海村 赤津ﾊｳｽ(株)東海営業所
東海村 (株)関東技研
東海村 東豊建設(株)
東海村 (株)前田工業
東海村 東海農工(株)
東海村 橋本機工金物(株)
東海村 大仁建設(株)
東海村 大西建設(株)
東海村 常陸警備保障(株)
東海村 東海建機(有)
東海村 日本瓦斯(株)茨城営業所
東海村 (株)岩谷空圧
東海村 ｱｸﾓｽ(株)
東海村 東海ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ
東海村 (株)ｱｾﾝﾄﾞ本社
東海村 (株)関電工　ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ本部 原子力部 東海事業所
東海村 (株)JERA　常陸那珂火力発電所



東海村 太陽計測(株)水戸営業所
東海村 恒栄電設(株)北関東事業所
東海村 (株)ｱﾄｯｸｽ 原電事業所
東海村 原子力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
東海村 社会福祉法人 東海村社会福祉協議会
東海村 (社)東海村ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
東海村 東京ﾆｭｰｸﾘｱ･ｻｰﾋﾞｽ(株)東海営業所
東海村 (株)ｸﾘﾊﾗﾝﾄ 東海作業所
東海村 日本原子力防護ｼｽﾃﾑ(株)東海事務所
東海村 検査開発(株)
東海村 (有)魚康
東海村 (株)燦食
東海村 社会福祉法人 淑徳会 特別養護老人ﾎｰﾑ 常陸東海園
東海村 三国屋建設(株)東海支店
東海村 (有)東海環境ｻｰﾋﾞｽ
東海村 日立綜合防災(株)
東海村 ｴｲ･ﾃｨ･ｴｽ(株) 本社
東海村 (株)三建工業
東海村 社会福祉法人 愛信会 幸の実園･第二幸の実園
東海村 (株)大興建設
東海村 (株)阿久津工務店
東海村 公益財団法人 核物質管理ｾﾝﾀｰ 東海保障措置ｾﾝﾀｰ
東海村 (株)ﾅｽｶ
東海村 新菱冷熱工業(株)東海ｾﾝﾀｰ
東海村 恒栄電設(株)　東海工事事務所
東海村 (株)原子力ｾｷｭﾘﾃｨｻｰﾋﾞｽ
東海村 東成工業(株)
東海村 茨城特殊車輛(株)
東海村 (株)ｱｰﾄ科学
東海村 (株)ﾄｰﾀﾙ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｼｽﾃﾑ 本社
東海村 (株)佐藤工務店
東海村 (株)葵ﾃｯｸ
東海村 (株)照沼商事本社
東海村 (株)ﾈｸｾﾗｲｽﾞ常陸那珂事業所
東海村 (株)橋本農園
東海村 茨城県茨城港湾事務所
東海村 (有)三代鉄筋工業
東海村 (株)茨城ﾎﾟｰﾄｵｰｿﾘﾃｨ
東海村 ﾘﾌﾚ寿
東海村 国立研究開発法人　日本原子力研究開発機構
東海村 東京ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ(株)茨城支社
東海村 (株)日立ﾘｰｽ機工
東海村 大学共同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構 東海ｷｬﾝﾊﾟｽ
東海村 環境保全事業(株)工事部作業所
東海村 JA常陸ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふれあい
東海村 原子力ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)東海事業所
東海村 三菱ﾏﾃﾘｱﾙﾃｸﾉ(株)東海事業所
東海村 内宮運輸機工(株)那珂営業所
東海村 (株)ｱﾍﾟｯｸｽ 日立営業所
東海村 新日本空調(株)東海村営業所
東海村 田邊工業(株)東海工場
東海村 (株)小名浜包装資材 水戸営業所
東海村 (株)徳伸工業
東海村 (株)日立生ｺﾝ 日立工場
東海村 (株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ原電東海作業所
東海村 (株)未来
東海村 ｵﾘｰﾌﾞｹｱ
東海村 (株)東海住宅
東海村 (株)NAT
東海村 特別養護老人ﾎｰﾑ ｵｰｸｽ東海 ｵｰｸｽ東海ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ
東海村 (有)ｻｶｲ建装
東海村 (有)ﾅｶﾞｲ通信工業



東海村 (株)ｲｼｶﾞﾐ
東海村 東京ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)常陸那珂火力総括事務所
東海村 水木木材工業(株)
東海村 (株)ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
東海村 (株)伊藤鋳造鉄工所
東海村 環境保全事業(株)ｸﾞﾘｰﾝﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
東海村 原電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)東海支社
東海村 (株)SAC東京東海事業所
東海村 非破壊検査(株)日立営業所
東海村 (株)筑波銀行 東海支店
東海村 合名会社 豊島瓦工業所
東海村 (株)ﾄﾗｲｽﾞ
東海村 (株)東京ｴﾈｼｽ 常陸那珂現業所
東海村 香陵住販(株)東海支店
東海村 ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝとうかい
東海村 ひたちなかｴﾈﾙｷﾞｰﾛｼﾞﾃｯｸ(株)石炭事業本部
東海村 (株)ｼﾊﾞﾀ　茨城営業所
東海村 (株)安藤・間　関東土木支店　土木部　原電東海作業所
東海村 日本原子力発電(株)東海事業本部地域共生部
東海村 おーくす船場こども園
東海村 医療法人 愛仁会 萬有の森　ﾒﾃﾞｨｯｸ東海
東海村 (株)大林組　原電東海土木工事事務所
東海村 ひたちなか・東海広域事務組合消防本部（東海庁舎）
東海村 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　東海店
東海村 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)東海ｾﾝﾀｰ
東海村 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)東海店
東海村 大成建設(株)東京支店　東海第二防潮堤作業所
東海村 丸全昭和運輸(株)鹿島支店　常陸那珂営業所
東海村 (株)ｱｸﾃｨｵ　東海営業所
東海村 （株）ｱｾﾝﾄﾞ　東海事業所
東海村 大新土木(株)常陸工事事務所
東海村 (株)三興　東海工場
東海村 太平電業(株)東海事業所
東海村 (株)宇徳　茨城港営業所
東海村 鈴懸工業(株)
東海村 若築建設(株)東海JV作業所
東海村 （株）大林組　関東支店　茨城東海土木工事事務所
東海村 （株）大林組　関東支店　東海建築工事事務所
東海村 水戸ﾔｸﾙﾄ販売（株）東海ｾﾝﾀｰ
東海村 (株)大林組　原電東海土木JV工事事務所
東海村 (株)大林組　原電東海防潮堤JV工事事務所
東海村 (株)大林組　原電東海特重土木JV工事事務所
東海村 在宅ｻﾎﾟｰﾄ　ｵｰｸｽ東海
東海村 清水建設(株)東海作業所
東海村 特別養護老人ﾎｰﾑ　ｵｰｸｽ東海
東海村 学校法人 諏訪学園 みぎわ幼稚園
東海村 ふじしめ 東海店
那珂市 (株)後藤商店
那珂市 古田圡商事(株)
那珂市 NX商事(株)水戸LPｶﾞｽ事業所
那珂市 常陸ﾊｲｴｯｸﾞ(有)
那珂市 (株)浅川建設
那珂市 (株)松井建設
那珂市 (株)常陽銀行 菅谷支店
那珂市 日立建機日本(株)水戸営業所
那珂市 社会福祉法人 ﾅｻﾞﾚ園
那珂市 (株)増子石油店
那珂市 医療法人社団 有朋会 栗田病院
那珂市 茨城ｽﾁｰﾙｾﾝﾀｰ(株)
那珂市 那珂市役所
那珂市 (株)那珂安全自動車学校
那珂市 常陸農業協同組合 那珂支店



那珂市 (株)髙野工務店
那珂市 (株)平野産業
那珂市 (株)鶴田組
那珂市 那珂市消防本部
那珂市 関東緑水(株)
那珂市 茨城県立 水戸農業高等学校
那珂市 (株)木名瀬
那珂市 (有)大畠土木
那珂市 (株)ｻｳﾝﾄﾞﾌﾅﾊﾞｼ
那珂市 国立研究開発法人　量子科学技術研究開発機構　那珂研究所
那珂市 茨城済生幼稚園
那珂市 那珂市消防本部西消防署
那珂市 三光商事
那珂市 (有)進栄管材
那珂市 日本郵便(株)那珂郵便局
那珂市 池垣冷鋼(株)勝田営業所
那珂市 (有)小沢製作所
那珂市 (株)ｱﾛｲ 茨城加工ｾﾝﾀｰ
那珂市 (株)清水建設
那珂市 青山土木工業(有)
那珂市 (有)渡辺工務店
那珂市 (有)植心園
那珂市 医療法人 慈心会
那珂市 (株)千本杉　本社
那珂市 (株)清水工務店
那珂市 (株)和光
那珂市 (株)滑川土建
那珂市 笹嶋土建
那珂市 (有)海野農機商会
那珂市 (株)日本ﾊｳｽｸﾘﾆｯｸ
那珂市 森島建設工業(株)
那珂市 (株)茨城通運 那珂東海営業所
那珂市 (有)益子ｶﾞｽ圧接
那珂市 飯塚組(有)
那珂市 (株)佐藤工務店
那珂市 (株)ｴﾇｼﾞｪｰﾋﾟｰ
那珂市 高圧設備(有)
那珂市 (有)ｷｸﾁ
那珂市 社会福祉法人 豊潤会
那珂市 (株)千歳商会
那珂市 (株)巴商会ひたちなか営業所
那珂市 (株)ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ 那珂営業所
那珂市 森松工業(株)関東工場
那珂市 茨城県企業局 県中央水道事務所
那珂市 (株)富士薬品ひたちなか営業所
那珂市 総合保健福祉ｾﾝﾀｰひだまり
那珂市 大進電設(株)
那珂市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)那珂ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
那珂市 ｱﾙﾊﾞｯｸﾃｸﾉ(株)東日本ｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ事業部茨城CSｾﾝﾀｰ
那珂市 (株)藤和
那珂市 飛竜造園(株)
那珂市 (有)萩野谷産業
那珂市 山喜(株)
那珂市 市毛重機
那珂市 山金建設(株)本社
那珂市 (有)山田設備
那珂市 (株)ｽｽﾞｷｱﾑﾃｯｸ 那珂営業所
那珂市 医療法人社団 青燈会
那珂市 (株)TOKAI 日立支店
那珂市 医療法人 香風会 岩上記念病院
那珂市 (株)棟匠
那珂市 (有)大内設備工業所



那珂市 那珂市役所瓜連支所
那珂市 黒田興業(株)日立那珂支店
那珂市 ｱｲｴｽｼﾞｰ(株)水戸支店営業ｻｰﾋﾞｽ課
那珂市 日本道路(株)那珂ｱｽｺﾝ
那珂市 (株)ｷｳﾁ建設
那珂市 特定非営利活動法人 たすけあいﾈｯﾄ民の会
那珂市 (株)松本総建
那珂市 生活協同組合 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城栃木　なかｾﾝﾀｰ
那珂市 社会福祉法人 青燈会
那珂市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)北関東ふそう　那珂支店
那珂市 三菱農機販売(株)
那珂市 (株)東京めいらく 水戸営業所
那珂市 (株)大平
那珂市 那珂警察署
那珂市 前田道路・秋山工務店共同企業体東海合材工場
那珂市 ﾄﾗｽｺ中山(株)水戸支店
那珂市 日建ﾘｰｽ工業(株)水戸支店
那珂市 (株)協和 水戸営業所
那珂市 (株)日立ﾊｲﾃｸﾏﾆﾌｧｸﾁｬ&ｻｰﾋﾞｽ第六事業所
那珂市 那珂総合公園
那珂市 中嶋ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ(株)水戸営業所
那珂市 東京ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ(株)
那珂市 (株)筑波銀行 那珂支店
那珂市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ 那珂
那珂市 (株)山田製作所那珂工場
那珂市 大達建設(株)茨城営業所
那珂市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　水戸営業所
那珂市 (株)ｶﾜｻｷﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
那珂市 (株)ﾄﾗｽﾄ
那珂市 (株)ﾄﾗｲｱﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ
那珂市 (株)日盛
那珂市 日東ﾚﾝﾀﾙ(株)那珂営業所
那珂市 大陽日酸ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)関東支社　水戸支店　ひたち営業所
那珂市 (株)巴商会　東海営業所
那珂市 泉商事(株)第二工場
那珂市 公益財団法人茨城県開発公社　県中央事業所
那珂市 (株)afterFIT　茨城営業所
那珂市 茨城県信用組合 那珂支店
那珂市 ｹｱｺﾐｭﾆﾃｨはる風
那珂市 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ(株)中央研究所
那珂市 常陸農業協同組合　中央農機ｾﾝﾀｰ
那珂市 岩佐建設工業(株)
那珂市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城（株）那珂店
那珂市 日建化工(株)
那珂市 （株）ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ那珂
那珂市 公益社団法人　那珂市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
那珂市 （株）共電工　本社
那珂市 （株）大志工業　機材ｾﾝﾀｰ
那珂市 (有)寺門建材
那珂市 ｱｯﾄﾙｰﾑ(株)
那珂市 (株)那珂ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
那珂市 （株）ｱｼﾏ
那珂市 日本放射線ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（株）東海事業所
那珂市 木内酒造　酒出本社
那珂市 太陽警備保障(株)
那珂市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)那珂ｾﾝﾀｰ
那珂市 (有)えくぼ
那珂市 常陸環境開発(株)
那珂市 明治安田生命保険相互会社　水戸支社　那珂営業所
那珂市 住友生命保険相互会社　水戸支社　那珂支部
那珂市 （株）ｸｵﾝ
那珂市 (株)４Ｃ　WORKS　本社



那珂市 ｴｰｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)資材ｾﾝﾀｰ
那珂市 児童養護施設　若草園
那珂市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)那珂拠点
那珂市 医療法人　貞心会　西山堂慶和病院
那珂市 日本生命保険相互会社　水戸支社　東海那珂営業部
那珂市 学校法人 ﾅｻﾞﾚ園 ﾅｻﾞﾚ幼稚園
那珂市 瓜連認定こども園
那珂市 学校法人　大成学園認定こども園大成学園幼稚園
那珂市 (株)ぽっぽ天府楼
那珂市 茨城女子短期大学
那珂市 福原屋
那珂市 ﾊﾟｼﾌｨｯｸｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ 那珂
那珂市 (有)おとと屋
那珂市 FLEXCEED(株)那珂工場

常陸大宮市 常陸大宮市美和支所
常陸大宮市 那北建設(株)
常陸大宮市 (株)幡山建設
常陸大宮市 (有)野上産業
常陸大宮市 大川精螺工業(株)水戸工場
常陸大宮市 (有)佐久間製材所
常陸大宮市 社会福祉法人 仁川会 慈雍厚生園
常陸大宮市 内海木材(有)
常陸大宮市 ｵﾉｾﾀﾞｲｺｸ(株)
常陸大宮市 小林工務店
常陸大宮市 長嶋自動車(株)
常陸大宮市 (株)やすくら工務店
常陸大宮市 (株)弓野組
常陸大宮市 野上建設(株)
常陸大宮市 (株)石川土木
常陸大宮市 日本郵便(株)大宮郵便局
常陸大宮市 茨城日産自動車(株)大宮店
常陸大宮市 茨城冷販(株)
常陸大宮市 (株)若葉工務店
常陸大宮市 (有)菊池自動車整備工場
常陸大宮市 (有)鈴木建設
常陸大宮市 増子建設(株)
常陸大宮市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)大宮店
常陸大宮市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)大宮店
常陸大宮市 共立工業(株)
常陸大宮市 茨城県常陸大宮土木事務所
常陸大宮市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)大宮店
常陸大宮市 常陸大宮市山方支所
常陸大宮市 長山工業(株)
常陸大宮市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社 常陸大宮事務所
常陸大宮市 (株)関電工　東関東営業本部　茨城支店　久慈営業所
常陸大宮市 (株)大宮自動車教習所
常陸大宮市 常陸農業協同組合 大宮営農経済ｾﾝﾀｰ
常陸大宮市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)大宮ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
常陸大宮市 (株)龍﨑工務店
常陸大宮市 常陸大宮市役所
常陸大宮市 国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構　作物研究部門　放射線育種場
常陸大宮市 (株)瀧工務店
常陸大宮市 水戸ｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
常陸大宮市 (株)進栄
常陸大宮市 常陸大宮市消防本部
常陸大宮市 (株)ﾈｸｽﾄ
常陸大宮市 常陸大宮市緒川支所
常陸大宮市 富士ﾌｲﾙﾑｵﾌﾟﾃｨｸｽ(株)水戸工場
常陸大宮市 常陸大宮市御前山支所
常陸大宮市 (有)県北設備工業
常陸大宮市 (株)三和建材
常陸大宮市 茨城県畜産ｾﾝﾀｰ肉用牛研究所



常陸大宮市 中島建材(株)
常陸大宮市 丸山物産(株)
常陸大宮市 (株)ﾐﾅﾐ
常陸大宮市 掛札建設(株)
常陸大宮市 (株)栄光商事
常陸大宮市 (有)軍司商事
常陸大宮市 静ﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
常陸大宮市 (有)猿田工業
常陸大宮市 (有)森嶋建設
常陸大宮市 (有)ｴｰｱﾝﾄﾞｱｲ　ﾀﾞｽｷﾝｴｺｰ
常陸大宮市 (株)ﾛｯｸﾋﾙｽﾞ
常陸大宮市 (株)那珂測量設計事務所 大宮営業所
常陸大宮市 未来工業(株)茨城工場
常陸大宮市 (株)川和工業所
常陸大宮市 ｲﾘｿ電子工業(株)茨城工場
常陸大宮市 茨城県北ﾄｰﾖｰ住器(株)
常陸大宮市 (株)田沢製作所
常陸大宮市 茨城県県北農林事務所 常陸大宮地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
常陸大宮市 (株)国分電機 茨城工場
常陸大宮市 (株)常陽銀行 大宮支店
常陸大宮市 日野自動車(株)茨城御前山ﾃｽﾄｺｰｽ
常陸大宮市 茨城いすゞ自動車(株)大宮工場
常陸大宮市 特別養護老人ﾎｰﾑ みのり園
常陸大宮市 大宮建設工業(株)
常陸大宮市 社会福祉法人 常陸大宮市社会福祉協議会
常陸大宮市 いばらき広域農業共済組合　常陸大宮出張所
常陸大宮市 常陸大宮市森林組合
常陸大宮市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ山方
常陸大宮市 社会福祉法人　美光会　特別養護老人ﾎｰﾑ みわ
常陸大宮市 医療法人 博仁会
常陸大宮市 常陸農業協同組合 大宮支店
常陸大宮市 常陸農業協同組合葬祭部大宮営業所　JAｾﾚﾓﾆｰﾎｰﾙみどり
常陸大宮市 (株)ホンダ四輪販売北関東大宮店
常陸大宮市 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾄﾞﾙﾌｨﾝ
常陸大宮市 (株)藤田電機
常陸大宮市 社会福祉法人 博友会 御前山ﾌﾛｲﾃﾞｶﾞﾙﾃﾝ
常陸大宮市 一貫堂ｸﾘﾆｯｸ
常陸大宮市 (有)桑名工業所
常陸大宮市 (有)好珠設備
常陸大宮市 (株)ｶｹﾌﾀﾞ
常陸大宮市 日本郵便(株)山方郵便局
常陸大宮市 (株)茨城ﾃｯｸ
常陸大宮市 茨城県信用組合 大宮支店
常陸大宮市 (株)茨城ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ
常陸大宮市 茨城県森林組合連合会
常陸大宮市 社会福祉法人 博友会 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ
常陸大宮市 大宮警察署
常陸大宮市 (株)山新　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　大宮店
常陸大宮市 (有)盛金製作所
常陸大宮市 日本郵便(株)緒川郵便局
常陸大宮市 (株)ｷｼ林業商会
常陸大宮市 富士ﾌｲﾙﾑｵﾌﾟﾃｨｸｽ(株)第一工場 盛金ｻｲﾄ
常陸大宮市 ﾍﾞﾙｸﾞｱｰｽ(株)茨城農場
常陸大宮市 日本郵便局(株)美和郵便局
常陸大宮市 (株)ﾅｶﾐﾁ
常陸大宮市 常陸農業協同組合 大宮農機ｾﾝﾀｰ
常陸大宮市 日本郵便(株)野口郵便局
常陸大宮市 (株)東日本銀行　大宮支店
常陸大宮市 茨城通運（株）
常陸大宮市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ常陸大宮
常陸大宮市 水戸信用金庫　大宮支店
常陸大宮市 特定非営利活動法人 be ﾌｧﾐﾘｰ



常陸大宮市 (有)笹崎興業
常陸大宮市 (株)JA常陸ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ　大宮営業所
常陸大宮市 医療法人 博仁会 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ緒川
常陸大宮市 ﾌﾛｲﾃﾞ総合在宅ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ山方
常陸大宮市 (有)盛金製作所　宮の郷工場
常陸大宮市 ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ　大宮店
常陸大宮市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)常陸大宮ｾﾝﾀｰ
常陸大宮市 ｶﾊﾞﾔ食品（株）関東工場
常陸大宮市 住友生命保険相互会社　水戸支社　大宮支部
常陸大宮市 ﾜﾀﾐの宅食　茨城常陸大宮営業所
常陸大宮市 (有)茅根電設工業
常陸大宮市 BOBOSｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ久慈川ｺｰｽ
常陸大宮市 学校法人 若草学園 若草幼稚園
常陸大宮市 大宮聖愛保育園
常陸大宮市 （株）ﾎﾃﾙ 鮎亭
常陸大宮市 (有)梅屋
常陸大宮市 さくら保育園
常陸大宮市 会館 せきね
常陸大宮市 ﾚｽﾄﾗﾝ 想い出
常陸大宮市 湯の沢鉱泉
常陸大宮市 社会福祉法人 二十一世紀会 きよらの郷
常陸大宮市 (株)大宮ﾚｼﾞｬｰｾﾝﾀｰ
常陸大宮市 割烹 ちのね
常陸太田市 日立商事(株)
常陸太田市 (株)岡田建設
常陸太田市 (有)石井商事
常陸太田市 (株)常陽銀行 太田支店
常陸太田市 ﾖﾈﾋﾞｼ醤油(株)本店
常陸太田市 三菱農機販売(株)
常陸太田市 根本砂利店
常陸太田市 合名会社 山口
常陸太田市 (有)山形屋商店
常陸太田市 日本郵便(株)常陸太田郵便局
常陸太田市 (株)三友製作所
常陸太田市 (株)井坂組
常陸太田市 中野製材所
常陸太田市 (有)生田目工務店
常陸太田市 (株)田所自動車整備工場
常陸太田市 常陸化工(株)
常陸太田市 (株)ﾖｼﾊﾗ
常陸太田市 白土商事
常陸太田市 茨城ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ(株)
常陸太田市 常北日配販売(株)
常陸太田市 (株)澤畠自動車整備工場
常陸太田市 (株)鈴木組
常陸太田市 野内商事(株)
常陸太田市 (株)後藤工務店
常陸太田市 日立高鈴ｺﾞﾙﾌ倶楽部
常陸太田市 (株)水府工務店
常陸太田市 茨城県常陸太田県税事務所
常陸太田市 秋山建設(株)
常陸太田市 常陸太田市森林組合
常陸太田市 合名会社 さって屋商店
常陸太田市 (株)ﾀｸﾏﾙ
常陸太田市 常陸農業協同組合 金砂郷支店
常陸太田市 常陸太田市消防本部
常陸太田市 川崎電興(株)
常陸太田市 瀬谷建設(株)
常陸太田市 (有)石井建設
常陸太田市 常陸農業協同組合 本店
常陸太田市 ﾐﾗｲﾌ(株)常陸太田店
常陸太田市 東栄興産(株)常陸太田充填所



常陸太田市 (株)小池住建
常陸太田市 茨城県常陸太田工事事務所
常陸太田市 常陸太田市役所 金砂郷支所
常陸太田市 常陸太田市役所
常陸太田市 (株)小林建設
常陸太田市 常陸太田市役所 水府支所
常陸太田市 (株)岩瀬屋製作所
常陸太田市 (株)石﨑商事
常陸太田市 常磐電気通信工業(株)
常陸太田市 (株)かわねや
常陸太田市 常陸太田市役所 里美支所
常陸太田市 根本電興(株)
常陸太田市 (株)梅原工務店
常陸太田市 湊屋商事(株)
常陸太田市 珂北開発(株)
常陸太田市 岡部合名会社
常陸太田市 (株)関東精機製作所
常陸太田市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)常陸太田店
常陸太田市 (有)助川工務店
常陸太田市 常北部品(株)
常陸太田市 ﾕﾜｲ産機(株)
常陸太田市 (株)明治商会 常陸太田支店
常陸太田市 會澤建設(株)
常陸太田市 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽﾗﾑｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
常陸太田市 常陸太田市上下水道事業
常陸太田市 (有)冨岡工務店
常陸太田市 ｱｲｼﾞｰｴﾑ常陸(株)金砂郷ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
常陸太田市 会沢土建
常陸太田市 (有)井上製作所
常陸太田市 大木建設(株)
常陸太田市 (株)須藤建設
常陸太田市 (株)鈴建
常陸太田市 常陸建設(株)
常陸太田市 (有)石橋土木
常陸太田市 常陸太田市教育委員会
常陸太田市 水戸信用金庫　太田支店
常陸太田市 (有)黒澤組
常陸太田市 (財)里美ふるさと振興公社
常陸太田市 水木電機工業(株)
常陸太田市 社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会
常陸太田市 (株)根本工務所
常陸太田市 特別養護老人ﾎｰﾑ　松栄荘
常陸太田市 (株)ﾀﾂﾐ米穀
常陸太田市 茨城日化ｻｰﾋﾞｽ(株)ひたち営業所
常陸太田市 旭鉱末(株)真弓工場
常陸太田市 茨城北農業共済事務組合
常陸太田市 太田税務署
常陸太田市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ常陸太田ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 医療法人 大森医院通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
常陸太田市 医療法人 根本医院
常陸太田市 常陸大理石(株)
常陸太田市 (株)ｴｽｺﾝ常陸太田営業所
常陸太田市 公益財団法人 常陸太田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 社会福祉法人 翔馬会
常陸太田市 社会福祉法人 月居会 特別養護老人ﾎｰﾑ 世矢の里
常陸太田市 大光建設(株)
常陸太田市 吉沢工務店
常陸太田市 (有)樫村工務店
常陸太田市 ﾔﾍﾞ自動車販売
常陸太田市 (有)太田農機ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 鈴木鉄工(株)
常陸太田市 (株)鴨志田造園建設



常陸太田市 茨城県県北農林事務所
常陸太田市 茨城県県北県民ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 医療法人 藤慈会 藤井病院
常陸太田市 太田ﾈﾌﾛｸﾘﾆｯｸ
常陸太田市 金砂郷食品(株)
常陸太田市 太田警察署
常陸太田市 (株)山新　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　常陸太田店
常陸太田市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)常陸太田店
常陸太田市 (株)ｻﾝｸﾚｯｸｽ 茨城支店 常陸太田技術ｾﾝﾀ
常陸太田市 障がい者支援事務所 ひまわり
常陸太田市 日本郵便(株)久米郵便局
常陸太田市 (有)凛成
常陸太田市 社会福祉法人 やまぶきの里 障害者支援施設 ﾋﾟｭｱ里川
常陸太田市 (株)ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾌひたち　はたそめﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ四季の丘
常陸太田市 (株)筑波銀行 太田支店
常陸太田市 常陸農業協同組合 太田配送ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 常陸農業協同組合 太田地区営農経済ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 常陸農業協同組合 金砂郷農機ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 常陸太田市商工会里美支所
常陸太田市 (有)共榮企業ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
常陸太田市 (有)飛田組
常陸太田市 (株)金田運送　本社車庫
常陸太田市 (株)JA常陸ｱｸﾞﾘｻﾎﾟｰﾄ　金砂郷営業所
常陸太田市 社会福祉法人　聖愛会　瑞竜温泉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
常陸太田市 ｶｰﾚﾎﾟ(株)宮の郷事業所
常陸太田市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)太田ｾﾝﾀｰ
常陸太田市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　太田営業所
常陸太田市 (株)茨城日商　ﾀﾞｽｷﾝﾍﾙｽﾚﾝﾄひたちｽﾃｰｼｮﾝ
常陸太田市 (株)ﾆﾁｲ学館　ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ常陸太田
常陸太田市 常陸農業協同組合　里美ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
常陸太田市 介護老人保健施設くじらヶ丘
常陸太田市 （株）ｼﾞｪｰｼﾞｰ久慈　ｽﾊﾟ＆ｺﾞﾙﾌﾘｿﾞｰﾄ久慈
常陸太田市 防災ｻｰﾋﾞｽ(有)
常陸太田市 中野屋旅館
常陸太田市 常陸太田ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ
常陸太田市 うな昭
常陸太田市 (有)嘉多野
常陸太田市 ﾎﾃﾙ 釜萬
常陸太田市 元湯館
常陸太田市 (有)宝来館
常陸太田市 (有)藤乃屋
常陸太田市 武藤鮮魚店
常陸太田市 湯本 巴屋旅館
常陸太田市 里美屋旅館

大子町 (有)八溝建設
大子町 (有)大沢工務店
大子町 (有)松浦政二商店
大子町 (有)早川商店
大子町 大子町森林組合
大子町 (株)根本家具店
大子町 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)大子店
大子町 (有)笠井石油店
大子町 茨城県常陸大宮土木事務所 大子工務所
大子町 (有)益子工務店
大子町 (有)金沢建設
大子町 (株)椎名工務店
大子町 (株)吉田工業
大子町 吉原建設工業(株)
大子町 海老根建設(株)
大子町 (株)ＩＨＳ　袋田温泉　思い出浪漫館
大子町 茨城県立 大子清流高等学校 芦野倉農場
大子町 (株)大森燃料



大子町 川井木材(有)
大子町 (株)大子造園土木
大子町 (株)藤田工務店
大子町 牛木建設(株)
大子町 (有)石井工務店
大子町 (株)大藤組
大子町 常陸農業協同組合 大子支店
大子町 大子町役場
大子町 大森建設(株)
大子町 (株)角石
大子町 大子町消防本部
大子町 (株)ｴｰｺｰ茨城工場
大子町 (株)星野電業社
大子町 (株)ｽｽﾞｷｱﾑﾃｯｸ
大子町 三宝産業(株)
大子町 (株)常陽銀行 大子支店
大子町 (株)三重工業
大子町 富士精工(株)
大子町 (有)河内屋
大子町 横浜ｺﾞﾑ(株)ﾀｲﾔ試験部　D-PARC
大子町 (有)高橋産業舎
大子町 (有)佐藤工務店
大子町 (有)金沢商事
大子町 和田石材店
大子町 (株)ｸﾘﾀ
大子町 (株)家久長本店
大子町 (有)山田文具店
大子町 (有)吉成木材
大子町 大鉄軌道工業(株)
大子町 (株)植木工業所
大子町 袋田食品(株)
大子町 (有)菊電工業
大子町 (株)筑波銀行 大子支店
大子町 袴田工務店
大子町 (有)小磯工務店
大子町 (株)かみか
大子町 叶屋石油店
大子町 社会福祉法人 清和会 特別養護老人ﾎｰﾑ 久慈川荘
大子町 (有)菊池ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
大子町 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)大子ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
大子町 (有)中郡工業
大子町 茨城日産自動車(株)大子店
大子町 大子町環境ｾﾝﾀｰ
大子町 大子町衛生ｾﾝﾀｰ
大子町 東鉄工業(株)水戸支店　大子出張所
大子町 大子町水道課
大子町 (有)斎藤造園土木
大子町 (有)星造園土木
大子町 介護老人保健施設 温泉ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ虹の丘
大子町 二方林業(有)
大子町 小室土木
大子町 (株)ﾍﾞｱｰﾒﾃﾞｨｯｸ
大子町 大子自動車工業
大子町 (株)益子自動車
大子町 (有)益子
大子町 渡邉林業(株)生瀬工場
大子町 川山ﾊﾞｲﾊﾟｽ自動車
大子町 柳下工業(有)
大子町 日本郵便(株)大子郵便局
大子町 医療法人 聖友会
大子町 石井ﾎﾝﾀﾞ販売
大子町 大子広域公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場



大子町 (有)奥久慈運輸
大子町 FIT JAPAN合同会社
大子町 大子温泉やみぞﾎﾃﾙ
大子町 大子警察署
大子町 (有)ﾀｶﾉ
大子町 高柳商店
大子町 茨城県北環境衛生ｾﾝﾀｰ（株）
大子町 (有)ｻｲﾄｳ緑地開発
大子町 特別養護老人ﾎｰﾑ　あいおんの丘大子
大子町 ｻﾝｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｱ大子ｹｱｾﾝﾀｰ
大子町 (有)井上工業
大子町 (株)ﾖｼﾅﾘ林業
大子町 東日本旅客鉄道(株)水郡線総括ｾﾝﾀｰ
大子町 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)大子ｾﾝﾀｰ
大子町 社会福祉法人大子町社会福祉協議会　指定訪問介護事業所　ﾘｹｱ
大子町 社会福祉法人　大子町社会福祉協議会
大子町 和風ﾚｽﾄﾗﾝ はら山
大子町 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ奥久慈 福寿荘
大子町 大子森林物産(株)大子ﾌﾞﾙﾜﾘｰ
大子町 (株)滝川館
大子町 大子温泉保養ｾﾝﾀｰ 森林の温泉
日立市 (株)白土工務店
日立市 (株)高橋電器製作所
日立市 砂川産業(株)
日立市 (株)筑波銀行 日立支店
日立市 (株)亀屋工業所
日立市 常陸農業協同組合 日立支店
日立市 ｱﾙﾌﾚｯｻ(株)日立支店
日立市 (株)小泉工業
日立市 (株)友工社 日立事業所
日立市 大陽日酸東関東(株)
日立市 日立鋼業(株)
日立市 茨城ﾗｲﾝ(株)
日立市 (株)金徳商事
日立市 (株)大村工業所
日立市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)日立店
日立市 日産部品茨城販売(株)日立営業所
日立市 常磐塗装(株)
日立市 赤津木材工業(株)
日立市 茨城電機工業(株)
日立市 日立礦油(株)
日立市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)山崎事業所
日立市 (株)菊地常元商店
日立市 (株)東邦ｸﾘｰﾝ工業
日立市 (株)池田商店
日立市 森嶋酒造(株)
日立市 ﾄｷﾜ建設(株)
日立市 (株)関ﾌﾟﾚｽ
日立市 (株)ｵｰﾏｯﾄ 日立営業所
日立市 ｶﾒｲ(株)茨城支店 日立営業所
日立市 多賀土木(株)
日立市 田岡建設(株)
日立市 日立道路施設(株)
日立市 (株)日立塗工店
日立市 和田林産(株)
日立市 (株)日昌製作所
日立市 (株)旭製作所
日立市 茨城電設(株)日立営業所
日立市 北関東ｽﾁｰﾙ(株)
日立市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)日立田尻店
日立市 (株)日興
日立市 三幸(株)



日立市 (株)鈴勝産業
日立市 (株)山森材木店
日立市 (株)金村商店
日立市 東邦薬品(株)日立営業所
日立市 (株)茨城製作所 本社神峰
日立市 (有)日工自動車ｻｰﾋﾞｽ
日立市 (有)長山自動車整備工場
日立市 茨城日鉱建設(株)
日立市 綜合警備保障(株)茨城支社日立支店
日立市 (株)日立ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
日立市 新宇佐美鉄工(株)
日立市 日立金属(株)茨城工場(電線)
日立市 日立中央ｶﾞｽ協業組合
日立市 (株)日立製作所 大みか事業所
日立市 ｲｶﾞﾗｼ綜業(株)
日立市 (株)黒澤精機製作所
日立市 日立観光開発(株)
日立市 (株)飯島土建
日立市 日立化成ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)日立事業所(滑川）
日立市 黒沢組
日立市 (株)新和製作所
日立市 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)
日立市 (有)山洋重機工事
日立市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城ｶﾝﾊﾟﾆｰ 日立営業所
日立市 三栄工業(株)
日立市 橘工業(株)日立営業所
日立市 一般財団法人　関東電気保安協会　茨城事業本部 日立事業所
日立市 医療法人 圭愛会 日立梅ヶ丘病院
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 大みか別館
日立市 (株)八千代商事
日立市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支社　日立事業所
日立市 日本放射線ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
日立市 友部生ｺﾝ(株)
日立市 (有)大白ｻｯｼ工業
日立市 茨城県日立保健所
日立市 (株)ｶﾞｽﾊｳｼﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
日立市 日東ﾚﾝﾀﾙ(株)日立営業所
日立市 FVｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城北支店日立ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
日立市 (株)日立保険ｻｰﾋﾞｽ 日立支社
日立市 (有)水戸D･M･S
日立市 (有)瀬谷製作所
日立市 (株)ﾊｲﾊﾟｯｸｽｻﾄｳ　
日立市 一冨士ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(株)東日本支社
日立市 (株)日立ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ
日立市 日立ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾗｲﾌｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）生活家電本部
日立市 東鉱商事(株)本社営業部
日立市 (株)ﾐﾅｶﾜ
日立市 茨城県日立自動車学校
日立市 JX金属(株)日立事業所
日立市 (株)日立製作所 日立事業所
日立市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社 日立事務所
日立市 (株)大金工務店
日立市 日立土木(株)
日立市 日立市企業局
日立市 (株)加藤鐵工所
日立市 国長金属(株)日立営業所
日立市 日立市役所
日立市 飯村機電工業(株)日立本社
日立市 日立金属(株)茨城工場(日高)
日立市 東海生ｺﾝ(株)
日立市 常陽電機工業(株)
日立市 東京ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ(株)日立支社



日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)
日立市 鈴縫工業(株)本社
日立市 (株)日立製作所 日立研究所
日立市 (株)秋山工務店
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 大沼工場
日立市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)日立ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
日立市 日立市消防本部
日立市 日立電設工事(株)
日立市 (株)日東製作所
日立市 ｱｲｶﾞ電子工業(株)
日立市 (株)岡部工務店
日立市 (株)ﾒﾃﾞｨｾｵ　日立支店
日立市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)山崎事業所（桜川）
日立市 日本郵便(株)多賀郵便局
日立市 (株)日立生ｺﾝ 多賀工場
日立市 (株)常陽銀行 日立支店
日立市 茨城いすゞ自動車(株)日立営業所
日立市 (株)明治商会日立支店
日立市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ日立店
日立市 (株)須田酒店
日立市 (株)ﾀｹﾑﾗ
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（本社）
日立市 日本郵便(株)日立郵便局
日立市 (株)塙建設
日立市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)日立滑川店
日立市 中山商事(株)
日立市 菊丸建設(株)
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 会瀬事業所
日立市 沢畠自動車整備工場
日立市 (有)佐藤電機工業所
日立市 村上建設(株)
日立市 かめや産業(有)
日立市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)日立事業所
日立市 (株)水庭農園
日立市 いわきﾔｸﾙﾄ販売(株)日立営業所
日立市 妙法電気工事(株)
日立市 (株)常陽銀行 多賀支店
日立市 (有)宇野自動車整備工場
日立市 (株)ゆなご教材舎
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰﾃﾞﾊﾞｲｽ
日立市 日木産業(株)本社
日立市 小林建設(株)
日立市 合資会社 日立工業所
日立市 ﾅｼｮﾅﾙﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)日立営業所
日立市 (株)茨城計算ｾﾝﾀｰ日立事業所
日立市 日立ｾﾒﾝﾄ(株)
日立市 常陸屋根材ｾﾝﾀｰ(株)
日立市 宮原瓦工業(有)
日立市 深谷木材工業(株)
日立市 (株)多賀工事社
日立市 さつき(株)日立支店
日立市 (株)日立管工所
日立市 (株)ﾊｷﾞﾔﾆｭｰﾃｸﾉ
日立市 (株)鈴木工業
日立市 日立商工会議所
日立市 (有)金沢産業
日立市 (株)双葉製作所 日立支社
日立市 (株)ﾋﾀﾁ
日立市 魚田土建
日立市 千代田産業(株)日立営業所
日立市 (株)日立ｱﾙﾐ
日立市 中央労働金庫 多賀支店



日立市 医療法人 愛正会 田尻ヶ丘病院
日立市 中央労働金庫 日立支店
日立市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売(株)日立営業所
日立市 岡田電気産業(株)日立営業所
日立市 ひたち南ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ
日立市 ｸﾛｻﾜｳｴﾙﾈｽﾎｰﾑ(株)
日立市 (有)三栄電機商会
日立市 丸光建設(株)
日立市 (有)富士産業
日立市 (株)常磐建設
日立市 丸善電機工業(株)
日立市 ｽﾍﾟﾝｻｰ工業(株)
日立市 ｱｲ･ｲｰ･ｼｰ(株)
日立市 久栄産業(有)
日立市 (株)古川工務店
日立市 茨城日産自動車(株)日立多賀店
日立市 (株)朝日精機製作所
日立市 (株)ﾀﾞｽｷﾝﾏﾐｰ商事
日立市 (株)髙村電設工業
日立市 (株)峯久
日立市 鳥居電業(株)日立支店
日立市 (株)川井石油
日立市 (株)沢平
日立市 (有)大金建材店
日立市 (株)ｲｽﾞﾐ
日立市 積豊建設(株)
日立市 常磐金属工業(株)
日立市 (株)伊藤工業
日立市 益三建設(株)
日立市 (株)大貫工業所
日立市 (株)青木建設工業
日立市 東和電気(株)日立支店
日立市 東邦殖産工業(株)
日立市 大社設備工業(株)
日立市 (株)日青ﾌﾟﾗﾝﾄ
日立市 (株)高橋機械
日立市 中嶋ﾒﾃﾞｨｶﾙｻﾌﾟﾗｲ(株)
日立市 千歳管工
日立市 秋光電気工事(株)
日立市 久下谷建設(株)
日立市 日新設備(有)
日立市 (有)根本商店
日立市 (株)飛重
日立市 (株)ｶﾄﾞﾜｷ
日立市 (株)ｽｽﾞｹﾝ 日立支店
日立市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)日立森山店
日立市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株)日立営業所
日立市 (有)戸祭電気商会
日立市 (株)日線産業所
日立市 (有)春木屋建設
日立市 (有)日立電機工業
日立市 (株)ﾊｲﾍﾟｯｸ
日立市 (株)藤設備
日立市 前野商事(株)
日立市 花福
日立市 (株)日立機熔商事
日立市 ﾏﾙｲｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(株)
日立市 (株)春秋舎
日立市 (株)吉沢緑化造園
日立市 茨城三菱自動車販売(株)日立店
日立市 S･P･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
日立市 (株)三和商事



日立市 藤和建設(株)
日立市 (株)富士塗装店
日立市 荒友商事(株)
日立市 (有)共和産業
日立市 日港電気(株)
日立市 ｶﾈ万建設(株)
日立市 大同精機(株)日立営業所
日立市 日立建塗工業(株)
日立市 (有)有金建設
日立市 (株)和田塗装工業
日立市 (株)ﾕｰﾒｯｸ
日立市 (株)古川技建
日立市 (有)新井土木
日立市 (有)宮田電工社
日立市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 日立滑川店
日立市 (有)小林農園
日立市 松陽電工(株)日立営業所
日立市 増子塗装店
日立市 (株)天地閣
日立市 (有)中島製作所
日立市 大三工業(有)
日立市 三秀建設工業(株)
日立市 (株)日立機械
日立市 (株)日興製作所
日立市 (有)赤喜工業所
日立市 (株)相山造園
日立市 圷ﾓｰﾀｰｽ
日立市 (株)ﾔﾏﾓﾄ
日立市 (株)藤田木材
日立市 (株)ﾏｯﾂ 日立営業所
日立市 荒井工業(株)
日立市 (株)ｻﾝﾒｯｸ
日立市 (株)産業ｶﾞｽﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
日立市 小野﨑重機
日立市 日立市消防本部 多賀消防署
日立市 日立市消防本部 北部消防署
日立市 日立市消防本部 日立消防署
日立市 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)日立営業所
日立市 公益財団法人 日立市公園協会
日立市 日立市多賀農業協同組合
日立市 (株)茨城計算ｾﾝﾀｰ 大みか事業所
日立市 中央工業(株)
日立市 (有)ｶﾄﾞﾜｷ産業
日立市 大東建託(株)日立支店
日立市 ｴｲﾁ・ｼｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株)
日立市 公益財団法人 日立ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
日立市 東京発電(株)茨城事業所
日立市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支店 日立支社
日立市 公益財団法人 日立平和台霊園
日立市 (有)増田重機
日立市 (株)伊藤園　日立支店
日立市 (株)ﾌｼﾞ
日立市 (株)水越
日立市 (有)大森商店
日立市 日立金属(株)茨城工場
日立市 (有)中島ﾋﾞﾆｰﾙ加工
日立市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)日立店
日立市 UDﾄﾗｯｸｽ株式会社日立ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
日立市 ﾎﾃﾙ ﾃﾗｽｻﾞｽｸｴｱ日立
日立市 黒川建設(株)本社
日立市 (有)八幸重機
日立市 茨城日産自動車(株)日立滑川店



日立市 ｾｺﾑ(株)日立営業所
日立市 運行ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ(株)
日立市 (株)海野商店
日立市 (有)佐藤ｶﾞｽ工業
日立市 (株)日立ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 日立支店
日立市 (株)梶山工業所
日立市 (株)日立製作所 日立総合病院附属　多賀ｸﾘﾆｯｸ
日立市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)日立営業所
日立市 泉商事(株)
日立市 富士祭典 日立店
日立市 (株)日立産業制御ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ
日立市 (社)日立市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
日立市 ﾊｰﾄ封筒(株)日立工場
日立市 樋口総業(株)
日立市 大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)日立営業所
日立市 日立税務署
日立市 (株)日立茨城ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ
日立市 介護老人保健施設 田尻ヶ丘ﾍﾙｼｰｹｱ
日立市 （株）日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ日立営業所
日立市 (株)ｲﾊﾞｼﾞｭｳ 日立営業所
日立市 (株)ｻﾞ･ｵｰｼｬﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
日立市 (株)ﾆﾁｲ学館　ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ日立
日立市 (有)沼田ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
日立市 (有)ﾎﾝﾏ
日立市 大谷建材(株)
日立市 常陸農業協同組合 十王支店
日立市 (株)吉田組
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　電力電機生産本部
日立市 (株)高萩ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　日立支社
日立市 白井産業(株)
日立市 常磐生ｺﾝ(株)茨城県北日立生ｺﾝ
日立市 弓野ﾎﾝﾀﾞ販売(株)
日立市 (株)竹ﾉ下建設
日立市 日立･高萩広域下水道組合
日立市 (株)関根鉄工所
日立市 金成重機建設(株)
日立市 国立研究開発法人　森林研究・整備機構　森林総合研究所 林木育種ｾﾝﾀｰ
日立市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ十王ｾﾝﾀｰ
日立市 医療法人 祥仁会 十王ひがし野ｸﾘﾆｯｸ
日立市 SMK(株)ひたち事業所
日立市 社会福祉法人 日立市社会福祉協議会
日立市 (株)JWAY
日立市 特別養護老人ﾎｰﾑ 成華園
日立市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)日立北店　
日立市 特別養護老人ﾎｰﾑ MAO
日立市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)大みか店
日立市 (株)日立ｴｸｽﾃﾘｱ
日立市 (有)永通ﾃｸﾉ
日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)大みか事務所
日立市 ｸﾘｰﾝｹﾐｶﾙ(有)
日立市 (有)根本機工
日立市 (株)小林工務店
日立市 野田商事(株)
日立市 (株)月澤断熱工業
日立市 (株)建久
日立市 (有)赤津製作所
日立市 (有)ｶｼﾏ不動産
日立市 (株)小谷松工務店
日立市 相賀塗装(株)
日立市 水戸証券(株)日立支店
日立市 日東機設(株)
日立市 特定非営利活動法人 ｹｱﾗｰｽﾞ



日立市 医療法人 秀仁会 介護老人保健施設さくら日立
日立市 (有)関東機械
日立市 (有)ﾍﾞﾙﾏｳﾝﾄ
日立市 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)　茨城支社　日立営業所
日立市 (株)常陽銀行 日高支店
日立市 一般社団法人　茨城県日立市医師会
日立市 (株)ｶﾝﾄｳｽﾌﾟﾚｰ
日立市 水戸工業(株)日立営業所
日立市 (有)滑川ﾌﾟﾗﾝﾄ工業
日立市 ﾀﾏﾎｰﾑ(株)日立店
日立市 (株)常陽銀行 久慈浜支店
日立市 長尾産業(株)
日立市 (株)荒蒔ﾃﾞﾝｿｰ　ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ日立店
日立市 特別養護老人ﾎｰﾑ 小咲園
日立市 特別養護老人ﾎｰﾑ ｻﾝ豊浦
日立市 三菱HCｷｬﾋﾟﾀﾙｵｰﾄﾘｰｽ(株)車両整備ｾﾝﾀｰ
日立市 (株)ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 水戸道路事務所 日立作業所
日立市 東鉱商事(株)日立配送ｾﾝﾀｰ
日立市 (有)創美社
日立市 日本郵便(株)久慈浜郵便局
日立市 東洋証券(株)日立支店
日立市 社会福祉法人 山水苑
日立市 ﾎｼｻﾞｷ北関東(株)日立営業所
日立市 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄﾕﾆｷｬﾘｱ(株)日立ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
日立市 (有)多賀ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
日立市 茨城県信用組合 日立支店
日立市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ(株)日立日高店
日立市 (株)日立ｵｰﾄｻｰﾋﾞｽ　茨城整備所金沢整備G
日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)機動課
日立市 ﾍﾞｽﾄｹｱ ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 日立
日立市 (株)HFC
日立市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)日立支店
日立市 茨城県信用組合 多賀支店
日立市 (株)裕建
日立市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)日立北店
日立市 らいおんﾊｰﾄ温泉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ川尻
日立市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)日立森山店
日立市 (株)ｼｮｳｴｲ
日立市 (株)日立物流東日本　
日立市 常磐地下工業(株)
日立市 日立建機日本(株)日立営業所
日立市 常陸農業協同組合 日高支店
日立市 常陸農業協同組合 みなみ支店
日立市 ﾐﾄﾞﾘ安全茨城(株)
日立市 (株)ﾃｨｼﾞｨｴｽ
日立市 (株)日立物流東日本　機工部 日立機工ｸﾞﾙｰﾌﾟ
日立市 (有)新興
日立市 (株)堀田電機製作所
日立市 社会福祉法人 克信会 特別養護老人ﾎｰﾑ 金沢弁天園
日立市 (株)日昭丸運
日立市 (有)安藤造園
日立市 太洋工業(株)
日立市 (株)金澤製作所
日立市 泰榮ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
日立市 (株)ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾌひたち　日立介護ｽﾃｰｼｮﾝ
日立市 (株)神峰精機
日立市 英和(株)日立営業所
日立市 茨城県警察本部　交通部　交通機動隊 日立分駐隊
日立市 茨城県警察本部　交通部　高速道路交通警察隊 日立北分駐隊
日立市 日立警察署
日立市 特定非営利活動法人 ふれあい坂下
日立市 (株)山新　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　多賀店



日立市 社会福祉法人 愛孝会 福祉の森 聖孝園
日立市 ﾐﾗｲﾌ(株)日立店
日立市 かねはた
日立市 社会福祉法人 日立市社会福祉事業団 萬春園
日立市 (株)赤羽根
日立市 日本郵便(株)十王郵便局
日立市 日立埠頭(株)
日立市 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾀｲﾔ関東(株)日立営業所
日立市 (株)ｻﾝｸﾚｯｸｽ 茨城支店　常陸多賀技術ｾﾝﾀ
日立市 日木産業(株)日高営業所
日立市 藤井産業(株)日立支店
日立市 ﾐｻﾜﾎｰﾑｲﾝｸﾞ(株)日立店
日立市 (株)日立物流東日本　電線営業部　日高営業所
日立市 住電機器ｼｽﾃﾑ(株)
日立市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)日立北店
日立市 (株)日立茨城ﾃｸﾆｶﾙｻｰﾋﾞｽ 本社
日立市 (株)ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾌひたち　らいふｱｼｽﾄ泉ヶ森
日立市 (株)日立物流東日本流通ｻｰﾋﾞｽ　梱包流通部　日立梱包課
日立市 (株)日立物流東日本　日高事業所
日立市 生活協同組合 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城 栃木　ひたちｾﾝﾀｰ
日立市 日立ﾍﾞﾙﾄｻｰﾋﾞｽ(株)
日立市 (株)ｼﾞｪｲ･ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ 日高事業所
日立市 (株)ｽｶﾞｲｹｰﾌﾞﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
日立市 複合福祉施設 一想園
日立市 (株)金沢商事
日立市 (株)ﾏｲｽﾃｯｸ
日立市 (株)根本興業
日立市 (株)櫻井機工
日立市 (有)ﾋｭｰﾏﾝﾃｯｸ
日立市 常磐架設工業(株)
日立市 (株)ｶﾅﾓﾄ 日立営業所
日立市 (株)神戸工業試験場
日立市 (有)多賀協同ｻｰﾋﾞｽ
日立市 (株)筑波銀行 多賀支店
日立市 (株)筑波銀行　大みか支店
日立市 東京ｶﾞｽ(株)日立LNG基地
日立市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)日立小木津店
日立市 (株)ﾄｯﾌﾟｼﾞｬﾊﾟﾝﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ
日立市 (株)ﾊﾟﾜｰｱﾝﾄﾞｺﾑﾃｯｸ 日高事業所
日立市 明秀学園日立高等学校
日立市 (株)茨城ﾃｸﾉｽ
日立市 (株)茨城ﾃｸﾉｽ(豊浦)
日立市 (株)茨城ﾃｸﾉｽ(高砂)
日立市 (株)ﾊﾟｿﾅ ﾊﾟｿﾅ･日立
日立市 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)茨城支社日立支店
日立市 らいおんﾊｰﾄﾘﾊﾋﾞﾘ温泉ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ川尻ｱﾈｯｸｽ
日立市 (株)夢翔ｵｰﾄﾊﾞｯｸｽ日立金沢店
日立市 香陵住販(株)日立南支店
日立市 香陵住販(株)日立支店
日立市 (株)東工業茨城事務所
日立市 中川金属(株)日立営業所
日立市 JX金属商事(株)日立支店
日立市 (株)日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ　ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ本部　受変電ｼｽﾃﾑ部
日立市 大成印刷(株)
日立市 大和冷機工業(株)日立営業所
日立市 山水苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ滑川
日立市 (株)ﾊﾟﾊﾟまるﾊｳｽ　日立支店
日立市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株) ﾏｲﾈ森山
日立市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)日立営業所
日立市 新明電材(株)日立営業所
日立市 (株)日立物流東日本　日立営業部 日立･国分営業所 構内係
日立市 (株)日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 日立ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ



日立市 大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(株)南関東支店　茨城北出張所
日立市 日立金属(株)茨城支店
日立市 電通工業(株)茨城支店
日立市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　日立南営業所
日立市 (株)ｱｲﾗｲｸ
日立市 黒田電気(株)日立支店
日立市 (株)日立物流東日本　日立営業部　大みか営業所
日立市 (株)日立物流東日本　多賀営業所
日立市 (株)ﾔﾏｶﾞﾀ
日立市 こくみん共済coop茨城推進本部　日立支所
日立市 (株)日立ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ　電機ｼｽﾃﾑ事業部
日立市 岡本興業(株)日立工場
日立市 ﾂｸｲ日立金沢
日立市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)日立店
日立市 日本瓦斯(株)日立営業所
日立市 (株)東日本銀行　日立支店
日立市 三菱日立ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ（株）日立工場
日立市 多賀ﾃﾞｨｽﾀｼﾞｵ
日立市 一般社団法人　日本貨物検数協会　日立事務所
日立市 ｶｰﾚﾎﾟ(株)日立事業所
日立市 ｶｰﾚﾎﾟ(株)日立港営業所
日立市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)日立ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
日立市 日立市消防本部 南部消防署
日立市 (有)ﾋﾀﾁ保険ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
日立市 社会福祉法人聖愛会石名坂聖孝園
日立市 京葉ｶﾞｽﾘｷｯﾄﾞ(株)日立支店
日立市 ほっとすわﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
日立市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ滑川
日立市 (株)宮崎　日立ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
日立市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　日立北営業所
日立市 (株)日立ﾌﾟﾗﾝﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ茨城事業所
日立市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)日立滑川店
日立市 (株)あかつき
日立市 居宅介護支援事業所　山水苑　塙山
日立市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ日立店
日立市 一般社団法人日本自動車連盟　茨城支部　日立基地
日立市 (株)ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ　日立営業所
日立市 日立GEﾆｭｰｸﾘｱ･ｴﾅｼﾞｰ（株）日立事業所　臨海工場
日立市 (株)日立製作所　日立事業所（国分工場）
日立市 一般財団法人茨城県住宅管理ｾﾝﾀｰ日立ｾﾝﾀｰ
日立市 (株)光希
日立市 住友電気工業（株）茨城製作所（豊浦）
日立市 (株)ﾕﾆﾀｽ　日立営業所
日立市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)日立桜川店
日立市 (株)林造園
日立市 (株)ｴﾑｴｽ　日立営業所
日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ（株）
日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ（株）多賀課
日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ（株）
日立市 （株）ほけん相談室　本社
日立市 （株）ﾃｨｰ･ｴﾑ･ﾋﾟｰ本社
日立市 住友生命保険相互会社　水戸支社　日立多賀支部
日立市 住友生命保険相互会社　水戸支社　日立支部
日立市 （株）ﾆﾁｲ学館　ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ多賀
日立市 （株）ｶﾞｽﾊﾟﾙ　日立販売所
日立市 ﾜﾀﾐの宅食　日立北営業所
日立市 (株)日立物流東日本　営業企画部
日立市 （株）ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾌひたち　日立南介護ｽﾃｰｼｮﾝ
日立市 日研ﾄｰﾀﾙｿｰｼﾝｸﾞ（株）日立事業所
日立市 ﾃｲｹｲ（株）日立支社
日立市 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ（株）北関東営業部　日立ｵﾌｨｽ
日立市 社会福祉法人　日照養徳園



日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ（株）日立ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀ
日立市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)ｴｺｻｰﾋﾞｽ第一部　国分課
日立市 らいおんﾊｰﾄ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
日立市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ大みか
日立市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　日立営業所
日立市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　大みか営業所
日立市 (株)ﾌﾞﾗﾝﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
日立市 (有)成沢建設
日立市 ｺﾝﾃｯｸ(株)
日立市 東京ｶﾞｽ(株)日立営業所
日立市 公益財団法人　日立地区産業支援ｾﾝﾀｰ
日立市 明治安田生命保険相互会社　大みか営業所
日立市 (株)日立物流東日本　日立営業部　日立・国分営業所
日立市 (株)ｶｽｹｰﾄﾞ東京　看護小規模多機能型居宅介護　らいおんﾊｰﾄ満天
日立市 ｴﾃﾞｨﾌｧﾐﾘｰ日立営業所
日立市 あいおいﾆｯｾｲ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ（株）日立支店
日立市 ｹｱｰｽﾞ訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝかみね　ｻﾃﾗｲﾄかねさわ
日立市 ｹｱｰｽﾞ訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝかみね
日立市 大心苑　十王ｺﾞﾙﾌｺｰｽ
日立市 ﾜﾀﾐ(株)ﾜﾀﾐの宅食　日立南営業所
日立市 明治安田生命保険相互会社　水戸支社　日立営業部
日立市 (株)FEA茨城支社
日立市 茨城ﾋﾞｼﾞﾈｽ(株)
日立市 ｴﾑﾋﾞｰ･ｻｰﾋﾞｽ日本(株)
日立市 東海ｹﾐｰ(株)北部営業所
日立市 大樹生命保険(株)日立営業部
日立市 大樹生命保険(株)多賀営業部
日立市 成華園通所介護事業所
日立市 (有)日立電建　営業所
日立市 ﾃｨ･ｴｽ･ﾈｯﾄﾜｰｸｽ(株)本社
日立市 日立金属(株)茨城工場（豊浦）
日立市 日本生命保険相互会社　水戸支社　日立南営業部
日立市 学校法人 中﨑学園 小木津幼稚園
日立市 学校法人 根本学園 三つ葉幼稚園
日立市 学校法人 助川学園すけ川幼稚園
日立市 東洋船舶作業(株)日立事業所
日立市 医療法人 永慈会 永井ひたちの森病院
日立市 学校法人 宮田学園 もみや幼稚園
日立市 学校法人 茅根学園 日高幼稚園
日立市 すぎの子幼稚園
日立市 学校法人　しみず学園 認定こども園ひがしなるさわ幼稚園
日立市 茨城ｷﾘｽﾄ教大学付属認定こども園 みらい園
日立市 認定こども園せいじ園
日立市 ｽｲﾑｸﾗﾌﾞﾌｨｯﾄﾈｽ
日立市 水木わかば幼稚園
日立市 いづみや
日立市 はぎ屋旅館
日立市 (株)網元 別館
日立市 社会福祉法人 ひたち育成会　みなみひまわり学園
日立市 十王幼稚園・保育園
日立市 茨城県立国民宿舎「鵜の岬」
日立市 学校法人 公土園 大久保幼稚園
日立市 学校法人 のびろ学園 池の川幼稚園
日立市 ｾﾝﾄﾗﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞ日立
日立市 茨城県警察本部　警務部　留置管理課　水戸集中護送センター　日立分室
高萩市 (株)根本組
高萩市 太平産業(株)高萩営業所
高萩市 日本郵便(株)高萩郵便局
高萩市 (株)ｱｲﾃｯｸ
高萩市 高萩市消防本部
高萩市 (株)常陽銀行 高萩支店
高萩市 安村木材(株)



高萩市 (有)細貝工務店
高萩市 (有)内藤住設商事
高萩市 (株)大友製作所 高萩工場
高萩市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)高萩店
高萩市 障害者支援施設　愛正園
高萩市 高萩 山の湯
高萩市 茨城県高萩工事事務所
高萩市 高萩市役所
高萩市 日興建設(株)
高萩市 常陸農業協同組合 高萩営農経済ｾﾝﾀｰ
高萩市 (有)共立住設機器
高萩市 (株)中井工務店
高萩市 (有)清水農機商会
高萩市 日本ｹﾐｺﾝ(株)高萩工場
高萩市 常北開発(株)
高萩市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)高萩店
高萩市 (株)利光工務店
高萩市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)北茨城店
高萩市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　高萩店
高萩市 (株)ﾅﾊﾞﾅ工業
高萩市 大栄商事(有)
高萩市 (株)飯塚電機工業
高萩市 (有)勝栄設備工業
高萩市 (株)ｵｰｼｬﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ
高萩市 鈴木工務店(株)
高萩市 医療法人 それいゆ会 高萩それいゆ病院
高萩市 助川電気工業(株)
高萩市 (株)南悠商社不動産事業部
高萩市 高萩商事(株)
高萩市 医療法人それいゆ会 老人保健施設 ﾉｱ
高萩市 大洋建設(有)
高萩市 (株)やまとｾﾚﾓﾆｰ
高萩市 東鉄工業(株)水戸支店 水戸出張所高萩派出
高萩市 (有)山喜園
高萩市 (株)ｱｲﾌﾗﾜｰ
高萩市 高野商店
高萩市 山川建設(株)
高萩市 特別養護老人ﾎｰﾑ 松籟荘
高萩市 (有)久保田住宅機器
高萩市 ひたちの森高萩
高萩市 ｷｭｰﾌﾞ在宅ｹｱｾﾝﾀｰ
高萩市 (株)ｱｽｶ技研
高萩市 (有)ﾐｶﾜ工業
高萩市 (有)海老沼造園土木
高萩市 (株)小泉東関東 高萩営業所
高萩市 明和電気(株)
高萩市 (株)富士薬品 高萩営業所
高萩市 第一学院高等学校 高萩校
高萩市 高萩市総合福祉ｾﾝﾀｰ
高萩市 社会福祉法人 親交会　リバティ若栗
高萩市 (株)ｴﾈﾗｲﾌ　茨城支社 高萩ｶｽﾀﾏｰｽﾃｰｼｮﾝ
高萩市 常陸農業協同組合 高萩支店
高萩市 (株)ｱﾝﾃｯｸｽ 高萩工場
高萩市 (有)高萩たんぽぽ
高萩市 高萩警察署
高萩市 県北医療ｾﾝﾀｰ高萩協同病院
高萩市 (株)ｼﾞｪｲﾋﾟｰ関東本社工場
高萩市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)北茨城店
高萩市 (有)佐川運送
高萩市 (株)国昌ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
高萩市 (株)LAVA　International　天空の庭 天馬夢
高萩市 ﾆﾀﾞｯｸ(株)



高萩市 高萩地区介護支援ｾﾝﾀｰ
高萩市 (有)ﾜﾀﾅﾍﾞ
高萩市 (株)筑波銀行 高萩支店
高萩市 ﾘﾊﾞﾃｨ・ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ　ゆい
高萩市 関本開発(株)高萩生コン
高萩市 社会福祉法人　愛正会　医療型障害児入所施設　水方苑
高萩市 (株)県北環境企業
高萩市 (株)麗都
高萩市 (株)ﾘﾊ･ｻﾎﾟｰﾄ
高萩市 ＪＡ常陸北部農機ｾﾝﾀｰ
高萩市 (株)ｾﾞﾛｽ　
高萩市 塩田　朋
高萩市 明治安田生命保険相互会社　水戸支社　高萩営業所
高萩市 TRﾌｨｯｸｽｹｱ(株)
高萩市 日本生命保険相互会社　水戸支社　高萩営業部
高萩市 佐々木建設(有)
高萩市 (有)寿々本
高萩市 ｱｽﾃﾗｽ製薬(株)高萩事業場
高萩市 社会福祉法人 愛孝会　高萩聖孝園
高萩市 医療法人 愛正会 やすらぎの丘温泉病院
高萩市 社会福祉法人 あおぞら保育園
高萩市 (有)ｺｽﾓｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽ

北茨城市 小川産業(株)
北茨城市 北茨城市企業衛生(株)
北茨城市 ﾏﾙﾊ産業(株)北茨城営業所
北茨城市 (株)常磐谷沢製作所 茨城工場
北茨城市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)大津港店
北茨城市 日本郵便(株)北茨城郵便局
北茨城市 大友重機運送(有)
北茨城市 社会福祉法人 丸昌会 中郷保育園
北茨城市 茨城ﾊﾟｼﾌｨｯｸｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
北茨城市 五浦工業(株)
北茨城市 三和商事(株)
北茨城市 大北産業(株)
北茨城市 (株)千葉工務店
北茨城市 (株)まるたか観光
北茨城市 森六ﾌﾟﾚｼﾞｮﾝ(株)
北茨城市 大城建設(株)
北茨城市 ｻｺｰ建設(株)
北茨城市 (株)田中ﾍﾞﾆﾔ店
北茨城市 (株)常陽銀行 磯原支店
北茨城市 日立ｱｽｺﾝ(株)
北茨城市 ﾕﾆﾏﾃｯｸ(株)
北茨城市 向洋産業(株)
北茨城市 (株)菅原工務店
北茨城市 (有)神永石材
北茨城市 (株)としまや月浜の湯
北茨城市 (株)ｻﾝﾕｰｽﾄｱｰ　本部
北茨城市 北茨城市役所
北茨城市 合資会社 月の友
北茨城市 常陸農業協同組合 北茨城支店
北茨城市 (株)五浦観光ﾎﾃﾙ
北茨城市 北茨城市消防本部
北茨城市 (株)茨城ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
北茨城市 新和企業(有)
北茨城市 (株)北茨城自動車学校
北茨城市 (株)高砂鐵工所
北茨城市 丸成漁業(株)
北茨城市 (株)北茨城木工所
北茨城市 東海建設(株)
北茨城市 (有)ｼｮｱ 磯原ｼｰｻｲﾄﾞﾎﾃﾙ
北茨城市 社会福祉法人 ときわの杜



北茨城市 佐藤ｱﾙﾐ硝建(有)
北茨城市 東京ﾌｪﾗｲﾄ製造(株)茨城工場
北茨城市 (有)芳賀商店
北茨城市 JX金属(株)　磯原工場
北茨城市 (有)ﾅｶﾞｼﾏ
北茨城市 大塚電機(株)
北茨城市 (株)松本商店
北茨城市 小松建設(株)
北茨城市 茨城住宅工業(株)
北茨城市 丸金産業(株)
北茨城市 金村金属商会
北茨城市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)北茨城店
北茨城市 (株)ﾑﾗﾀ
北茨城市 北茨城市 清掃ｾﾝﾀｰ
北茨城市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)北茨城店
北茨城市 関彰商事(株)北茨城LPｶﾞｽｾﾝﾀｰ
北茨城市 (株)魚の宿 まるみつ
北茨城市 北茨城市民病院
北茨城市 大津漁業協同組合
北茨城市 ﾓﾘﾏｰｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ(株)
北茨城市 茨城日産自動車(株)北茨城店
北茨城市 (有)丸美食品
北茨城市 社会福祉法人 北茨城市社会福祉協議会
北茨城市 (有)おとうふ家族 北茨城店
北茨城市 医療法人 芳医会　
北茨城市 (株)西丸設備
北茨城市 医療法人 秀仁会 介護老人保健施設おはよう館
北茨城市 (株)有紀建設
北茨城市 (有)鉄水道工業
北茨城市 ｵﾘｯｸｽ･ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ(株)北茨城支店
北茨城市 (株)小國工務店
北茨城市 医療法人社団 ときわ会 北茨城中央ｸﾘﾆｯｸ
北茨城市 特定非営利活動法人 ｳｨﾗﾌﾞ北茨城
北茨城市 (有)丸川商店
北茨城市 茨城県信用組合 大津支店
北茨城市 常陸農業協同組合 五浦支店
北茨城市 NOK(株)
北茨城市 社会福祉法人 あかね会
北茨城市 特定非営利活動法人 ﾃﾞｲﾄﾞﾘｰﾑ
北茨城市 特定非営利活動法人 虹
北茨城市 (株)第一機電茨城工場
北茨城市 (株)高山建設
北茨城市 日本郵便(株)大津郵便局
北茨城市 (有)樋本土木工業
北茨城市 ｲﾜﾀﾆｾﾝﾄﾗﾙ福島(株)茨城北営業所
北茨城市 (有)松本電建
北茨城市 (株)茨城技研
北茨城市 医療法人 誠之会 廣橋病院
北茨城市 (株)ＩＪＴＴ北茨城工場
北茨城市 磯原ｳﾚﾀﾝ工業(株)
北茨城市 医療法人秀仁会元気の郷大津おはよう館
北茨城市 (株)筑波銀行 磯原支店
北茨城市 双葉ﾓﾊﾞｲﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(株)
北茨城市 茨城ﾌﾟﾚｲﾃｨﾝｸﾞ工業(株)
北茨城市 (株)ｱｰｷｼｽﾃﾑ
北茨城市 (株)環境科学研究所
北茨城市 (株)丹工務店
北茨城市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ北茨城
北茨城市 北茨城精密加工（株）関本工場
北茨城市 昱(株)茨城支店　北茨城営業所
北茨城市 ｻﾗﾔ(株)関東工場
北茨城市 北茨城ごみ処理施設作業所



北茨城市 (株)ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾌひたち　中郷介護ｽﾃｰｼｮﾝ
北茨城市 (株)斎藤英次商店　北茨城営業所
北茨城市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　北茨城営業所
北茨城市 住友生命保険相互会社　水戸支社　北茨城支部
北茨城市 中央労働金庫磯原支店
北茨城市 山口産業（株）北関東工場
北茨城市 日本生命保険相互会社　水戸支社　北常陸営業部
北茨城市 学校法人 豊田学園 旭幼稚園
北茨城市 民宿 丸勇
北茨城市 常磐うぐいす谷温泉
北茨城市 学校法人 大平学園 いそはら幼稚園
北茨城市 一般財団法人　茜平ふれあい財団
北茨城市 学校法人 杉本学園 杉の子幼稚園
北茨城市 (有)やまに郷作
北茨城市 社会福祉法人 清和会認定こども園　みなみ保育園
北茨城市 社会福祉法人 清和会 大津保育園
北茨城市 学校法人 誠之会学園 誠之会幼稚園
北茨城市 秀寿し
鉾田市 (株)鬼沢商店
鉾田市 大和田農機
鉾田市 (株)日立生ｺﾝ 鉾田工場
鉾田市 鉾田消防署
鉾田市 日本郵便(株)鉾田郵便局
鉾田市 (株)常陽銀行 鉾田支店
鉾田市 水戸信用金庫　鉾田中央支店
鉾田市 ﾎｺﾀ設計ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ(株)
鉾田市 飯島畜産(株)
鉾田市 (株)田口建設工業
鉾田市 (有)武田製材所
鉾田市 茨城県鉾田工事事務所
鉾田市 ほこた農業協同組合　本店
鉾田市 うろこ清掃社
鉾田市 (有)澤屋都市開発 ﾎﾃﾙさわや
鉾田市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)鉾田店
鉾田市 茨城旭村農業協同組合　
鉾田市 合資会社 川島精市商店
鉾田市 田嵜青果
鉾田市 (株)沼田工務店
鉾田市 丸屋商店
鉾田市 (株)新堀建設
鉾田市 ｶｻｲ工務店
鉾田市 皆藤物産
鉾田市 (株)丸俊
鉾田市 鉾田市役所
鉾田市 鉾田市役所　旭総合支所
鉾田市 白帆ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
鉾田市 (株)鉾田自動車学校
鉾田市 鉾田市役所　大洋総合支所
鉾田市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)鉾田支店
鉾田市 茨城県鹿行県民ｾﾝﾀｰ
鉾田市 ヰｾｷ関東甲信越 鉾田営業所
鉾田市 (株)米川商事
鉾田市 千代田ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽ(株)
鉾田市 合資会社 渡辺石油
鉾田市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)鉾田店
鉾田市 (株)石崎商事
鉾田市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ鉾田
鉾田市 (有)菅谷工務店
鉾田市 (株)伊東建設
鉾田市 (有)巴川電気工事
鉾田市 (株)荒佐商店
鉾田市 (株)内田建設



鉾田市 (株)田中工務店
鉾田市 飯塚工務店
鉾田市 (有)小野瀬農機店
鉾田市 鈴木工務店
鉾田市 鉾田ｸﾚｰﾝ工事
鉾田市 ひので酪農業協同組合
鉾田市 (株) 松本工業
鉾田市 村田基礎工事(株)
鉾田市 (有)石上ﾌｧｰﾑ 南野第一本場
鉾田市 (株)飯島電気工業
鉾田市 (株)小森自動車
鉾田市 宮本石油店
鉾田市 藤枝建設(株)
鉾田市 江沼鑿泉
鉾田市 薄井鑿泉工業
鉾田市 永田工務店
鉾田市 内藤建設(株)
鉾田市 藤井建設(株)
鉾田市 (株)髙橋電気
鉾田市 (株)磯山商事
鉾田市 ほこた農業協同組合 営農情報ｾﾝﾀｰ
鉾田市 江川工業(株)
鉾田市 (株)新堀工務店
鉾田市 (有)箕輪石油店
鉾田市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　鉾田営業所
鉾田市 (株)鹿島総建
鉾田市 社会福祉法人 東湖園
鉾田市 関工企業(株)鹿行工事事務所
鉾田市 (株)筑波銀行 鉾田支店
鉾田市 障害者支援施設 ﾕｰｶﾘの里
鉾田市 障害者支援施設 あさひの家
鉾田市 日本郵便(株)大洋郵便局
鉾田市 日本郵便(株)子生郵便局
鉾田市 かしま野管理ｻｰﾋﾞｽ(株)
鉾田市 (有)茨城農材鉾田
鉾田市 茨城県鹿行農林事務所
鉾田市 (有)中島屋商店
鉾田市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　鉾田店
鉾田市 鉾田警察署
鉾田市 鉾田市役所　水道事務所
鉾田市 鉾田学校給食ｾﾝﾀｰ
鉾田市 ほこた農業協同組合 北支店
鉾田市 社会福祉法人 鉾田市社会福祉協議会 旭支所
鉾田市 介護老人保健施設 ﾌﾛﾝﾃｨｱ鉾田 春の場所
鉾田市 JAｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽほこた(株)
鉾田市 JAｱｸﾞﾘｻｰﾋﾞｽほこた(株)ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄなだろう
鉾田市 公益財団法人　鉾田市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
鉾田市 東興機械工業(株)大洗事業所
鉾田市 (株)米川電気
鉾田市 (株)熊谷組　東関東自動車道　塔ヶ崎工事作業所
鉾田市 ﾗｲﾌﾃﾞｨｱ鉾田
鉾田市 茨城県鹿行家畜保健衛生所
鉾田市 湘栄産業(株)
鉾田市 社会福祉法人　鉾田市社会福祉協議会　鉾田本所
鉾田市 (株)鹿行建工
鉾田市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰたいよう
鉾田市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ鉾田
鉾田市 (株)ｲﾄｳ
鉾田市 (株)丸二工務店
鉾田市 壮成工業(株)
鉾田市 樅山ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
鉾田市 ｺﾐｭﾆﾃｨｹｱｾﾝﾀｰ樅山　通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ



鉾田市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)はまなすｾﾝﾀｰ
鉾田市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)鉾田ｾﾝﾀｰ
鉾田市 (株)ﾏﾙｼﾝ鉾田支店
鉾田市 豊栄電建(株)
鉾田市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南　HondaCars茨城　鉾田店
鉾田市 医療法人　三尚会　在宅ｹｱにこにこｽﾃｰｼｮﾝ
鉾田市 社会福祉法人　鉾田市社会福祉協議会　大洋支所
鉾田市 (株)井能建設工業
鉾田市 日本生命保険相互会社　水戸支社　鉾田営業部
鉾田市 社会福祉法人 旭育会 旭保育園
鉾田市 あさひﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ
鉾田市 (株)麻生
鉾田市 かに定
鉾田市 社会福祉法人 青山保育園
鉾田市 鉾田市立旭幼稚園
鉾田市 宴処 東
鉾田市 公益財団法人 茨城県開発公社 いこいの村涸沼
鉾田市 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ寿美屋
鉾田市 社会福祉法人 とりのす保育園
鉾田市 (株)ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ山新 鉾田
鉾田市 松竹亭
鉾田市 鉾田市立 鉾田幼稚園
鉾田市 鉾田市立 鉾田北幼稚園
鉾田市 鉾田市立 つばさ幼稚園
鉾田市 茨城県立鉾田第二高等学校
鹿嶋市 (株)鹿島製油
鹿嶋市 鹿島中央ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)
鹿嶋市 小松崎機械(株)
鹿嶋市 根本工務店
鹿嶋市 一般財団法人　関東電気保安協会 茨城事業本部　鹿島事業所
鹿嶋市 (有)久保組
鹿嶋市 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ(株)鹿島事業所
鹿嶋市 辰和工業(株)鹿島事業所
鹿嶋市 (株)片山化学工業研究所
鹿嶋市 住友電設(株)
鹿嶋市 茨城県企業局 鹿行水道事務所
鹿嶋市 水戸信用金庫　鹿島支店
鹿嶋市 (株)鹿島ﾌｰﾄﾞ
鹿嶋市 (株)ｴｺｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
鹿嶋市 (株)ｴﾈｻﾝｽ関東 鹿嶋事業所
鹿嶋市 関包ｽﾁｰﾙ(株)
鹿嶋市 (株)筑波銀行 鹿嶋支店
鹿嶋市 (株)北星電気
鹿嶋市 日鉄ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ&ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)鹿島支店
鹿嶋市 (株)三東工業所東京店 鹿島出張所
鹿嶋市 (株)森田組
鹿嶋市 (株)小林組
鹿嶋市 (株)村上工務店
鹿嶋市 (株)二葉屋
鹿嶋市 (有)大洞組
鹿嶋市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)鹿嶋営業所
鹿嶋市 新日本電工(株)鹿島工場
鹿嶋市 おべ工業(株)
鹿嶋市 ｴﾈｸｽﾌﾘｰﾄ(株)東日本支店　鹿嶋事務所
鹿嶋市 日新電機工作(株)
鹿嶋市 品川ﾘﾌﾗｸﾄﾘｰｽﾞ(株)鹿島営業所
鹿嶋市 (株)後藤工業
鹿嶋市 鹿島興業(株)構内事業所
鹿嶋市 小岩井商事(株)
鹿嶋市 宮内建材
鹿嶋市 長宅電機工業(株)鹿島営業所
鹿嶋市 (株)和城産業



鹿嶋市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)土浦支社 鹿島事務所
鹿嶋市 鹿嶋市役所
鹿嶋市 鹿島酒類販売(株)
鹿嶋市 (株)高野臨海商事
鹿嶋市 (株)ﾔﾏｻｷ 鹿島営業所
鹿嶋市 品川ﾌｧｰﾈｽ(株)鹿島事業所
鹿嶋市 (株)高橋組 鹿島支店
鹿嶋市 泉陽機工(株)
鹿嶋市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)鹿島店
鹿嶋市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)土浦支店　鹿嶋ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 (株)常陽銀行 鹿島支店
鹿嶋市 大阪富士工業(株)鹿島支店
鹿嶋市 ｺﾏﾂ茨城(株)鹿島支店
鹿嶋市 常陽産業(株)
鹿嶋市 (株)NIPPO 鹿島出張所
鹿嶋市 日鉄ﾃｯｸｽｴﾝｼﾞ(株)鹿島支店
鹿嶋市 (株)飛田工務店
鹿嶋市 (有)紀州重機
鹿嶋市 松紀ﾚｯｶｰ(有)
鹿嶋市 (株)郡司建設
鹿嶋市 日鉄ｽﾗｸﾞ製品(株)東日本事業所　鹿島地区
鹿嶋市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)鹿嶋拠点
鹿嶋市 日本製鉄(株)東日本製鉄所鹿島地区
鹿嶋市 (株)泉建工
鹿嶋市 鹿島庭園(株)
鹿嶋市 三光建設(株)
鹿嶋市 (有)岡福工業
鹿嶋市 日本郵便(株)鹿嶋郵便局
鹿嶋市 (株)湊組
鹿嶋市 (株)ｽﾐｴｲ鹿島事業所
鹿嶋市 扶和産業(株)鹿島支店
鹿嶋市 (株)鹿島中央自動車学校
鹿嶋市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城地区本部鹿嶋営業所
鹿嶋市 大統建機(株)
鹿嶋市 鴻池運輸(株)鹿島支店
鹿嶋市 (株)高正建設
鹿嶋市 宮内製作所
鹿嶋市 NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)鹿島営業所
鹿嶋市 三起工業(株)鹿嶋支店
鹿嶋市 秋元設備工業(株)
鹿嶋市 (株)下川設計
鹿嶋市 青塚電気工事（株）
鹿嶋市 (株)はなわﾀｲﾔｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 (有)髙橋ﾎﾞﾃﾞｨ整備工場
鹿嶋市 光昭(株)鹿島営業所
鹿嶋市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)鹿嶋店
鹿嶋市 (株)高田建材
鹿嶋市 (株)八洲部品
鹿嶋市 東京山川産業(株)鹿島支店
鹿嶋市 石津産業(株)
鹿嶋市 (株)鹿島ｶﾞｰﾃﾞﾝ
鹿嶋市 (株)中川建設
鹿嶋市 鹿島地方事務組合消防本部 鹿嶋消防署
鹿嶋市 神島工業(株)
鹿嶋市 佐竹重機(株)
鹿嶋市 (有)ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂ
鹿嶋市 なめがたしおさい農業協同組合 鹿嶋支店
鹿嶋市 (株)ﾋﾞｰ・ｴﾑ･ｴﾙ　鹿島営業所
鹿嶋市 東亜道路工業(株)関東支社　鹿嶋合材工場
鹿嶋市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ鹿嶋ｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)鹿島ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 会津建設(株)



鹿嶋市 中山設備工業(株)
鹿嶋市 (有)清宮造園
鹿嶋市 (株)小堤工業
鹿嶋市 鹿島建設 関東支店 日本製鉄工事事務所
鹿嶋市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 鹿嶋店
鹿嶋市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ鹿嶋
鹿嶋市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)鹿嶋店
鹿嶋市 なめがたしおさい農業協同組合 大野支店
鹿嶋市 (株)ｻﾝﾜ興業
鹿嶋市 (株)宮原工務店
鹿嶋市 (株)がんけ ｻﾝﾛｰﾄﾞ 鹿島
鹿嶋市 山辺商事(株)
鹿嶋市 大川運輸(株)本社営業所
鹿嶋市 清松園
鹿嶋市 (株)ﾊﾗｷﾝ
鹿嶋市 鹿島地方事務組合消防本部 大野消防署
鹿嶋市 (株)鹿島ｱﾝﾄﾗｰｽﾞFC
鹿嶋市 小川建設(株)
鹿嶋市 砂山基礎工業(株)
鹿嶋市 根本食品
鹿嶋市 (株)富山園建設
鹿嶋市 常陸緑化土木(株)
鹿嶋市 笹本石材(株)
鹿嶋市 (株)田口商事
鹿嶋市 (株)古西電機　鹿島営業所
鹿嶋市 鹿島空調(株)
鹿嶋市 茨城日野自動車(株)鹿島支店
鹿嶋市 石山みどり産業(株)
鹿嶋市 山二興業(株)
鹿嶋市 (株)大洋工事
鹿嶋市 小沼建設(株)
鹿嶋市 (株)ﾀﾞｲｾﾂ
鹿嶋市 (社)鹿嶋市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 (株)ｸﾎﾞｶﾞﾗｽ
鹿嶋市 野里電気工業(株)鹿島営業所
鹿嶋市 日鉄ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ東日本(株)鹿島地区
鹿嶋市 一般社団法人　日本貨物検数協会 鹿島事務所
鹿嶋市 飯島屋ﾊﾟﾝ店
鹿嶋市 宮内商店
鹿嶋市 (株)富士薬品 鹿嶋営業所
鹿嶋市 水戸証券(株)かしま支店
鹿嶋市 中央労働金庫 鹿嶋支店
鹿嶋市 鹿嶋市特別養護老人ﾎｰﾑ ｳｪﾙﾎﾟｰﾄ鹿嶋の郷
鹿嶋市 (株)鹿島ﾃｸﾉｽ
鹿嶋市 医療法人社団 善仁会
鹿嶋市 (株)伊藤園　鹿嶋支店
鹿嶋市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ鹿嶋
鹿嶋市 日比谷殖産株式會社
鹿嶋市 鹿行農業共済組合
鹿嶋市 日鉄ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)東日本事業所
鹿嶋市 (有)ﾅｶﾔ設備工業
鹿嶋市 (株)ﾊﾟｿﾅﾗｲﾌｹｱ 鹿島ｹｱｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
鹿嶋市 鳳ﾃｯｸ(株)
鹿嶋市 (株)淺川組 茨城営業所
鹿嶋市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)鹿嶋支店
鹿嶋市 (株)NTT東日本-南関東 千葉事業部 茨城支店
鹿嶋市 ﾀﾞｽｷﾝ 鹿嶋支店
鹿嶋市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)鹿島ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 社会福祉法人 すはま会
鹿嶋市 社会福祉法人 鹿島更生園
鹿嶋市 生活協同組合 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城 栃木　かしまｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 (有)須賀田設備工業



鹿嶋市 北関東ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗ販売(株)鹿島支店
鹿嶋市 (株)小沼工務店
鹿嶋市 社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会
鹿嶋市 加藤建設(株)
鹿嶋市 医療法人社団 善仁会 鹿野苑
鹿嶋市 FVｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城南支店　鹿嶋SC
鹿嶋市 (株)宮中ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ
鹿嶋市 (株)池田建設
鹿嶋市 (株)大林組　鹿島土木工事事務所
鹿嶋市 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)土浦支社
鹿嶋市 (株)吉建 鹿島事業部
鹿嶋市 五洋建設(株)鹿島工事事務所
鹿嶋市 社会福祉法人 慈徳会　
鹿嶋市 (有)池田典禮
鹿嶋市 ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ(株)鹿島工場
鹿嶋市 関東ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ(株)鹿島営業所
鹿嶋市 ﾐﾄﾞﾘ安全鹿島(株)
鹿嶋市 鹿嶋警察署
鹿嶋市 (株)大地
鹿嶋市 江間忠ｳｯﾄﾞﾍﾞｰｽ鹿島(株)
鹿嶋市 ｵｰｳｪﾙ(株)鹿島営業所
鹿嶋市 新生築炉工業(株)
鹿嶋市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　鹿島店
鹿嶋市 DCM (株)ﾎｰﾏｯｸ 鹿嶋店
鹿嶋市 (株)ｽｶﾞﾔ運輸
鹿嶋市 (株)ﾊﾟｿﾅ　ﾊﾟｿﾅ鹿島
鹿嶋市 (株)萬道総業
鹿嶋市 ｴｱ･ｳｵｰﾀｰ薬化(株)鹿島事業所
鹿嶋市 社会福祉法人 慈徳会 松寿園ﾘﾊﾋﾞﾘｹｱｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 (株)大平工業
鹿嶋市 ﾊﾞﾝﾄﾞｰ・I・C・S(株)
鹿嶋市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ 鹿嶋
鹿嶋市 日鉄ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)鹿島ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 小畑産業(株)鹿島営業所
鹿嶋市 (株)ｽｶﾞﾃｯｸ鹿島君津支店
鹿嶋市 三井住友建設（株）東京土木支店鹿島作業所
鹿嶋市 (株)飯島工業
鹿嶋市 社会福祉法人 鹿嶋市社会福祉協議会 鹿嶋市障がい者通所施設 松の木学園
鹿嶋市 NSﾊｰﾄﾌﾙｻｰﾋﾞｽ東日本(株)
鹿嶋市 (株)ｾｰﾌﾃｨﾊｳｽ
鹿嶋市 (株)鴻池組 鹿島工事事務所
鹿嶋市 杉本商事(株)鹿嶋営業所
鹿嶋市 日鉄環境(株)東日本支店　鹿島地区
鹿嶋市 茨城県警察本部　交通部　交通機動隊　鹿嶋分駐隊
鹿嶋市 (株)ﾐﾔｻﾞｷ
鹿嶋市 明治けんこう宅配　鹿嶋店
鹿嶋市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　鹿嶋営業所
鹿嶋市 富士古河E&C(株)東日本支社　東関東支店　鹿島営業所
鹿嶋市 山﨑ﾌﾟﾗﾝﾄ(株)
鹿嶋市 山九(株)機材部関東機材ｾﾝﾀｰ　鹿嶋ｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 PGMﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ(株)鹿島の杜　ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
鹿嶋市 中央電気工業（株）
鹿嶋市 (株)ｱｰﾙ工業
鹿嶋市 特別養護老人ﾎｰﾑ　ｾ・ｼﾎﾞﾝかしま
鹿嶋市 太平電業(株)鹿島共同事業所
鹿嶋市 就労支援事業所Ｏｎｅ　Ｈｅａｒｔ
鹿嶋市 公益社団法人 茨城県看護協会　鹿嶋訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
鹿嶋市 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売(株)鹿嶋営業所
鹿嶋市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)茨城南事業所鹿嶋ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 公益財団法人茨城県開発公社　鹿行事業所
鹿嶋市 医療法人　雄仁会　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　ﾙﾘｴ
鹿嶋市 国立研究開発法人情報通信研究機構　鹿島宇宙技術ｾﾝﾀｰ



鹿嶋市 （株）あいはら　鹿嶋出張所
鹿嶋市 木村ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ工業（株）鹿島営業所
鹿嶋市 こくみん共済coop茨城推進本部鹿嶋支所
鹿嶋市 太平電業(株)日本製鉄IPP事業所
鹿嶋市 (株)小澤建設工業
鹿嶋市 堀川産業（株）ｴﾈｸﾙ鹿島
鹿嶋市 (有)池田興業
鹿嶋市 日産電業（株）鹿嶋営業所
鹿嶋市 日鉄物流鹿島(株)
鹿嶋市 建材工事(株)
鹿嶋市 ﾃﾗﾀﾞ産業(株)　鹿島支店
鹿嶋市 （株）ｳｻﾐ産業　鹿島事業所
鹿嶋市 （株）水島工業
鹿嶋市 名阪船舶(株)鹿島出張所
鹿嶋市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)鹿嶋ｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 清水建設(株)東京支店　鹿島営業所
鹿嶋市 (株)内田技建
鹿嶋市 住友生命保険相互会社　水戸支社　鹿島分館
鹿嶋市 住友生命保険相互会社　水戸支社　鹿島教育ｾﾝﾀｰ
鹿嶋市 日本生命保険相互会社　鹿島営業部
鹿嶋市 (株)林工業　鹿島支店
鹿嶋市 大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(株)鹿嶋出張所
鹿嶋市 太田鉄工(株)鹿島出張所
鹿嶋市 (株)鹿島美装
鹿嶋市 太平電業(株)日本製鉄鹿島事業所
鹿嶋市 (有)ｴﾇ･ｹｲ工業
鹿嶋市 明治安田生命保険相互会社　常陸鹿島営業部
鹿嶋市 (株)ﾌﾟﾗｽ
鹿嶋市 (有)成和工業
鹿嶋市 太平電業(株)日本製鉄鹿島事業所（小川工業）
鹿嶋市 太平電業(株)日本製鉄鹿島事業所（石井工業所）
鹿嶋市 ﾀｸﾐｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(有)
鹿嶋市 OMC(株)鹿嶋事業所
鹿嶋市 成鉄工業(株)
鹿嶋市 (株)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ重兵衛　鹿嶋･神栖店
鹿嶋市 (株)若葉
鹿嶋市 黒崎播磨(株)営業本部　東日本支店　鹿島営業所
鹿嶋市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売(株)鹿島営業所
鹿嶋市 ｺﾒﾘﾊﾟﾜｰ鹿嶋店
鹿嶋市 鹿島ﾊｲﾂｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ
鹿嶋市 学校法人 愛育学園 鹿島幼稚園
鹿嶋市 学校法人 塩入学園　認定こども園　こじか
鹿嶋市 (株)新仲家
鹿嶋市 ｱｼﾞｭｰﾙ 鹿嶋ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞﾊｳｽ
鹿嶋市 茨城県警察本部　警務部　留置管理課　水戸集中護送センター　鹿嶋分室
神栖市 (株)才賀商店
神栖市 (有)Dank
神栖市 ｾﾊﾞｯｸ(株)
神栖市 (株)ｲﾝﾃﾙﾅ ﾊｻｷ
神栖市 UDﾄﾗｯｸｽ(株)鹿島ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
神栖市 (株)ﾐｿﾞｸﾞﾁﾌｧｰﾑ
神栖市 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(株)鹿島営業所
神栖市 宇田川石油(株)鹿島営業所
神栖市 (株)常陽銀行 神栖支店
神栖市 三菱化工機(株)鹿島工場
神栖市 社会福祉法人 白十字会 白十字総合病院
神栖市 ｲﾜﾀﾆ関東(株)鹿島営業所
神栖市 (株)宝山産業
神栖市 鹿島共同施設(株)
神栖市 (株)高木電機製作所
神栖市 明星工業(株)鹿島営業所
神栖市 (株)ENEOSﾏﾃﾘｱﾙ鹿島工場



神栖市 (株)ADEKA
神栖市 港南自動車(株)
神栖市 浜野産業(株)
神栖市 (株)石田丸漁業　事務所
神栖市 東京互光(株)鹿島支店
神栖市 安藤建設(株)
神栖市 鹿島東洋埠頭(株)全農ｻｲﾛ営業所
神栖市 信越化学工業(株) 鹿島工場
神栖市 茨城県信用組合 神栖支店
神栖市 (株)波崎建設
神栖市 新協工業(株)鹿島工場
神栖市 鹿島南共同発電(株)
神栖市 (株)ｶﾈｶ　鹿島工場
神栖市 (株)常陽銀行 波崎支店
神栖市 岡野園芸
神栖市 誠殖産工業(株)
神栖市 (株)鹿島建設
神栖市 鹿島北共同発電(株)
神栖市 鹿島港湾運送(株)
神栖市 (株)高田工業所 鹿島事業所
神栖市 (株)津久勝
神栖市 綜合警備保障(株)茨城支社鹿島支店
神栖市 鹿島臨海産業(株)
神栖市 ｽﾀﾐﾅﾌｰﾄﾞ(株)
神栖市 信越ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)鹿島事業所
神栖市 東部液化石油(株)鹿島支店
神栖市 (株)髙木商店
神栖市 神栖市役所 波崎総合支所
神栖市 鹿島地方事務組合消防本部
神栖市 日本化工機(株)鹿島工場
神栖市 (株)越川建設
神栖市 (株)関電工　配電本部 鹿島営業所
神栖市 鹿島石油(株)鹿島製油所
神栖市 平本企業(株)
神栖市 富士港運(株)鹿島事業部
神栖市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)北関東ふそう鹿島支店
神栖市 石津建材(株)
神栖市 常総開発工業(株)
神栖市 神栖市役所
神栖市 三菱ｹﾐｶﾙ(株)茨城事業所
神栖市 (株)鹿島企業
神栖市 (株)矢田部自動車教習所
神栖市 (株)鹿島自動車教習所
神栖市 (株)JERA　鹿島火力発電所
神栖市 (株)ｶｼﾜﾊﾞﾗ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 茨城営業所
神栖市 ﾚｲｽﾞﾈｸｽﾄ(株)
神栖市 (株)関電工　茨城支店 鹿行内線営業所
神栖市 日合工業(株)
神栖市 千代田ｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ(株)東日本事業所
神栖市 常総ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)波崎工場
神栖市 鹿島都市開発(株)
神栖市 鹿島埠頭(株)
神栖市 茨城いすゞ自動車(株)鹿島営業所
神栖市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)神栖店
神栖市 (株)上杉物産
神栖市 鹿島食品(株)
神栖市 (株)姥貝組
神栖市 三国屋建設(株)鹿島支店
神栖市 大塚造園建設(株)
神栖市 (株)神栖重機
神栖市 ﾚｲｽﾞﾈｸｽﾄ(株)鹿嶋事業所　鹿嶋石油事務所
神栖市 小若建設(株)



神栖市 ＡＧＣ(株)鹿島工場
神栖市 ﾆﾁｱｽ(株)鹿島支店
神栖市 (株)房総工業
神栖市 日本郵便(株)神栖郵便局
神栖市 鹿島旭自動車ﾎﾞﾃﾞｰ(株)
神栖市 昭和ｱｽﾃｯｸ(株)鹿島営業所
神栖市 臨海緑化(株)
神栖市 大勝建設(株)
神栖市 (株)筑波銀行 神栖支店
神栖市 富士工業(株)
神栖市 なめがたしおさい農業協同組合 神栖支店
神栖市 (有)あさひ給食
神栖市 (株)利八
神栖市 宝山工業(株)
神栖市 鏑木建設(株)
神栖市 鹿島設備工業(株)
神栖市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)神栖太田店
神栖市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)神栖店
神栖市 茨城県鹿島港湾事務所
神栖市 内宮運輸機工(株)
神栖市 幸武建設(株)
神栖市 (株)池田清掃社
神栖市 司建設(株)
神栖市 木内製菓(株)
神栖市 三菱ｹﾐｶﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)鹿島事業所
神栖市 (株)菅谷建設
神栖市 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)鹿島ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
神栖市 ﾎﾃﾙﾁｪｯｸｲｰﾝ きたがわ
神栖市 (株)藤村本社
神栖市 日本非破壊検査(株)鹿島営業所
神栖市 ｱｽﾞﾋﾞﾙ(株)ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ鹿島営業所
神栖市 日本建設工業(株)鹿島事業所
神栖市 (株)ﾀｲﾖｰ
神栖市 田沼自動車整備工場
神栖市 なめがたしおさい農業協同組合 波崎支店
神栖市 三島光産(株)化工事業本部 鹿島事業部
神栖市 日清丸紅飼料(株)関東支店
神栖市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)神栖店
神栖市 栗原工業(株)茨城営業所
神栖市 (株)丸福ｸﾚｰﾝ工業
神栖市 栗田工業(株)鹿島支店
神栖市 中央労働金庫 神栖支店
神栖市 東栄機工(株)本社
神栖市 (株)柴橋商会 東関東支店
神栖市 森新建設(株)
神栖市 (株)会津商会
神栖市 銚子信用金庫　神栖支店
神栖市 ｼｶﾃﾞﾝ(株)東関東支店
神栖市 鹿島重機機工(株)
神栖市 大森鋼機(株)
神栖市 (株)ﾎｿﾔ工務店
神栖市 宮澤食品(株)
神栖市 坂田工業検査(株)
神栖市 花王(株)鹿島工場
神栖市 (株)宮澤工務店
神栖市 (株)安達組
神栖市 (株)寿
神栖市 小川建設(株)
神栖市 (株)藤代工務店
神栖市 (株)高島工業
神栖市 ｲｼｸﾞﾛ(株)鹿島営業所
神栖市 (株)鹿島三友鋼機



神栖市 酒林電気工事(株)
神栖市 鹿島地方事務組合消防本部 波崎消防署
神栖市 (株)潮来工機
神栖市 鹿島地方事務組合消防本部 神栖消防署
神栖市 鹿島地方事務組合消防本部 鹿島港消防署
神栖市 神栖埠頭(有)
神栖市 田向園芸
神栖市 ｴﾇﾃｰｱｸｱﾂｲﾝｽﾞ(株)
神栖市 鹿島中央青果(株)
神栖市 林工業(株)
神栖市 (株)TOKAI 鹿島営業所
神栖市 山九(株)鹿島支店
神栖市 大和田土木(株)
神栖市 あおの(有)
神栖市 ﾌﾟﾗｲﾑ･ﾗﾝﾁｻｰﾋﾞｽ
神栖市 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)千葉支社鹿島支店
神栖市 鹿島液化ｶﾞｽ共同備蓄(株)鹿島事業所
神栖市 鹿島信販(株)
神栖市 (株)池田興産
神栖市 東洋ｸﾚｰﾝ(株)
神栖市 山九重機工(株)鹿島出張所
神栖市 社会福祉法人 神栖市社会福祉協議会
神栖市 神栖市保健･福祉会館
神栖市 (株)ﾀﾃﾉ総業
神栖市 (有)神栖管工設備
神栖市 日本ﾄﾗﾝｽｼﾃｨ(株)運輸事業部 鹿島支店
神栖市 ｼﾝﾖｰ(株)鹿島支店
神栖市 ｴﾑｲｰｼｰﾃｸﾉ(株)鹿島営業所
神栖市 (株)ﾛﾝﾋﾞｯｸ 鹿島工場
神栖市 東京海上日動火災保険(株)　鹿島支社
神栖市 ﾌｨｰﾄﾞ･ﾜﾝ(株)関東支店
神栖市 三井住友海上火災保険(株)鹿島支社
神栖市 長谷川建商
神栖市 全農ｻｲﾛ(株)鹿島支店
神栖市 竹中建設(株)
神栖市 大有建設(株)鹿島営業所
神栖市 (株)昭和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 鹿島事業所
神栖市 (株)ﾒﾃﾞｨｾｵ　鹿島支店
神栖市 一般社団法人　日本海事検定協会 鹿島事業所
神栖市 箕輪ﾘｰｽ販売(株)
神栖市 鹿島地方事務組合消防本部 波崎消防署土合分署
神栖市 (株)ｶﾅﾓﾄ 鹿嶋営業所
神栖市 ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｪﾈｯﾂ(株)神栖営業所　
神栖市 昭和産業(株)鹿島工場
神栖市 鹿島税関支署
神栖市 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)鹿島営業所
神栖市 ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｺﾞﾙﾌ･ｱｾｯﾄ合同会社 ﾜｲﾙﾄﾞﾀﾞｯｸｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
神栖市 (株)杉孝 鹿島営業所
神栖市 JA東日本くみあい飼料(株)東関東支店
神栖市 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)鹿島営業所
神栖市 BS東日本ﾃｯｸ(株)鹿島事業所
神栖市 (株)越智運送店　神栖営業所
神栖市 日本郵便(株)矢田部郵便局
神栖市 日本郵便(株)波崎郵便局
神栖市 ﾀﾏﾎｰﾑ(株)神栖営業所
神栖市 関西保温工業(株)鹿島事業所
神栖市 旭国際ﾃｸﾈｲｵﾝ(株)鹿島事業所
神栖市 (株)ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ 鹿島営業所
神栖市 明正工業(株)鹿島支店
神栖市 関東ｸﾞﾚｰﾝﾀｰﾐﾅﾙ(株)
神栖市 中国木材(株)鹿島工場
神栖市 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社鹿島営業所



神栖市 ﾀﾞｲﾔﾘｯｸｽ(株)鹿島支社
神栖市 大泉産業(株)
神栖市 三浦工業(株)鹿島営業所
神栖市 (株)千葉銀行 神栖支店
神栖市 (株)ﾏﾂｼﾀﾎｰﾑ
神栖市 山九ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉ(株)関東新潟支店 茨城事業所
神栖市 ADEKA総合設備(株)
神栖市 (株)三城
神栖市 特定非営利活動法人 ひなたぼっこ
神栖市 東日本三菱自動車販売(株)鹿島店
神栖市 (株)関東ｹﾐｶﾙ
神栖市 (株)ﾌﾚｯｼｭｼｯｸｽｵｰ　鹿嶋事業所
神栖市 岡本工業(株)鹿島営業所
神栖市 理研計器(株)鹿島ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
神栖市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)神栖奥野谷店
神栖市 東京ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ(株)鹿島幹線管理事業
神栖市 高木工業(株)鹿島営業所
神栖市 医療法人 晴生会 介護老人保健施設葵の園･神栖
神栖市 英和(株)鹿島営業所
神栖市 (株)常陽銀行 知手支店
神栖市 (株)ｶｼﾏｸｵﾘﾃｨｰﾗｲﾌ
神栖市 水戸信用金庫　神栖支店
神栖市 中部飼料(株)鹿島工場
神栖市 公益社団法人 神栖市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
神栖市 (株)茨城ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ 鹿島営業所
神栖市 太陽肥料(株)
神栖市 竹田理化工業(株)鹿島支店
神栖市 日興通信(株)鹿島支店
神栖市 片山ﾅﾙｺ(株)鹿島営業所
神栖市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 鹿行店
神栖市 田辺工業(株)鹿島支店
神栖市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　神栖店
神栖市 大陽日酸ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)土浦支店鹿島営業所
神栖市 東亜工業(株)鹿島事業所
神栖市 なめがたしおさい農業協同組合 本店
神栖市 (株)松尾工務店 鹿島営業所
神栖市 (株)ｳｨｽﾞｿﾙ 鹿島営業所
神栖市 三洋化成工業(株)鹿島工場
神栖市 関彰商事(株)鹿行支店
神栖市 ｴﾇｴｽ商事(株)
神栖市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)神栖店
神栖市 ﾆﾁｱｽ関東販売(株)鹿島営業所
神栖市 茨城日産自動車(株)神栖店
神栖市 (有)小室車両工業
神栖市 (株)筑波銀行 波崎支店
神栖市 住商ﾒﾀﾙﾜﾝ鋼管（株） 鹿島配管ﾁｰﾑ
神栖市 (株)ﾚﾝﾄ 鹿島営業所
神栖市 昭和日ﾀﾝﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ(株)鹿島支店
神栖市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支店鹿島支社
神栖市 光和ﾃﾞﾘｶ(株)
神栖市 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ 鹿島店
神栖市 (一財)新日本検定協会 鹿島事業所
神栖市 社会福祉法人 鴻恩会 障害者地域支援ｾﾝﾀｰ 潮風の郷
神栖市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)神栖堀割店
神栖市 医療法人 清仁会 清仁会病院
神栖市 ﾘｯｸｽ(株)鹿嶋営業所
神栖市 (株)OJK　鹿嶋事業所
神栖市 岡本工業(株)波崎営業所
神栖市 鹿島車輌ｻｰﾋﾞｽ(株)
神栖市 日本ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ(株)鹿島営業所
神栖市 (株)井口陸治商店
神栖市 神栖警察署



神栖市 (株)ｴﾙﾃｯｸｽ　鹿島事業所
神栖市 銚子信用金庫　波崎支店
神栖市 (株)扇港電機 鹿島営業所
神栖市 (株)うめはら
神栖市 (株)ﾀｲﾖｰ
神栖市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ神栖
神栖市 三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)東日本本部 電力・産業営業部 茨城第一営業所
神栖市 住友不動産(株)茨城ｴﾘｱ鹿嶋営業所
神栖市 大海工業(株)神栖本店
神栖市 ｳｨﾙ(株)
神栖市 (有)幸運丸
神栖市 社会福祉法人　恩賜財団済生会　済生会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝかみす
神栖市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)鹿島店
神栖市 一般社団法人　日本健康倶楽部茨城支部
神栖市 社会福祉法人　恩賜財団済生会　神栖済生会病院
神栖市 ｴﾑｲｰｼｰﾃｸﾉ(株)EI事業部
神栖市 (有)鹿南荘
神栖市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)神栖知手店
神栖市 (株)さくた
神栖市 三菱ｹﾐｶﾙ物流（株）鹿島支社
神栖市 (株)東都電設
神栖市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)鹿島営業所
神栖市 ﾀｲﾍｲ(株)鹿島営業所
神栖市 (株)ﾊﾟﾊﾟまるﾊｳｽ　神栖支店
神栖市 東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ(株)神栖作業所
神栖市 平和ｺﾞﾑ商工(株)
神栖市 (株)川瀬電気工業所茨城営業所
神栖市 かもめｶﾞｽ(株)鹿島支店
神栖市 (株)IKK
神栖市 常陽保険ｻｰﾋﾞｽ(株)鹿島支社
神栖市 太平電業(株)大林神栖ﾊﾞｲｵﾏｽ事業所
神栖市 旭興産(株)鹿島事業所
神栖市 丸全昭和運輸（株）鹿島支店埠頭営業所
神栖市 丸全昭和運輸(株)鹿島支店　昭和産業鹿島(出）
神栖市 ｾｺﾑ(株)鹿島営業所
神栖市 越井木材工業(株)東日本木材防腐部
神栖市 丸全茨城流通(株)
神栖市 鹿島東洋埠頭(株)波崎物流ｾﾝﾀｰ
神栖市 (株)ｸﾗﾚ鹿島事業所
神栖市 菱中工業(株)鹿島工場
神栖市 建装工業(株)茨城営業所
神栖市 丸全昭和運輸(株)鹿島支店代理店課
神栖市 ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ神栖息栖店
神栖市 (株)ﾃｨｰｱｲｴﾌ　工事部
神栖市 (株)桧家住宅　北関東支社　鹿島展示場
神栖市 (株)及川建材　神栖事務所
神栖市 (株)山長
神栖市 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙ商事　鹿島営業所
神栖市 丸全昭和運輸(株)鹿島支店工務課
神栖市 (有)鹿島伊藤博組
神栖市 (株)ﾋﾛ･ﾜｰｸｽ
神栖市 (株)ﾉﾌﾞﾀ興業　鹿島出張所
神栖市 (有)ﾎｯｶｲ　
神栖市 茨城農資(株)
神栖市 大樹工業(株)
神栖市 (株)ｼｰｹﾙ　神栖ｵﾌｨｽ
神栖市 日本工業検査(株)鹿島営業所
神栖市 日揮(株)鹿島事務所
神栖市 新明電材（株）神栖営業所
神栖市 (有)新栄ﾒﾝﾃﾅﾝｽ
神栖市 (有)ふくしの
神栖市 鹿島ﾄﾗﾝｽｼﾃｨｻｰﾋﾞｽ(株)



神栖市 (株)若松鉄工建設
神栖市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)波崎ｾﾝﾀｰ
神栖市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)神栖ｾﾝﾀｰ
神栖市 （株）ﾛﾝﾋﾞｯｸ　業務ｻｰﾋﾞｽ事業部　工務ｸﾞﾙｰﾌﾟ
神栖市 （株）ﾛﾝﾋﾞｯｸ　鹿島業務ｻｰﾋﾞｽ部　南浜･ﾌﾚｺﾝ･洗浄
神栖市 （株）鹿島環境ｻｰﾋﾞｽ
神栖市 （株）ｱｸﾃｨｵ　鹿島営業所
神栖市 東進電気(株)鹿島営業所
神栖市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ神栖
神栖市 はさき漁業協同組合
神栖市 波崎ｸﾘｰﾝ(株)
神栖市 (株)ｳｯﾃﾞｨﾊｳｽ
神栖市 東京産業(株)鹿島出張所
神栖市 東洋検査工業(株)鹿島営業所
神栖市 三菱化工機ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ(株)鹿島事業所
神栖市 (株)ｻﾝﾃｯｸ　鹿島線現場事務所
神栖市 岡部ﾊﾞﾙﾌﾞ工業(株)鹿島営業所
神栖市 鹿島ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽ(株)
神栖市 (有)三豊
神栖市 中山商事(株)鹿島営業所
神栖市 住友生命保険相互会社　水戸支社　神栖支部
神栖市 (株)昇栄企業　工場
神栖市 (株)日明舎鹿島営業所
神栖市 (有)郡司工業
神栖市 Apamanproperty(株)神栖店
神栖市 東部産業(株)
神栖市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　神栖営業所
神栖市 (有)島津組
神栖市 ﾌﾟﾛｽﾊﾟｰ洸洋(株)　本社
神栖市 明治安田生命保険相互会社　神栖営業所
神栖市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南神栖木崎店
神栖市 ﾄｰﾖｰｶﾈﾂ(株)鹿島石油現場
神栖市 (株)ｻﾝﾏｼ　鹿島工場
神栖市 ｺｽﾓｴｺﾊﾟﾜｰ(株)東関東管理事務所
神栖市 信栄工業(有)
神栖市 河原実業(株)神栖営業所
神栖市 SSﾌﾟﾗﾝﾄ(株)
神栖市 明治安田生命保険相互会社　成田支社　波崎営業所
神栖市 (株)ﾆｯｹﾝｴﾝｼﾞ
神栖市 (株)ﾆｯｹﾝｴﾝｼﾞ　神栖営業所
神栖市 日石興産(株)
神栖市 (株)平成物産
神栖市 (株)平成ｾﾞﾈﾗﾙ
神栖市 (株)不二産業
神栖市 鹿島栄興防災(株)
神栖市 横内建設(株)鹿島営業所
神栖市 (株)西産業
神栖市 ｱﾐｶﾝ(株)
神栖市 一般財団法人　日本穀物検定協会　関東支部　鹿島事務所
神栖市 横田工業(株)鹿島営業所
神栖市 地域包括支援ｾﾝﾀｰ済生会かみす
神栖市 （株）吉村工業
神栖市 ｶｼﾏ産業(株)
神栖市 茨城県立 波崎高等学校
神栖市 社会福祉法人 みだ保育園
神栖市 山崎屋
神栖市 (株)かわたけ旅館
神栖市 魚富旅館
神栖市 学校法人 尚徳学園　幼保連携型認定こども園 平泉幼稚園
神栖市 社会福祉法人 矢田部保育園
神栖市 (株)ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞOCEAN FIELD
神栖市 社会福祉法人 光明福祉会 波崎ひかり保育園



神栖市 (有)波崎総合合宿ｾﾝﾀｰ
神栖市 あすなろ保育園
神栖市 鳥ふく
神栖市 神栖市立 大野原幼稚園
神栖市 神栖市立 石神幼稚園
神栖市 大黒屋旅館
神栖市 花寿司
神栖市 旅館 石橋荘
神栖市 ｱｸｱｸﾗﾌﾞﾜｰﾙﾄﾞ
神栖市 社会福祉法人 仁善会 舎利保育園
神栖市 (株)三金
神栖市 大利根荘
神栖市 ﾃﾆｽﾎﾟｰﾄ波崎 ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
神栖市 ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ 雅
神栖市 旅館 ﾌﾟﾁﾊｳｽ ｱﾄﾘｴ
神栖市 社会福祉法人 しあわせ会 ﾊﾐﾝｸﾞﾊｳｽ
神栖市 神栖市はさき福祉ｾﾝﾀｰ
神栖市 神栖市高齢者ふれあいｾﾝﾀｰむつみ荘
神栖市 かっぽう 湖海
神栖市 ﾌﾗｯﾄｽﾘｰsakaeya
神栖市 茨城県警察本部　警務部　留置管理課　土浦集中護送センター　神栖分室
神栖市 茨城県立波崎柳川高等学校
神栖市 ﾊﾞﾗｴﾃｨ厨房 輪囲神栖店
神栖市 日本ｺｰﾝｽﾀｰﾁ(株)
行方市 鹿行広域事務組合消防本部行方消防署
行方市 (株)阿部産業
行方市 横田商事(株)
行方市 日本郵便(株)北浦郵便局
行方市 髙橋精工(株)
行方市 清宮電気(株)
行方市 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ麻生ｺｰｽ
行方市 斉藤建設
行方市 (株)常陸産業
行方市 ﾚｽﾄﾗﾝ 大湖
行方市 藤﨑建設工業(株)
行方市 (株)ｵｰｼﾏ小野商事 茨城支店
行方市 茨城県行方県税事務所
行方市 常陽開発工業(株)
行方市 (株)IHI建材工業　茨城工場
行方市 (株)ﾗｲｽﾐﾙ
行方市 岡崎建設
行方市 羽生工務店
行方市 (株)新堀産業
行方市 (株)水飼商店
行方市 北浦ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ 魚福
行方市 (有)根本商店
行方市 出沼三郎商店
行方市 (株)常陽銀行 麻生支店
行方市 行方市役所 玉造庁舎
行方市 行方市役所 麻生庁舎
行方市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　麻生営業所
行方市 行方市役所 北浦庁舎
行方市 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
行方市 高橋建設(株)
行方市 (有)平野工業
行方市 吉田精工(株)
行方市 塚本建設(株)
行方市 (株)鹿行ｼﾊﾞｳﾗ
行方市 伊藤工業(株)
行方市 (株)成忠
行方市 (株)根崎工務店
行方市 (株)栗原工務店



行方市 (株)光建
行方市 (株)末広商店
行方市 浜田工務店
行方市 大場紙器工業(株)
行方市 茨城県鹿行農林事務所 行方地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
行方市 髙須武右ｴ衛門瓦店
行方市 (株)陸前織物 杉平工場
行方市 (株)久米工務店
行方市 吉田真下工業(株)
行方市 (株)ﾐﾉﾜ
行方市 榊原商店
行方市 鬼沢建設
行方市 玉造ｺﾞﾙﾌ倶楽部 若海ｺｰｽ
行方市 (株)鹿行畜産
行方市 (株)杉山建設
行方市 (株)斉藤建設工業
行方市 (有)笹目建材工業
行方市 なめがた農業協同組合
行方市 認定こども園のぞみ 学校法人 聖愛学園
行方市 (有)髙須貞喜瓦店
行方市 行方ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)
行方市 (有)塙農機具店
行方市 平山設備工業(株)
行方市 関東穀粉(株)
行方市 麻生ﾋﾞﾙ管理(株)
行方市 (有)茂木建材
行方市 麻生建設(株)
行方市 (株)宮内土建
行方市 (株)山勝建設
行方市 (有)田中電気工事
行方市 (株)ﾚｲｸ
行方市 (株)根本工務店
行方市 (有)板橋建設工業
行方市 三協電設(有)
行方市 (有)小野瀬製作所
行方市 箕輪ﾘｰｽ(株)
行方市 (有)根本組
行方市 公益社団法人 行方市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
行方市 (有)せきぐち造花店
行方市 なめがた農業協同組合 玉造支店
行方市 なめがたしおさい農業協同組合 麻生支店
行方市 なめがたしおさい農業協同組合 北浦支店
行方市 (株)ｱｰﾁ
行方市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ鉾田ｾﾝﾀｰ
行方市 なめがたしおさい農業協同組合　なめがた地域ｾﾝﾀｰ園芸課
行方市 成忠ﾃｸﾉｽ(株)
行方市 木川商事(株)
行方市 (有)なめがたｻｰﾋﾞｽ
行方市 社会福祉法人 親和会 朝霞荘
行方市 介護老人保健施設 かすみがうら
行方市 社会福祉法人 常山会 特別養護老人ﾎｰﾑ 玉寿荘
行方市 高齢者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ　通所介護ｾﾝﾀｰ ほたるの里
行方市 介護老人保健施設 ﾘﾋﾄﾊｳｽ北浦
行方市 (株)ﾌｨﾙﾄﾞ食品
行方市 社会福祉法人愛和会特別養護老人ﾎｰﾑあそうの郷
行方市 日本郵便(株)玉造郵便局
行方市 日本郵便(株)麻生郵便局
行方市 茨城日化ｻｰﾋﾞｽ(株)かすみがうら営業所
行方市 なめがたしおさい農業協同組合北浦営農経済ｾﾝﾀｰ
行方市 なめがたしおさい農業協同組合玉造営農経済ｾﾝﾀｰ
行方市 ｾﾝﾄﾗﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞNEWｺｰｽ
行方市 霞ヶ浦ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部



行方市 行方警察署
行方市 土浦協同病院 なめがた地域医療ｾﾝﾀｰ
行方市 (株)筑波銀行 麻生支店
行方市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ぽっかぽか
行方市 社会福祉法人 行方市社会福祉協議会
行方市 社会福祉法人 行方市社会福祉協議会 麻生出張所
行方市 (株)池貝　本社
行方市 (株)大志
行方市 玉造ｺﾞﾙﾌ倶楽部　捻木ｺｰｽ
行方市 前川工業（株）
行方市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)玉造ｾﾝﾀｰ
行方市 (株)ｲﾉﾊﾞ工業
行方市 ｹｱﾎｰﾑひなたぼっこ
行方市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　玉造営業所
行方市 社会福祉法人　白十字会　
行方市 北関東管理ｾﾝﾀｰ　北関東事業所　KJﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
行方市 水郷医師会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
行方市 (株)ひかり
行方市 社会福祉法人 竜翔寺保育園
行方市 社会福祉法人 道邦会 麻生こども園
行方市 藤屋食堂
行方市 ﾆｭｰ伊勢山
行方市 (有)かどや
行方市 ﾎﾃﾙ 湖月
行方市 玉造第二保育園
行方市 社会福祉法人 中根福祉会 北浦こども園
行方市 社会福祉法人 聖隷会 玉造第一保育園
行方市 玉造第三保育園
行方市 (株)たかよし
行方市 孔雀
潮来市 (株)坂本徳松商店
潮来市 (株)門倉商店 茨城支店
潮来市 水郷建設(株)
潮来市 (株)ｾｷﾈﾈｵﾝ
潮来市 (株)敬文館
潮来市 (有)ﾌｼﾞ電化工業
潮来市 (株)宮本電業社
潮来市 (株)ｾｲﾐﾔ　本部
潮来市 松崎建設(株)本店
潮来市 茨城県潮来保健所
潮来市 (有)三ﾂ矢工業
潮来市 ﾄﾓｴ鋼材(株)
潮来市 澤田建設(株)
潮来市 (株)小林自動車
潮来市 磯山源兵衛商店
潮来市 (株)新萬工舎
潮来市 (株)鈴木工務店
潮来市 潮来ﾎﾃﾙ
潮来市 (株)小林電気商会
潮来市 潮来消防署
潮来市 東城建設(株)
潮来市 (株)篠塚ﾌﾟﾚｽ工業所
潮来市 日本郵便(株)潮来郵便局
潮来市 (株)ﾜｶﾏｷ
潮来市 (株)富士屋ﾎﾃﾙ
潮来市 東邦薬品(株)鹿島営業所
潮来市 (株)ｳﾞｧﾚｵｼﾞｬﾊﾟﾝ 茨城工場
潮来市 国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所
潮来市 潮来自動車教習所
潮来市 潮来市役所
潮来市 (株)茂木工務店
潮来市 潮来青果(株)



潮来市 茨城県土木事務所
潮来市 (株)松崎土木
潮来市 日産部品茨城販売(株)鹿島営業所
潮来市 (株)潮来ﾊｯｺｳ
潮来市 (株)松田建設
潮来市 (株)常陽銀行 潮来支店
潮来市 (株)三喜ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
潮来市 潮来自動車販売(株)
潮来市 (株)森内建設
潮来市 内堀商店
潮来市 羽生建設
潮来市 (株)二輝建設
潮来市 (株)髙須工務店
潮来市 山本工務店
潮来市 飯島建設(株)
潮来市 (株)菱木土建
潮来市 (株)郡司
潮来市 (有)椎木商事
潮来市 (有)中野建材店
潮来市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)牛堀店
潮来市 茨城日産自動車(株)潮来須賀店
潮来市 新日本観光(株)潮来ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
潮来市 小野村工業(株)
潮来市 (株)篠塚工業所
潮来市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株)潮来営業所
潮来市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)潮来店
潮来市 (株)萩原塗装店
潮来市 (株)若槙水産
潮来市 (有)櫻屋建設工業
潮来市 愛友酒造(株)
潮来市 (有)赤尾建設
潮来市 公益社団法人 潮来市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
潮来市 社会福祉法人 潮来市社会福祉協議会
潮来市 なめがたしおさい農業協同組合 潮来支店
潮来市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)潮来店
潮来市 特別養護老人ﾎｰﾑ 福楽園
潮来市 社会福祉法人 光峰会 特別養護老人ﾎｰﾑ いたこの郷
潮来市 医療法人 晴生会 介護老人保健施設 あおぞら
潮来市 社会福祉法人 至福会　特別養護老人ﾎｰﾑあやめ荘
潮来市 (株)ｱｸｱﾃﾙｽ 南関東支店
潮来市 JAなめがた 営農経済ｾﾝﾀｰ潮来
潮来市 日本瓦斯(株)潮来営業所
潮来市 潮来税務署
潮来市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)潮来店
潮来市 ｱｲｴｽｼﾞｰ(株)潮来営業所
潮来市 新栄通信(株)潮来MC
潮来市 (株)ｻｻﾓﾄ
潮来市 (株)縁
潮来市 丸一鋼管(株)鹿島特品工場
潮来市 岡田電気産業(株)鹿島営業所
潮来市 佐々木建設(株)
潮来市 (株)ﾗｲﾌ・ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
潮来市 (株)東日本銀行　潮来支店
潮来市 (株)ﾖｼｹｲ茨城　鹿嶋営業所
潮来市 戸田建設(株)関東支店　神宮橋架替工事作業所
潮来市 (株)ｻｲｻﾝ潮来営業所
潮来市 (株)ｾｲﾐﾔ潮来物流ｾﾝﾀｰ
潮来市 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ潮来
潮来市 (株)大本組　東関東潮来作業所
潮来市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)潮来ｾﾝﾀｰ
潮来市 佐原電気通信(株)潮来工事事務所
潮来市 日本生命保険相互会社　潮来営業部



潮来市 JAなめがた潮来ﾎｰﾙ
潮来市 佐原信用金庫　潮来支店
潮来市 かんぽの宿 潮来
潮来市 認定こども園学校法人 慈母学園
潮来市 かすみ保育園
潮来市 認定こども園しらほ園
潮来市 芝田旅館
潮来市 (有)あやめﾚﾝﾀｶｰ
潮来市 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ魚文
潮来市 社会福祉法人　日の出会
潮来市 社会福祉法人 水郷めぐみ会 小羊保育園
潮来市 焼肉の牛子

龍ケ崎市 森尾電機(株)竜ヶ崎事業所
龍ケ崎市 (株)KCM龍ヶ崎工場
龍ケ崎市 (株)常陽銀行 竜崎支店
龍ケ崎市 (株)龍ヶ崎ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
龍ケ崎市 (株)関電工　東関東営業本部　茨城支店　竜ヶ崎営業所
龍ケ崎市 茨城県南水道企業団
龍ケ崎市 (有)平田武雄商店
龍ケ崎市 (株)羽原工務店
龍ケ崎市 (株)竜ヶ崎電設
龍ケ崎市 岡田電気産業(株)竜ヶ崎営業所
龍ケ崎市 (株)泰成工業所 竜ヶ崎工場
龍ケ崎市 ﾔﾝﾏｰ農機販売(株)竜ヶ崎支店
龍ケ崎市 日本郵便(株)龍ｹ崎郵便局
龍ケ崎市 櫻井建設工業(株)
龍ケ崎市 竜ヶ崎清掃ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)
龍ケ崎市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)竜ヶ崎出し山店
龍ケ崎市 河村電気工事(株)
龍ケ崎市 学校法人 さとう文化学園 龍ヶ崎文化幼稚園
龍ケ崎市 龍ｹ崎市役所
龍ケ崎市 大昭建設(株)
龍ケ崎市 茨城県竜ヶ崎工事事務所
龍ケ崎市 常磐建設(株)
龍ケ崎市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)土浦支社　竜ヶ崎事務所
龍ケ崎市 北三(株)茨城工場
龍ケ崎市 水郷つくば農業協同組合
龍ケ崎市 (株)篠崎工務店
龍ケ崎市 増川建設(株)
龍ケ崎市 佐藤建設(株)
龍ケ崎市 (株)竜ケ崎自動車教習所
龍ケ崎市 (株)ﾀﾞｽｷﾝ 龍ヶ崎
龍ケ崎市 稲敷広域消防本部　龍ヶ崎消防署
龍ケ崎市 若井(株)
龍ケ崎市 (株)常陽牧場
龍ケ崎市 谷田川建設(株)
龍ケ崎市 (株)竹屋
龍ケ崎市 水戸信用金庫　龍ヶ崎支店
龍ケ崎市 ﾋﾞｾﾗﾙ(株)竜ヶ崎営業所
龍ケ崎市 常南衛生社
龍ケ崎市 (有)石浜ﾃﾝﾄ
龍ケ崎市 第一ｱｸﾞﾘ(株)龍ヶ崎支店
龍ケ崎市 福智建設工業(株)
龍ケ崎市 (株)平川建設
龍ケ崎市 (株)ﾉﾅｶ住資
龍ケ崎市 竜ヶ崎車輌(株)
龍ケ崎市 (株)小川建材
龍ケ崎市 協進電設(株)
龍ケ崎市 北関東ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗ販売(株)竜ヶ崎支店
龍ケ崎市 ﾋﾗﾃﾞ･ｽﾀｲﾙ(株)
龍ケ崎市 (株)大越ﾘｰｽ工業
龍ケ崎市 (株)寺本組



龍ケ崎市 竜ヶ崎税務署
龍ケ崎市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)竜ヶ崎店
龍ケ崎市 (株)関東ｴﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
龍ケ崎市 栗山電気(株)
龍ケ崎市 東洋工業(株)関東営業所
龍ケ崎市 稲敷広域消防本部
龍ケ崎市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)竜ヶ崎店
龍ケ崎市 茨城県竜ヶ崎保健所
龍ケ崎市 ﾌﾟﾗｲﾑﾃﾞﾘｶ(株)龍ｹ崎工場
龍ケ崎市 三協設備(株)
龍ケ崎市 (株)栄林
龍ケ崎市 (株)ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ
龍ケ崎市 (株)澤産業
龍ケ崎市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)竜ヶ崎店
龍ケ崎市 (株)ｵｰﾄﾘﾍﾟｱｲﾄｳ
龍ケ崎市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東 龍ヶ崎中根台店
龍ケ崎市 (株)桜井建材ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
龍ケ崎市 (有)丸国設備
龍ケ崎市 (有)柳建設
龍ケ崎市 清原工業(株)
龍ケ崎市 (有)櫻文工業
龍ケ崎市 (株)ﾌｼﾞｺｰ 龍ヶ崎営業所
龍ケ崎市 (有)藤修建設
龍ケ崎市 (株)ﾆｭｰﾗｲﾌ
龍ケ崎市 (株)ｾｲﾋﾞ
龍ケ崎市 (有)広瀬設備工業
龍ケ崎市 増川設備工業(株)
龍ケ崎市 不二建設(株)
龍ケ崎市 (株)諸岡地下開発工業
龍ケ崎市 (株)鶴屋金物店
龍ケ崎市 瀬尾建設(有)
龍ケ崎市 ﾒｲﾃﾞﾝ(株)
龍ケ崎市 (株)森川生ｺﾝ
龍ケ崎市 医療法人 竜仁会
龍ケ崎市 特別養護老人ﾎｰﾑ 龍ｹ岡
龍ケ崎市 水戸信用金庫　龍ｹ岡支店
龍ケ崎市 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｿﾗｽﾄ龍ヶ崎
龍ケ崎市 (株)山寿産業
龍ケ崎市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)竜ヶ崎店
龍ケ崎市 (有)霞資源　竜ヶ崎事業所
龍ケ崎市 東日本三菱自動車販売(株)龍ヶ崎店
龍ケ崎市 誠心ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)茨城営業所
龍ケ崎市 (株)ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 竜ヶ崎店
龍ケ崎市 ﾐﾗｲﾌ(株)竜ヶ崎店
龍ケ崎市 (株)緑ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
龍ケ崎市 竜ヶ崎警察署
龍ケ崎市 茨城いすゞ自動車(株)土浦営業所　牛久工場
龍ケ崎市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　竜ヶ崎ﾆｭｰﾀｳﾝ店
龍ケ崎市 (株)山新　ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　龍ヶ崎店
龍ケ崎市 ﾀｶﾗﾋﾞﾙﾒﾝ(株)
龍ケ崎市 (株)諸岡
龍ケ崎市 藤井産業(株)竜ヶ崎営業所
龍ケ崎市 (株)筑波銀行 龍ヶ崎支店
龍ケ崎市 (株)ｲｼﾀﾞ
龍ケ崎市 (株)竜愛製作所
龍ケ崎市 (株)野口一雄商店
龍ケ崎市 ﾓﾙｾﾗ龍ヶ崎
龍ケ崎市 新明電材(株)龍ヶ崎営業所
龍ケ崎市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ龍ヶ崎
龍ケ崎市 ツクイ龍ヶ崎
龍ケ崎市 ﾀﾞｲﾗｲﾄ(株)
龍ケ崎市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　龍ヶ崎営業所



龍ケ崎市 (株)幼稚園給食　竜ヶ崎工場
龍ケ崎市 稲敷広域消防本部　龍ヶ崎消防署　西部出張所
龍ケ崎市 (株)ｼﾞｪｲ･ﾃﾞｲｰ･ｼｰ
龍ケ崎市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　龍ケ崎
龍ケ崎市 介護老人保健施設ﾋﾞｵﾗｾｱ
龍ケ崎市 自衛隊茨城地方協力本部　龍ヶ崎地域事務所
龍ケ崎市 ｴﾝﾊﾟｲﾔ自動車(株)龍ヶ崎第二営業部
龍ケ崎市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)竜ヶ崎ｾﾝﾀ-
龍ケ崎市 日立建機(株)　龍ヶ崎工場
龍ケ崎市 ｻﾞ･ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ竜ヶ崎
龍ケ崎市 （株）晃和　龍ヶ崎営業所
龍ケ崎市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰたつのこ
龍ケ崎市 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ龍ヶ崎
龍ケ崎市 （有）ﾚﾃﾞｨﾝｸﾞ　
龍ケ崎市 特別養護老人ﾎｰﾑ　ときわぎ
龍ケ崎市 ﾜﾀﾐ(株)取手営業所
龍ケ崎市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南　HondaCars茨城南龍ヶ崎店
龍ケ崎市 (有)ﾔﾏｷ
龍ケ崎市 明治安田生命保険相互会社　つくば支社　竜ヶ崎営業所
龍ケ崎市 龍ヶ崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ
龍ケ崎市 障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所ひまわり園
龍ケ崎市 龍ヶ崎市社会福祉協議会
龍ケ崎市 社会福祉法人　桜光会　ことり保育園
龍ケ崎市 竜ヶ崎愛宕幼稚園
龍ケ崎市 学校法人 龍ヶ岡ちゅうりっぷ学園
龍ケ崎市 (有)竜ヶ崎ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ
龍ケ崎市 学校法人 斉藤学園 富士見幼稚園
龍ケ崎市 愛国学園 大学付属龍ヶ崎高等学校
龍ケ崎市 学校法人 聖和学園
龍ケ崎市 (有)松泉閣
龍ケ崎市 飯塚学園 めばえ幼稚園
龍ケ崎市 東洋ｴｱｿﾞｰﾙ工業(株)筑波工場
龍ケ崎市 AIﾒｶﾃｯｸ(株)
龍ケ崎市 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ ﾙﾈｻﾝｽ竜ヶ崎ﾆｭｰﾀｳﾝ
龍ケ崎市 乗馬ｸﾗﾌﾞｸﾚｲﾝ竜ヶ崎
龍ケ崎市 あすなろ保育園
河内町 日本創興(株)ﾆｯｿｰｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
河内町 (株)和光
河内町 細谷建設工業(株)
河内町 河内町役場
河内町 豊田新利根土地改良区
河内町 (株)和工
河内町 (株)石山建設工業
河内町 大野建材(株)
河内町 特別養護老人ﾎｰﾑ　千の風･河内
河内町 (株)弘和電材社
河内町 社会福祉法人河内厚生会　特別養護老人ﾎｰﾑ あじさい苑
河内町 龍ヶ崎消防署　新河分署
河内町 ﾀｷｲ種苗(株)茨城研究農場
河内町 (有)古河電設
河内町 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ(株)河内試験圃場
河内町 (有)糸賀建設興業
河内町 塚本緑化工事（株）　本社
牛久市 (株)金乃台
牛久市 塚本産業(株)
牛久市 三菱ｹﾐｶﾙ(株)筑波工場
牛久市 木村電設工業(株)
牛久市 (株)染野製作所
牛久市 稲敷地方広域市町村圏事務組合 牛久消防署
牛久市 水郷つくば農業協同組合 牛久支店
牛久市 県南重機興業(有)
牛久市 (株)ｲｹﾉﾍﾞ



牛久市 東亜電気(株)
牛久市 牛久市役所
牛久市 手賀建設(株)
牛久市 (株)筑波銀行 牛久支店
牛久市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)牛久店
牛久市 北島建材(株)
牛久市 (有)神谷ｸﾘｰﾝ産業
牛久市 (株)ｻｶｴ
牛久市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)牛久店
牛久市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)牛久店
牛久市 桂建設(株)
牛久市 (有)丸栄興業
牛久市 飯島電気工事(株)
牛久市 牛久産機(有)
牛久市 (有)和田興業
牛久市 茨城日産自動車(株)牛久店
牛久市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)牛久営業所
牛久市 (株)関電工　人材育成ｾﾝﾀｰ
牛久市 (株)ﾋｭﾘｶ
牛久市 日本郵便(株)牛久郵便局
牛久市 富士産業(株)牛久営業所
牛久市 ｽﾐﾘﾝｻｯｼｾﾝﾀｰ(株)牛久本社
牛久市 東鉄工業(株)土浦出張所
牛久市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)つくば支店
牛久市 ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)つくばSS
牛久市 (株)常陽銀行 牛久支店
牛久市 ｼﾝｼﾞｪﾝﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)中央研究所
牛久市 島津ﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
牛久市 社会福祉法人 若竹会 牛久さくら園
牛久市 つくばｾﾝﾄﾗﾙ病院
牛久市 高木工業(株)茨城営業所
牛久市 社会福祉法人 博慈会
牛久市 茨城県信用組合 牛久支店
牛久市 医療法人社団 桜水会 柏田診療所
牛久市 (有)ﾐｰｻﾝ
牛久市 日本ﾒｸﾄﾛﾝ(株)牛久事業場
牛久市 介護老人保健施設 春秋園
牛久市 (株)ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ 牛久営業所
牛久市 生活協同組合 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城　栃木 うしくｾﾝﾀｰ
牛久市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)ひたち野うしく店
牛久市 (株)そめや
牛久市 (株)藏持
牛久市 ﾜｰｶｰｽﾞ･ｺﾚｸﾃｨﾌﾞはぁもにぃ
牛久市 社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会(総合福祉ｾﾝﾀｰ内)
牛久市 社会福祉法人 牛久市社会福祉協議会
牛久市 DCMﾎｰﾏｯｸ(株)
牛久市 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ牛久店
牛久市 ｴﾑｲｰｼｰﾃｸﾉ(株)関東事業所
牛久市 (株)大丸総合企画 茨城ﾌﾞﾛｯｸ
牛久市 茨城県警察本部　刑事部　機動捜査隊 牛久分駐隊
牛久市 茨城県警察本部　交通部　交通機動隊 牛久分駐隊
牛久市 牛久警察署
牛久市 (株)ｽﾀｯｸ 筑波営業所
牛久市 東部液化石油(株)土浦支店
牛久市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)ひたち野うしく店
牛久市 茨城電設(株)牛久営業所
牛久市 入国者収容所東日本入国管理ｾﾝﾀｰ
牛久市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　ひたち野うしく店
牛久市 (株)常総ｴﾅｼﾞｰ
牛久市 全農茨城県本部 県南VFｽﾃｰｼｮﾝ
牛久市 ｲｶﾘ消毒(株)土浦営業所
牛久市 (株)わかな



牛久市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　うしく店
牛久市 特別養護老人ﾎｰﾑ 元気館
牛久市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ牛久南
牛久市 (有)牛久葬儀社
牛久市 (株)P&Eﾌｰｽﾞ つくば店
牛久市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ 牛久
牛久市 茨城県警察本部　地域部　自動車警ら隊 牛久分駐隊
牛久市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)ひたち野うしく店
牛久市 (有)ﾉｻﾞﾜ
牛久市 日本ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(株)
牛久市 茨城ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ(株)県南支店
牛久市 東京ｶﾞｽ(株)茨城南お客さまｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
牛久市 ひたち野牛久幼稚園
牛久市 ﾎﾝﾀﾞﾄﾞﾘｰﾑつくば南
牛久市 医療法人社団 常仁会 牛久愛和総合病院
牛久市 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽｿﾗｽﾄ牛久
牛久市 (株)塚原建設
牛久市 (株)常陽銀行 牛久東支店
牛久市 水戸信用金庫　牛久支店
牛久市 ﾃｽｺ(株)　茨城県南事業所
牛久市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ牛久
牛久市 牛久消防署　東部出張所
牛久市 ｴｽ・ｲｰ・ｼｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ(株)つくば営業所
牛久市 生活ｸﾗﾌﾞ生活協同組合　牛久ｾﾝﾀｰ
牛久市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)ひたち野うしく店
牛久市 日本ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ(株)茨城支店
牛久市 通所介護事業所　たいせつの家
牛久市 三菱ｹﾐｶﾙ物流（株）鹿島支社　筑波支店
牛久市 介護老人保健施設　ｾﾝﾄﾗﾙゆうあい
牛久市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)牛久事業所
牛久市 (株)ｲｶｲﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ　茨城事務所
牛久市 東亜建設工業(株)牛久作業所
牛久市 五洋・あおみ建設特定建設共同企業体首都圏中央連絡自動車道　牛久工事
牛久市 (株)常総ｴﾅｼﾞｰ　ｴﾈｽﾀ牛久･竜ヶ崎田宮事業所
牛久市 ｷﾑﾗ工業(株)本店
牛久市 (株)ｽﾌｫﾙﾂ
牛久市 (株)IHI物流産業ｼｽﾃﾑ
牛久市 公益財団法人　日本植物調節剤研究協会研究所
牛久市 (株)ｱｹﾞﾙ　牛久店
牛久市 (株)ｼｰ･ｱｲ･ｼｰ住環　茨城南支店
牛久市 (株)ｱｲﾀﾞ設計　牛久店
牛久市 (株)ｼｰ･ｱｲ･ｼｰ　土浦営業所
牛久市 (株)福井商店　牛久作業所
牛久市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝうしく
牛久市 牛久市商工会
牛久市 ｼﾀﾞｯｸｽ大新東ﾋｭｰﾏﾝｻｰﾋﾞｽ(株)茨城営業所
牛久市 (株)ｻﾝｷ工業　牛久作業所
牛久市 住友生命保険相互会社　柏常総支社牛久支部
牛久市 (株)斎藤英次商店　牛久営業所
牛久市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　稲敷中央営業所
牛久市 (株)ｻﾝﾖｰﾎｰﾑ
牛久市 ﾊｯﾋﾟｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ　ひたち野うしく店
牛久市 (株)ﾎｷﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ筑波工場
牛久市 茨城日化ｻｰﾋﾞｽ(株)牛久支所
牛久市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南　牛久店
牛久市 明治安田生命保険相互会社　つくば支社　牛久営業所
牛久市 (株)ほけんの110番　ひたち野うしく店
牛久市 (株)ﾄｰｾｷ　牛久営業所
牛久市 (株)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ重兵衛　牛久・龍ヶ崎・阿見店
牛久市 (有)ｻﾝｴｲ仮設
牛久市 (株)KASUMIC　牛久店
牛久市 大樹生命保険（株）牛久営業部



牛久市 (株)ｱﾝﾌｨﾆ
牛久市 (有)甲子亭
牛久市 茨城農芸学院
牛久市 学校法人 さとう文化学園 うしく文化認定こども園
牛久市 認定こども園　ﾌﾚﾝﾄﾞ幼稚園
牛久市 こばと幼稚園
牛久市 学校法人 沼田学園 牛久幼稚園
牛久市 茨城県警察本部　警務部　留置管理課　土浦集中護送センター　牛久分室
牛久市 牛久市社会福祉協議会　牛久ふれあい保育園
阿見町 合同会社　美浦馬糧
阿見町 (株)湯原建設
阿見町 三菱商事ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ(株)土浦工場
阿見町 茨城大学農学部
阿見町 陸上自衛隊 朝日燃料支処
阿見町 陸上自衛隊 武器学校 総務部総務課
阿見町 陸上自衛隊 武器学校 第2教育部誘導武器科
阿見町 阿見町役場
阿見町 茨城県自動車学校 土浦校
阿見町 松浦建設(株)
阿見町 (株)ヰｾｷ関東甲信越
阿見町 黄金開発商事(株)
阿見町 陸上自衛隊 武器学校 整備課
阿見町 陸上自衛隊 武器学校 第2教育部車両工作科
阿見町 東京高圧山崎(株)茨城営業所
阿見町 (株)常陽銀行 阿見支店
阿見町 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部 阿見消防署
阿見町 (株)ﾂﾑﾗ 茨城工場
阿見町 理想科学工業(株)筑波工場
阿見町 (株)常総農興
阿見町 (株)ｻｲｻﾝ北関東営業所　阿見営業所
阿見町 (株)三広
阿見町 (株)吉野工業所 筑波工場
阿見町 (株)一心
阿見町 陸上自衛隊 武器教導隊 第1中隊
阿見町 陸上自衛隊 武器教導隊 第2中隊
阿見町 ｾｯﾂｶｰﾄﾝ(株)つくば工場
阿見町 公益社団法人 阿見町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
阿見町 (有)酒井工業 工事部
阿見町 社会福祉法人 阿見町社会福祉協議会　
阿見町 太洋電機産業(株)
阿見町 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田　星の里事業所
阿見町 ﾄｷｺｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ（株）茨城営業所
阿見町 阿見ｹｱｺﾐｭﾆﾃｨ-そよ風
阿見町 陸上自衛隊 武器学校 第2教育部火器科
阿見町 (株)荒川沖建材店
阿見町 (有)建塗
阿見町 創ﾋﾞｯｸ(株)
阿見町 日本郵便(株)阿見郵便局
阿見町 大陽日酸ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)関東支社 土浦支店
阿見町 (株)杉原建設
阿見町 勝工建(株)
阿見町 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ荒川沖店
阿見町 特別養護老人ﾎｰﾑ　阿見翔裕園
阿見町 ｷｼﾀﾞ化学(株)つくば事業所
阿見町 水戸信用金庫　阿見支店
阿見町 (有)ﾘｯｹﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ
阿見町 社会福祉法人 青州会 特別養護老人ﾎｰﾑ 阿見こなん
阿見町 ｷﾔﾉﾝﾓｰﾙﾄﾞ(株)阿見事業所
阿見町 (株)ｲｰｸﾞﾙﾎﾟｲﾝﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
阿見町 日本ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ(株)
阿見町 (株)筑波銀行 荒川本郷支店
阿見町 (株)佐藤石材商事



阿見町 (株)ﾊﾞｲｸ王&ｶﾝﾊﾟﾆｰ　ﾊﾞｲｸ王荒川沖店
阿見町 (有)米倉興業
阿見町 (株)ヰｾｷ関東甲信越　霞ヶ浦営業所
阿見町 ﾏﾙｴ高速(株)
阿見町 (株)ヰｾｷ関東甲信越　つくば研究所
阿見町 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ(株)つくば工場
阿見町 ｸﾞﾝｾﾞｸﾞﾘｰﾝ（株）茨城営業所
阿見町 (株)きんでん　つくば営業所
阿見町 JTﾌｧｰﾑ茨城農場
阿見町 (株)ﾂﾑﾗ　ﾂﾑﾗ漢方研究所
阿見町 ｱｻﾋｶﾞｽ(株)茨城支店　土浦営業所
阿見町 富士電機(株)筑波工場
阿見町 医療法人社団恵和会　朝田病院
阿見町 一般財団法人大日本蚕糸会蚕糸科学技術研究所
阿見町 昱(株)茨城支店阿見工場
阿見町 ﾔﾝﾏｰｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ(株)関東支店
阿見町 中村興業(有)
阿見町 大鵬電設（株）
阿見町 ﾕﾃｸｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城営業所
阿見町 阿見ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
阿見町 (株)日本農林社　阿見研究開発ｾﾝﾀｰ
阿見町 ﾊｯﾋﾟｰﾗｲﾌｹｱ(株)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾒｿｯﾄﾞ　阿見店
阿見町 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南　阿見店
阿見町 (株)佐藤石材店
阿見町 (株)ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ　茨城南出張所
阿見町 渡辺園芸
阿見町 (有)三生工業
阿見町 ﾔﾝﾏｰｸﾛｰﾊﾞﾙCS(株)　関東支店
阿見町 東京医科大学茨城医療ｾﾝﾀｰ
阿見町 (有)魚清
阿見町 割烹 きうち
阿見町 積水ﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)阿見事業場
阿見町 小川香料(株)つくば事業所
阿見町 雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ(株)阿見工場
阿見町 認定こども園ふたば幼稚園
阿見町 学校法人　田中みどり学園　阿見みどり幼稚園
稲敷市 吉田建設(株)
稲敷市 江戸崎ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
稲敷市 (株)幸田
稲敷市 江戸崎地方衛生土木組合
稲敷市 (株)常陽銀行 江戸崎支店
稲敷市 土浦ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
稲敷市 大津材木店(有)
稲敷市 新利根川土地改良区　事務所
稲敷市 (株)東土木
稲敷市 茨城県県南農林事務所 稲敷地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
稲敷市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)稲敷店
稲敷市 稲敷地方広域市町村圏事務組合 いなほ消防署
稲敷市 水戸信用金庫　江戸崎支店
稲敷市 豊田缶詰(株)
稲敷市 (有)渡辺燃料店
稲敷市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　茨城支社 東営業所
稲敷市 医療法人 精光会 みやざきﾎｽﾋﾟﾀﾙ
稲敷市 飯塚建設(株)
稲敷市 (株)大塚組
稲敷市 医療法人 盡誠会 宮本病院
稲敷市 盛峰建設(株)
稲敷市 平山建設(株)
稲敷市 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)稲敷支店
稲敷市 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)東支店
稲敷市 関建設工業(株)
稲敷市 (株)SHOEI 茨城工場



稲敷市 霞台ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
稲敷市 (株)ｻﾝﾖｳ建設
稲敷市 稲敷市役所
稲敷市 茨城県県南農林事務所 稲敷土地改良事務所
稲敷市 黒田建設(株)
稲敷市 千葉窯業(株)茨城工場
稲敷市 秋本吹付工業(株)
稲敷市 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ霞丘ｺｰｽ
稲敷市 (有)岡野工務店
稲敷市 (株)埜口産業
稲敷市 (有)小嶋建材
稲敷市 (有)ﾏｽﾀﾞ重機
稲敷市 (株)ﾀﾞｽｷﾝ 土浦第1支店
稲敷市 ｸﾎﾞﾀ建設工業(株)
稲敷市 (株)成毛建材店
稲敷市 稲敷農業協同組合 中部支店
稲敷市 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ｾﾍﾞﾊﾞﾚｽﾃﾛｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
稲敷市 吉川建材
稲敷市 松原建設(株)
稲敷市 (株)東ｱｻﾋ
稲敷市 米川組(株)
稲敷市 (株)いずみや
稲敷市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)江戸崎店
稲敷市 (有)岡沢機械ｻｰﾋﾞｽ
稲敷市 (有)朝比奈電気設備工業
稲敷市 大和紙器(株)つくば工場
稲敷市 ｱｽﾚﾁｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝｺﾞﾙﾌ倶楽部
稲敷市 あじたま販売(株)
稲敷市 茨城日産自動車(株)江戸崎店
稲敷市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)江戸崎店
稲敷市 王子ｺﾝﾃﾅｰ(株)霞ヶ浦工場
稲敷市 平山商事(株)
稲敷市 (株)ﾎﾝﾀﾞ
稲敷市 (株)ﾔﾏｲﾁ
稲敷市 ｲﾜﾀﾆ関東(株)茨城南営業所
稲敷市 日高見建設工業(株)
稲敷市 独立行政法人 水資源機構 利根川下流総合管理所
稲敷市 稲敷農業協同組合 東部支店
稲敷市 稲敷農業協同組合 本店
稲敷市 (株)宮本総合設備
稲敷市 信工業(株)
稲敷市 たるみ屋葬祭
稲敷市 松野建設(株)
稲敷市 社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会
稲敷市 (株)筑波銀行 江戸崎支店
稲敷市 社会福祉法人盡誠会　特別養護老人ﾎｰﾑ 水郷荘　
稲敷市 公益社団法人 稲敷市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
稲敷市 (株)飯島建材
稲敷市 (株)ｲﾊﾞｼﾞｭｳ 新利根営業所
稲敷市 (有)小林工業
稲敷市 稲敷市役所 土木管理部　水道課
稲敷市 特別養護老人ﾎｰﾑ 宝永館
稲敷市 稲敷市障がい者ｾﾝﾀｰ ﾊｰﾄﾋﾟｱいなしき
稲敷市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)江戸崎店
稲敷市 (有)ｻｸﾗ電設
稲敷市 川口建材(有)
稲敷市 (有)ﾉﾀﾞ
稲敷市 複合型介護施設　さくらがわ
稲敷市 医療法人　美湖会　介護老人保健施設 ﾌﾟｴﾌﾞﾛ稲敷
稲敷市 (株)岡野石油店 東関東営業所
稲敷市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　佐原東店
稲敷市 日本電機(株)茨城工場



稲敷市 (有)ﾈﾓﾄ自動車
稲敷市 稲敷警察署
稲敷市 日本郵便(株)阿波郵便局
稲敷市 日本郵便(株)江戸崎郵便局
稲敷市 (有)三豊 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
稲敷市 ｼﾞｵｽﾀｰ(株)茨城工場
稲敷市 稲敷地方広域市町村圏事務組合 いなほ消防署桜東分署
稲敷市 ﾌﾞﾙｰﾊﾞｽ(株)
稲敷市 三和油化工業(株)茨城事業所
稲敷市 稲敷市商工会
稲敷市 天海建設(株)
稲敷市 ｴﾑ･ｹｲ･ｱｰﾙ(株)
稲敷市 (株)ｾﾚﾓﾆｰ小林
稲敷市 (有)栄拓
稲敷市 (株)ｳﾞｧﾚｵｼﾞｬﾊﾟﾝ城南工場
稲敷市 稲敷農業協同組合 西部支店
稲敷市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　稲敷営業所
稲敷市 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)江戸崎営業所
稲敷市 ｻﾞ･ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
稲敷市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　稲敷営業所
稲敷市 いずみや塗巧(株)
稲敷市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　うさぎ
稲敷市 (株)STN　いなしき事業所
稲敷市 医療法人社団 広文会　介護老人保健施設　いなしきの郷
稲敷市 江戸崎総合運動公園
稲敷市 城東ﾃｸﾉ（株）茨城工場
稲敷市 (株)ﾄﾗｽﾄﾎｰﾑ稲敷営業所
稲敷市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　ｽｲﾄﾋﾟｰ
稲敷市 大和ｽﾄﾚｰﾄ(株)関東支店
稲敷市 ﾔｯｸｽﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新利根
稲敷市 筑波工業(株)
稲敷市 (株)佐藤渡辺　関東支店　江戸崎合材工場
稲敷市 丸𠮷産業(株)
稲敷市 JA祭典稲敷
稲敷市 医療法人盡誠会　宮本病院建替え工事作業所【清水建設(株)】
稲敷市 (株)川島工務店
稲敷市 (株)ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ重兵衛　ﾊﾟﾙﾅ稲敷・佐原ｼｮｰﾙｰﾑ店
稲敷市 こもれび森のｲﾊﾞﾗｲﾄﾞ
稲敷市 江戸崎保育園
稲敷市 味咲屋
稲敷市 大名本陣
稲敷市 (有)朝日屋
稲敷市 寿司･海鮮旨いもん屋 まいど
美浦村 日本中央競馬会 美浦ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ･ｾﾝﾀｰ総務課
美浦村 JRAﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ(株)美浦事業所
美浦村 茨城県稲敷郡美浦村役場
美浦村 水郷つくば農業協同組合　美浦支店
美浦村 (有)野口商店
美浦村 (株)ﾅｶｼﾞﾏ
美浦村 ｽｶﾞﾉ農機(株)本社事務所
美浦村 JRAｺﾝﾎﾟｽﾄﾌﾟﾗﾝﾄ
美浦村 (株)常陽銀行 美浦支店
美浦村 丸太建設(株)
美浦村 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰｽﾌｨｰﾄﾞ
美浦村 PGMﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ(株)美浦ｺﾞﾙﾌ倶楽部
美浦村 ｱｲｴｽｼﾞｰ(株)
美浦村 (株)常総住建
美浦村 (有)大津材木店
美浦村 (有)ﾏﾂｶｾﾞ 松風馬事ｾﾝﾀｰ
美浦村 (株)石井土木
美浦村 (株)沼崎商事
美浦村 (株)佐藤渡辺茨城営業所



美浦村 ｼﾝﾌｫﾆｯｸﾀｳﾝ ﾄﾞﾙﾁｪ
美浦村 おかだいらｺﾞﾙﾌﾘﾝｸｽ
美浦村 社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
美浦村 ｾﾚﾓﾆｰ博善(株)
美浦村 社会福祉法人 美しの森 障害者支援施設 虹の里
美浦村 社会福祉法人 清栄会 特別養護老人ﾎｰﾑ みほ
美浦村 (株)美浦ｸﾘｰﾝ
美浦村 (株)竹屋 美浦店
美浦村 (株)筑波銀行 美浦支店
美浦村 (株)安藤・間　関東支店土木部JRA美浦・坂路出張所
美浦村 (株)裕香建材
美浦村 (株)渡辺商店　美浦営業所
美浦村 医療法人 美湖会 美浦中央病院
美浦村 (株)こわたり
美浦村 香月
土浦市 関東ﾉｰｻﾝ商事(株)
土浦市 (株)小林
土浦市 国際警備保障(株)県南支社
土浦市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)土浦店
土浦市 (株)ｽｽﾞｹﾝ 土浦支店
土浦市 茨城県土地改良事業団体連合会 県南事業所
土浦市 (株)阿部電気設備
土浦市 (株)IJTT土浦工場
土浦市 土浦市教育委員会
土浦市 東邦工板(株)
土浦市 土浦造園(株)
土浦市 (有)池田商会
土浦市 (株)ﾔﾏﾔｽ　土浦営業所
土浦市 (有)富沢商店
土浦市 (株)山本工務店
土浦市 瀬能商事(有)
土浦市 (株)波南
土浦市 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｲｰｽﾄ 土浦支店
土浦市 (株)東京精密 土浦工場
土浦市 不二造園土木(株)
土浦市 筑波保育医療専門学校
土浦市 (株)日立ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ　土浦事業所
土浦市 (株)中屋ﾎﾝﾀﾞ販売
土浦市 (株)高橋塗料店
土浦市 (株)羽富鉄工所
土浦市 第一造園土木(株)
土浦市 茨城県土浦保健所
土浦市 常盤工事(株)
土浦市 土浦市建設部水道課
土浦市 (株)東邦建材
土浦市 郡司建設(株)
土浦市 島岡商事(株)
土浦市 星徳商事(株)
土浦市 (株)滝田興業
土浦市 土浦日本大学高等学校
土浦市 (株)富士薬品 土浦営業所
土浦市 茨城県土浦県税事務所
土浦市 (株)市村工務店
土浦市 ﾎﾞｯｼｭ･ﾚｯｸｽﾛｽ(株)土浦工場
土浦市 ﾏﾙｴｽ工業(株)
土浦市 茨城県県南家畜保健衛生所
土浦市 高橋興業(株)
土浦市 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ館 茨城販売(株)
土浦市 (株)大関組
土浦市 学校法人 霞ヶ浦学園
土浦市 常総学院中学校高等学校
土浦市 水戸証券(株)土浦支店



土浦市 茨城県信用組合 千束町支店
土浦市 栗田ｱﾙﾐ工業(株)
土浦市 綜合警備保障(株)土浦営業所
土浦市 土浦厚生病院
土浦市 (有)中島重機
土浦市 (株)大参商店
土浦市 中川商事(株)
土浦市 三和工事(株)
土浦市 資生堂ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城ｵﾌｨｽ
土浦市 北都建設工業(株)
土浦市 塩野義製薬(株)土浦営業所
土浦市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)土浦ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
土浦市 三協産業(株)
土浦市 佐藤土木(株)
土浦市 (株)山六工務店
土浦市 (株)日立金属ﾈｵﾏﾃﾘｱﾙ土浦工場
土浦市 池田林業(株)
土浦市 (株)斉藤建設
土浦市 (株)大島工務店
土浦市 三浦工業(株)土浦支店
土浦市 国際ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)茨城支店
土浦市 (株)ﾌｼﾞﾀ
土浦市 阿部興業(株)土浦支店
土浦市 古河ﾔｸﾙﾄ販売(株)土浦支店
土浦市 日新興業(株)
土浦市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)土浦店
土浦市 (株)IACﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ　土浦北ｲﾝﾀｰ自動車学校
土浦市 水郷つくば農業協同組合 本店
土浦市 茨城いすゞ自動車(株)土浦営業所
土浦市 茨城けんなん自動車学校
土浦市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)土浦荒川沖店
土浦市 茨城日産自動車(株)土浦店
土浦市 航空自衛隊 第一高射群第三高射隊
土浦市 陸上自衛隊 関東補給処
土浦市 陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯部隊 第101全般支援隊
土浦市 陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地業務隊
土浦市 陸上自衛隊 航空学校 霞ヶ浦分校
土浦市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)土浦支店
土浦市 (株)宇田川ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
土浦市 東邦薬品(株)土浦営業所
土浦市 東日本三菱自動車販売(株)土浦店
土浦市 (株)ｼﾞｽﾃｯｸ
土浦市 UDﾄﾗｯｸｽ(株)土浦ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
土浦市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ(株)土浦店
土浦市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株) 関東ｴﾘｱ　茨城地区 土浦営業所
土浦市 常陽水道工業(株)
土浦市 (株)筑波銀行 本店営業部
土浦市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)土浦支社(本館)
土浦市 社会福祉法人 尚恵学園
土浦市 関東水産(株)
土浦市 水戸信用金庫　土浦支店
土浦市 (株)田島屋
土浦市 茨城県土浦土木事務所
土浦市 土浦市役所
土浦市 (株)本田
土浦市 日本郵便(株)土浦郵便局
土浦市 土浦市消防本部 土浦消防署
土浦市 中川理水建設(株)
土浦市 大西商事(株)土浦支店
土浦市 新県南生ｺﾝ(株)
土浦市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)土浦支社 別館
土浦市 (有)岩瀬材木店



土浦市 茨城日野自動車(株)土浦支店
土浦市 (株)ｵｸｲ
土浦市 (株)ｱｰﾙﾋﾞｰ
土浦市 (株)常陽銀行 土浦支店
土浦市 (株)三菱UFJ銀行 土浦支店
土浦市 (株)小泉東関東
土浦市 (株)青木
土浦市 日立建機(株)土浦工場
土浦市 (株)鈴家
土浦市 (株)折本工業
土浦市 塚田陶管(株)
土浦市 (株)土浦三協ｻｯｼｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)ﾏﾂｳﾗ
土浦市 (株)りそな銀行土浦支店
土浦市 (株)協和
土浦市 吉原電機工業(株)
土浦市 東部瓦斯(株)茨城南支社
土浦市 昱(株)茨城支店　土浦営業所
土浦市 深澤通信工業(株)
土浦市 一般財団法人　関東電気保安協会茨城事業本部 土浦事業所
土浦市 廣瀨建材(株)
土浦市 (株)ﾌﾞﾛｰﾄﾞ
土浦市 (株)千代田興業
土浦市 関東情報ｻｰﾋﾞｽ(株)
土浦市 (株)土浦自動車学校
土浦市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)土浦店
土浦市 一般財団法人　茨城県建設技術公社 県南支部
土浦市 (株)阿部工業
土浦市 (有)田所組
土浦市 (株)ﾀﾅｶ　土浦営業所
土浦市 (有)東栄商事
土浦市 月星商事(株)土浦支店
土浦市 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)土浦支社
土浦市 (有)萩島石油店
土浦市 (株)尾崎工業所
土浦市 東日本旅客鉄道(株)水戸電力技術ｾﾝﾀｰ土浦ﾒﾝﾃﾅﾝｽｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田 荒川沖店
土浦市 三井住友海上火災保険(株)
土浦市 土浦税務署
土浦市 (有)土浦珍来製麺
土浦市 膳工房きらら
土浦市 土浦木材(株)
土浦市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田
土浦市 (株)栗原医療器械店 土浦支店
土浦市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　土浦店
土浦市 (株)ﾘｰﾃﾞﾝ土浦事業所
土浦市 東向西産業(株)
土浦市 (株)ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ
土浦市 公益社団法人 土浦市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
土浦市 栗原電業(株)
土浦市 (有)杉田硝子
土浦市 東日本旅客鉄道(株)水戸支社 土浦保線技術ｾﾝﾀｰ
土浦市 ﾎｼｻﾞｷ北関東(株)土浦営業所
土浦市 第一環境(株)
土浦市 水戸通信工業(株)土浦営業所
土浦市 (株)協栄ｴｲｱﾝﾄﾞｱｲ
土浦市 (株)日立ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
土浦市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 土浦統括営業所
土浦市 ﾗｲﾌｹｱ茨城支店
土浦市 県南共同ｱｽｺﾝ 土浦合材工場
土浦市 (株)かね喜
土浦市 (株)丸山製作所 茨城営業所



土浦市 土浦市清掃ｾﾝﾀｰ
土浦市 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城　土浦木田余店
土浦市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城　学園東大通り店
土浦市 (株)環境測定ｻｰﾋﾞｽ 筑波研究所
土浦市 ｾｺﾑ(株)土浦支社
土浦市 土浦魚市場(株)
土浦市 (株)三金 土浦営業所
土浦市 ﾗｲﾌｻﾌﾟﾗｲ(株)ﾓﾄﾊｼ事業部
土浦市 山本商会(株)北関東支店 土浦営業所
土浦市 (株)三田工業所
土浦市 三国機工(株)
土浦市 (株)ｱｻﾝﾃ　土浦営業所
土浦市 社会福祉法人 土浦市社会福祉協議会
土浦市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)土浦南店
土浦市 大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)土浦営業所
土浦市 医療法人社団 青洲会 神立病院
土浦市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)土浦並木店
土浦市 (有)はたごや
土浦市 土浦農芸(株)
土浦市 総合病院 土浦協同病院
土浦市 ｾｺﾑ(株)ﾃｸﾉ事業本部 茨城支所
土浦市 土浦ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ(株)
土浦市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)土浦保険金ｻｰﾋﾞｽ課
土浦市 GEﾍﾙｽｹｱ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城営業所
土浦市 (株)ﾔﾏﾌﾟﾗｽ茨城
土浦市 (株)帝国ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ 土浦支店
土浦市 前田道路(株)土浦合材工場
土浦市 ｴﾑ･ｴｽ･ｹｰ農業機械(株)茨城営業所
土浦市 三菱重工冷熱(株) 筑波ｻｰﾋﾞｽ営業所
土浦市 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ(株)土浦事業所
土浦市 ﾆｯﾀﾝ(株)つくば支店
土浦市 (株)伊藤園　土浦支店
土浦市 (株)保健科学東日本土浦営業所
土浦市 水郷つくば農業協同組合 土浦北支店
土浦市 (株)ｽｶﾞﾃｯｸ 関東支店　土浦事業所
土浦市 高千穂建設(株)
土浦市 大塚製薬(株)大宮支店 つくば出張所
土浦市 (株)ﾃｸﾉ菱和 茨城支店
土浦市 日瀝道路(株)県南営業所
土浦市 持田製薬(株)水戸事業所 土浦分室
土浦市 川崎設備工業(株)東関東支店
土浦市 関東ｽﾁｰﾙ(株)
土浦市 茨城県企業局 県南水道事務所
土浦市 ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ(株)関東支店　茨城営業所
土浦市 (株)ｵﾘﾄﾓ
土浦市 (株)ｵﾘﾄﾓ 流通ｾﾝﾀｰ
土浦市 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)土浦支店
土浦市 (株)作田屋
土浦市 茨建工業(株)本店
土浦市 ｿﾆｰｺﾝｽｰﾏｰｾｰﾙｽ(株)土浦支店
土浦市 (株)東精ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 神立工場
土浦市 日本ﾃｸﾉ(株)土浦ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)LIXIL 土浦工場
土浦市 佐々木建設(株)
土浦市 公益財団法人 茨城県総合健診協会 県南ｾﾝﾀｰ
土浦市 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)土浦ss
土浦市 日立建機ﾛｼﾞﾃｯｸ(株)
土浦市 (株)ｴｺｰ産業
土浦市 ﾔﾝﾏｰ建機(株)つくば営業所
土浦市 (株)三友
土浦市 社会福祉法人 常新会
土浦市 (株)斎藤英次商店 土浦営業所



土浦市 藤井産業(株)つくば支店
土浦市 ｶﾈｺ種苗(株)土浦支店
土浦市 (株)筑波銀行 事務ｾﾝﾀｰ
土浦市 協和ｷﾘﾝ(株) つくば営業所
土浦市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)荒川沖店
土浦市 富士ﾌｲﾙﾑﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)茨城営業所　茨城ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
土浦市 前田道路(株)機材部　機械ｾﾝﾀｰ
土浦市 出光ﾘﾃｰﾙ販売(株)ﾌｧｲﾝｵｲﾙ東日本ｶﾝﾊﾟﾆｰ 茨城営業所
土浦市 日本年金機構土浦年金事務所
土浦市 (株)日本政策金融公庫 土浦支店　
土浦市 清和工業(株)土浦営業所
土浦市 (株)ﾉｰﾘﾂ つくば営業所
土浦市 社会福祉法人 にいはり福祉会 にいはり園
土浦市 中央労働金庫 土浦支店
土浦市 中川ﾋｭｰﾑ管工業(株)本社
土浦市 (株)ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ 土浦営業所
土浦市 (株)ｶﾞｽﾊﾟﾙ 土浦販売所
土浦市 (株)三森総業つくば出張所
土浦市 (株)高長建設　本社
土浦市 (株)ｳｴﾉ 土浦支店
土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ 飛羽ﾉ園
土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ 静霞園
土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ もりの家
土浦市 関友商事(株)
土浦市 茨城県土浦児童相談所
土浦市 みずほ証券(株)土浦支店
土浦市 (株)常陸環境ｻｰﾋﾞｽ
土浦市 (株)日立ｼｽﾃﾑｽﾞﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ土浦ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ
土浦市 (株)和光ｹﾐｶﾙ 茨城営業所
土浦市 CKD(株)茨城営業所
土浦市 丸一土木(有)
土浦市 茨城県看護協会 土浦訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
土浦市 日本同盟基督教団 土浦めぐみ教会
土浦市 飯島鋼管(株)土浦支店
土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ やすらぎの園
土浦市 ﾀﾏﾎｰﾑ(株)土浦支店
土浦市 (株)学園中山酒店
土浦市 (株)長寿館 永国長寿館
土浦市 丸井産業(株)茨城営業所
土浦市 日本ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)茨城支社
土浦市 (有)東建 土浦事業所
土浦市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ土浦
土浦市 能美防災(株)土浦営業所
土浦市 (株)かんぽ生命保険土浦支店
土浦市 (株)ｸﾞｯﾄﾞｺﾑ 茨城営業所
土浦市 社会福祉法人 青洲会 障害者支援施設 さくら苑
土浦市 (株)HEXEL　Works　茨城支店
土浦市 (株)日立産機ｼｽﾃﾑ 茨城ｻｰﾋﾞｽ部筑波ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
土浦市 (株)ﾄｰｴﾙ 茨城営業所
土浦市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 桑林
土浦市 東日本三菱自動車販売(株)阿見店
土浦市 ﾐﾗｲﾌ(株)土浦店
土浦市 橋本商工(株)土浦営業所
土浦市 (株)大鶴
土浦市 (株)星総合設備
土浦市 日本不動産管理(株)茨城支社
土浦市 新明電材(株)土浦営業所
土浦市 (株)精工 つくば工場
土浦市 茨城県県南農林事務所
土浦市 茨城県県南県民ｾﾝﾀｰ
土浦市 ﾀﾞｽｷﾝﾚﾝﾄｵｰﾙ土浦ｲﾍﾞﾝﾄｾﾝﾀｰ
土浦市 日本瓦斯(株)土浦営業所



土浦市 明治安田生命保険相互会社　つくば支社 土浦営業所
土浦市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ土浦ｾﾝﾀｰ
土浦市 茨城県県南造園土木協業組合
土浦市 (株)西原環境 茨城営業所
土浦市 常陽測量設計(株)
土浦市 (株)ｱｽｺ 茨城営業所
土浦市 三展ﾐﾈｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)
土浦市 大地電気(株)
土浦市 水郷つくば農業協同組合 土浦西支店
土浦市 水郷つくば農業協同組合 ｾﾚﾓﾆｰｾﾝﾀｰ
土浦市 大成ﾛﾃｯｸ(株)茨城工事事務所
土浦市 常伸電通ｼｽﾃﾑ(株)本社
土浦市 旭化成住宅建設(株)関東事業部　つくば事業所
土浦市 水戸信用金庫　荒川沖支店
土浦市 ｱｰﾙﾃｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)
土浦市 土浦ｹｱｾﾝﾀｰそよ風
土浦市 国土交通省関東地方整備局 霞ヶ浦導水工事事務所
土浦市 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(株)土浦ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
土浦市 ﾔｼﾏ建設(株)
土浦市 水郷つくば農業協同組合 土浦中央支店
土浦市 (株)ﾀﾂﾉ 土浦営業所
土浦市 冨美通信興業(株)土浦営業所
土浦市 土浦市老人福祉ｾﾝﾀｰ･ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ｢つわぶき｣
土浦市 国土交通省関東地方整備局 常総国道事務所
土浦市 土浦警察署
土浦市 茨城県霞ヶ浦環境科学ｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)ｻﾆｸﾘｰﾝ東京 UR茨城営業所
土浦市 ﾂｸｲ土浦
土浦市 日立建機ﾛｼﾞﾃｯｸ(株)土浦物流ｾﾝﾀ
土浦市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田ﾘﾌｫｰﾑ事業部
土浦市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田 ﾘﾌｫｰﾑ事業部 荒川沖店
土浦市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　土浦並木店
土浦市 常洋水産(株)土浦支社
土浦市 岡田電気産業(株)土浦営業所
土浦市 (株)大塚製薬工場 大宮支店 大宮三課
土浦市 ｻﾝﾗｲｽﾞ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)茨城支店
土浦市 (株)高速
土浦市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　土浦店
土浦市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)土浦支社
土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ 憩いの里
土浦市 土浦市ふれあいｾﾝﾀｰながみね・ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽながみね
土浦市 生活協同組合 ﾊﾟﾙｼｽﾃﾑ茨城 栃木　つちうらｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)ｸﾘｴｲﾄ防災　土浦営業所
土浦市 大和冷機工業(株)土浦営業所
土浦市 ﾔﾏﾄｵｰﾄﾜｰｸｽ(株)茨城工場
土浦市 藤崎電設(株)茨城支店
土浦市 (株)ﾚﾝﾀﾙのﾆｯｹﾝ 土浦営業所
土浦市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙｱｽﾚﾃｨｯｸｸﾗﾌﾞ土浦
土浦市 三井住友海上あいおい生命保険(株)茨城生保支社　つくば生保営業支社
土浦市 (株)ﾏｸｼｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 東関東営業所
土浦市 (株)ｻﾆｯｸｽ 土浦営業所
土浦市 NECﾈｯﾂｴｽｱｲ(株)茨城営業所
土浦市 筑波総研(株)本社
土浦市 前田道路(株)技術研究所
土浦市 東関東MMC部品販売(株)土浦営業所
土浦市 (株)つくば電気通信
土浦市 茨城県流域下水道事務所
土浦市 中川ﾋｭｰﾑ管工業(株)工事部
土浦市 (株)ﾌｶｻﾜ 土浦支店
土浦市 ｾﾊﾟｯｸ工業(株)土浦事業部
土浦市 (株)東京BK足場つくばｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
土浦市 高圧昭和ﾎﾞﾝﾍﾞ(株)



土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ　滝の園
土浦市 (株)鈴木ｼｬｯﾀｰ北関東営業所
土浦市 (株)ﾆﾁｲ学館 土浦支店
土浦市 (株)ﾄｷﾜｾｰﾌﾃｨｰｻｰﾋﾞｽ
土浦市 医療法人 晴生会 介護老人保健施設 常総の郷
土浦市 (株)ｸﾞﾗﾝｼｴﾙｾｷｼｮｳ ﾌﾟｼﾞｮｰつくば
土浦市 長田広告(株)土浦営業所
土浦市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)土浦大町店
土浦市 ｼｰﾒﾝｽﾍﾙｽｹｱ(株)茨城出張所
土浦市 ｱｰｽ環境ｻｰﾋﾞｽ(株)北関東支店　土浦営業所
土浦市 ﾛﾝｼｰﾙ工業(株)土浦事業所
土浦市 (株)ｱｸｱｸﾗﾗ筑波山
土浦市 (株)KASUMIC 土浦店
土浦市 関彰商事(株)土浦LPGｾﾝﾀｰ
土浦市 東京電力ｴﾅｼﾞｰﾊﾟｰﾄﾅｰ(株)東関東本部茨城
土浦市 茨城県信用保証協会 土浦支店
土浦市 (株)ｱｲﾜ技研
土浦市 社会福祉法人 筑水会 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ ｻﾝﾙｰﾅ
土浦市 日本賃貸保証(株)IBARAKI　Office
土浦市 (株)鈴喜 茨城営業所
土浦市 SMFLﾚﾝﾀﾙ(株)ｻﾝﾈｯﾄﾜｰｸ東京つくばｾﾝﾀｰ
土浦市 関東ﾌﾟﾘﾏﾐｰﾄ販売(株)北関東営業部
土浦市 日本道路(株)茨城合材ｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)BML　つくば営業所
土浦市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)土浦北店
土浦市 関菱化学（株）
土浦市 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売(株)茨城支店土浦営業所
土浦市 橋本総業(株)茨城支店
土浦市 日発販売(株)土浦ﾃﾞﾎﾟ
土浦市 明伸工機(株)土浦営業所
土浦市 ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ(株)茨城支店茨城巡回ｾﾝﾀｰ
土浦市 東日本旅客鉄道(株)水戸支社土浦駅
土浦市 北関東ﾋﾉﾃﾞｻｰﾋﾞｽ販売(株)茨城営業所
土浦市 (株)ﾌﾘｰﾙ茨城・千葉ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ
土浦市 ｽｽﾞﾃﾞﾝ(株)土浦営業所
土浦市 Volkswagen土浦（茨城ﾄﾖﾀ自動車株式会社）
土浦市 ﾄｰﾀﾙｴｱｰｻｰﾋﾞｽ(株) 茨城営業所
土浦市 ｳｴﾙｼｱｵｱｼｽ(株)茨城営業所
土浦市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　土浦SS
土浦市 東日本電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)水戸支社土浦ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
土浦市 住宅情報館(株)土浦店
土浦市 (株)JAｱｸﾞﾘﾊﾟﾜｰ土浦
土浦市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ土浦
土浦市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ荒川沖
土浦市 旭食品(株) 東関東支店 土浦営業所
土浦市 (株)龍心　本店
土浦市 ｱﾗﾏｰｸﾕﾆﾌｫｰﾑｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城事業所
土浦市 (株)ﾅﾋﾞｻﾎﾟｰﾄ
土浦市 (株)TDﾓﾊﾞｲﾙ（ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ土浦店）
土浦市 Meiji　Seikaﾌｧﾙﾏ(株)土浦営業所
土浦市 (株)ﾌｧｰｽﾄﾌｰｽﾞつくば
土浦市 (株)ｳｨﾙｵﾌﾞﾌｧｸﾄﾘｰ
土浦市 (株)常陽ﾘﾋﾞﾝｸﾞ社
土浦市 (株)いなば園 つくば営業所
土浦市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　ｱﾘｰﾅ土浦南
土浦市 茨城ｽﾊﾞﾙ（株）土浦店
土浦市 (有)ｹｱ･ｺﾝﾌｨﾃﾞﾝｽ
土浦市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)土浦中貫店
土浦市 (株)東日本銀行　土浦支店
土浦市 昭光通商ｱｸﾞﾘ（株）関東ｵﾌｨｽ
土浦市 (株)水処理技研関東　茨城支店
土浦市 (株)日本ｹｱｻﾌﾟﾗｲ　つくば営業所



土浦市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)茨城南事業所
土浦市 尾家産業(株)土浦営業所
土浦市 一般社団法人　絆
土浦市 (株)ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝ
土浦市 日本ﾌｧｼﾘｵ(株)北関東営業所
土浦市 (株)ﾒﾃﾞｨｾｵ　つくばFLC
土浦市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ神立
土浦市 社会福祉法人道寿会
土浦市 特別養護老人ﾎｰﾑ　滝田
土浦市 社会福祉法人青洲会　特別養護老人ﾎｰﾑ　こほく
土浦市 (株)小森建設
土浦市 公益財団法人　茨城県開発公社　県南事業所
土浦市 (株)ｻﾝﾗｲｽﾞｳﾞｨﾗ土浦　有料老人ﾎｰﾑかがやきの郷
土浦市 UTｴｲﾑ(株)土浦ｷｬﾘｱｾﾝﾀｰ
土浦市 ﾌｧｰｽﾄﾁｮｲｽ(株)
土浦市 (株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ北日本ｴﾘｱ本部　千葉・茨城ﾘｰｼﾞｮﾝ鹿行営業所
土浦市 杉本商事(株)土浦営業所
土浦市 自衛隊茨城地方協力本部　土浦地域事務所
土浦市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ関東支社ﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ部冷熱技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ茨城冷熱二係
土浦市 (株)ﾐｸﾆｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ　東関東営業所
土浦市 (株)優正工業
土浦市 (株)ﾀｸﾄ･ﾏｼﾝ･ｻｰﾋﾞｽ　土浦営業所
土浦市 (株)ﾌﾚｽﾄ
土浦市 ﾗｲﾌｻﾌﾟﾗｲ(株)ｱﾐｰﾙ事業部
土浦市 (株)ﾛｼﾞｸｴｽﾄ茨城支店
土浦市 (株)ﾄｷﾜ薬品化工　北関東事業所
土浦市 (株)桧家住宅　土浦展示場
土浦市 ｱｲｱｸﾞﾘ（株）
土浦市 富士化学塗料（株）土浦営業所
土浦市 岩渕農薬(株)茨城支店
土浦市 ｸﾞﾗｲﾝﾒｲﾄ(株)茨城営業所
土浦市 日東ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
土浦市 ｱｲﾘｽｵｰﾔﾏ（株）土浦営業所
土浦市 ﾊｲﾋﾞｯｸ（株）土浦北ｲﾝﾀｰ木材市場
土浦市 （株）ｱｲｴｽ
土浦市 （株）ｼﾞｬﾊﾟﾝﾐｰﾄ
土浦市 （株）ﾆｯｶﾈ茨城営業所
土浦市 ﾌｼﾞﾒﾀﾙﾘｻｲｸﾙ（株）土浦工場
土浦市 ｸﾗｳﾝ工業(株)
土浦市 (有)旭電気工業所
土浦市 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙ技建工業
土浦市 (株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ北日本ｴﾘｱ本部　千葉茨城ﾘｰｼﾞｮﾝ土浦営業所
土浦市 (株)ｱｸｱﾌﾟﾗﾝﾄﾃｯｸ
土浦市 日栄産業(株)土浦営業所
土浦市 ﾄｳﾜﾃｸﾉｽ(有)
土浦市 (株)ｱｸﾃｨｵ　土浦営業所
土浦市 窓研ﾄｰﾖｰ住器(株)
土浦市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰなぎの木　土浦
土浦市 学校法人　筑波研究学園
土浦市 香取電池販売(株)
土浦市 松尾建設(株)土浦支店
土浦市 (株)ｼﾓﾀﾞ　つくば営業所
土浦市 常磐ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)本社
土浦市 日和ｻｰﾋﾞｽ(株)土浦課
土浦市 (株)ｹｱﾘﾝｸﾞﾌｫｰｽ
土浦市 (株)ﾎｯﾄｽﾀｯﾌ土浦
土浦市 前田(株)関東営業部
土浦市 ｳﾗﾗ訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
土浦市 木曽川産業(株)
土浦市 山田空調設備(株)本社
土浦市 (株)土浦ﾒﾃﾞｨｶﾙ
土浦市 ﾜﾀﾐ(株)茨城土浦営業所



土浦市 (株)ﾜﾝﾀﾞｰｳｫｰﾙ　
土浦市 ﾃｲｹｲ(株)土浦支社
土浦市 (株)秋山計装ｼｽﾃﾑ
土浦市 (株)ﾊﾟﾙﾗｲﾝ　新治ｾﾝﾀｰ
土浦市 (株)ﾑﾗﾏﾂ
土浦市 公益財団法人　ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ安全協会　茨城事務所
土浦市 (株)ﾄﾗﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
土浦市 ｲｰｽﾄﾌﾟﾗﾝﾄ(株)
土浦市 筑波銀行SBIﾏﾈｰﾌﾟﾗｻﾞ
土浦市 (株)茨城車輌販売
土浦市 住友生命保険相互会社　柏常総支社　土浦支部
土浦市 清水建設(株)土浦営業所
土浦市 (有)ｲｼｶﾜ計装
土浦市 (株)ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾃｯｸ　土浦営業所
土浦市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南　HondaCars茨城南土浦北ｲﾝﾀｰ店
土浦市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南　HondaCars茨城南荒川沖店
土浦市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　土浦つくば営業所
土浦市 明治安田生命保険相互会社　つくば支社 土浦南営業部
土浦市 ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｪﾈｯﾂ(株)
土浦市 ﾌｧﾏｼｰ中山(株)
土浦市 上総屋不動産(株)土浦本店
土浦市 (株)かんぽ生命　土浦郵便局　かんぽｻｰﾋﾞｽ部
土浦市 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ専科卸町店
土浦市 ﾅｶﾂﾈ建材(株)
土浦市 (株)ｼｲﾈｸﾚｰﾝﾃｸﾆｶﾙ
土浦市 三陽用地(株)
土浦市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売(株)土浦営業所
土浦市 ﾃﾞｲﾍﾞﾝﾛｲﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ(株)つくば営業所
土浦市 (株)T.Nﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
土浦市 (株)加藤電工
土浦市 三機工業(株)茨城支店
土浦市 大樹生命保険(株)土浦営業部
土浦市 (株)日本ﾄﾞﾗｲ介護用品のｽﾏｲﾙ　土浦営業所
土浦市 日本ﾍﾟｲﾝﾄ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｺｰﾃｨﾝｸﾞ(株)茨城営業所
土浦市 東洋ﾌﾟﾗﾝﾄ工業(株)
土浦市 日本生命保険相互会社　土浦営業部
土浦市 公益社団法人　茨城県水質保全協会　県南支所
土浦市 (有)須沢商事
土浦市 (株)ﾀﾅｶ　首都圏ﾌﾞﾛｯｸ　茨城ｵﾌｨｽ
土浦市 認定こども園中央幼稚園
土浦市 学校法人 弘育学園 中村白百合幼稚園
土浦市 学校法人 常福寺学園　もみじこども園
土浦市 土浦みどり幼稚園
土浦市 学校法人 塚原学園 あおば台幼稚園
土浦市 学校法人 常陸学院幼稚園
土浦市 土浦超音波温泉(株)
土浦市 天川幼稚園
土浦市 認定こども園新学幼稚園
土浦市 認定こども園　ｴﾝｾﾞﾙｽﾎﾟｰﾂ幼稚園
土浦市 霞ヶ浦ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ
土浦市 ﾎﾃﾙ ﾏﾛｳﾄﾞ 筑波
土浦市 認定こども園まなべすみれ幼稚園
土浦市 魚ひろ
土浦市 (有)利右ｴ門

かすみがうら市 (有)原田工務店
かすみがうら市 霞ヶ浦保育園
かすみがうら市 富士精罐(株)
かすみがうら市 ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)かすみがうら機材ｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 (株)ｱﾍﾟｯｸｽ 土浦営業所
かすみがうら市 (株)内田商会 土浦工場
かすみがうら市 かすみがうら市役所　霞ヶ浦庁舎
かすみがうら市 久松解体興業(株)



かすみがうら市 ﾈｸｽﾄ・ｺﾞﾙﾌ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)かすみがうらｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
かすみがうら市 小沼水産(株)
かすみがうら市 ﾈｸｽﾄ・ｺﾞﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)出島ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
かすみがうら市 久松建設(株)
かすみがうら市 (株)ﾜｲﾋﾞｰﾃｸﾉ
かすみがうら市 ﾀｷﾛﾝｼｰｱｲ(株)
かすみがうら市 東綱商事(株)土浦営業所
かすみがうら市 (株)土屋工務店
かすみがうら市 髙野工業(株)
かすみがうら市 水郷つくば農業協同組合 霞ヶ浦支店
かすみがうら市 独立行政法人 水資源機構 霞ヶ浦用水管理所
かすみがうら市 東鉱商事(株)土浦営業部
かすみがうら市 かすみがうら市消防本部 西消防署
かすみがうら市 (株)関電工　茨城支店 筑波営業所
かすみがうら市 (株)桜井石油
かすみがうら市 (有)大橋工務店
かすみがうら市 (株)中島商事
かすみがうら市 かすみがうら市役所 千代田庁舎
かすみがうら市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)北関東ふそう　土浦支店
かすみがうら市 朝陽建設(株)
かすみがうら市 日産部品茨城販売(株)土浦営業所
かすみがうら市 (株)千和
かすみがうら市 (株)橘 土浦支店
かすみがうら市 (株)久松哲男商店
かすみがうら市 水郷つくば農業協同組合 千代田支店
かすみがうら市 大沢建設(株)
かすみがうら市 PGMﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞ(株)ｾｺﾞﾋﾞｱｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞｲﾝﾁﾖﾀﾞ
かすみがうら市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)土浦営業所
かすみがうら市 (株)ﾛｰｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
かすみがうら市 (株)常陽銀行 神立支店
かすみがうら市 安達電気工事(株)
かすみがうら市 石田産業(株)土浦営業所
かすみがうら市 日本板硝子関東販売(株)土浦支店
かすみがうら市 (株)佐久商店
かすみがうら市 稲垣商事(株) 茨城営業所
かすみがうら市 農事組合法人 ﾏﾙﾂﾎﾞ
かすみがうら市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)石岡店
かすみがうら市 (株)茨城ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ 筑波営業所
かすみがうら市 ｽﾀｰｾﾞﾝ販売(株)茨城営業ｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 (有)おとうふ家族 千代田営業所
かすみがうら市 (有)小山組
かすみがうら市 大丸ｴﾅｳｨﾝ(株)関東支店
かすみがうら市 訪問介護 いっしん
かすみがうら市 (株)ｼﾝﾄﾞｳ
かすみがうら市 社会福祉法人 滴翠会 養護老人ﾎｰﾑ 滴翠苑
かすみがうら市 (株)千代田
かすみがうら市 ｵｰﾄﾘﾌﾞ(株)筑波事業所
かすみがうら市 (株)東京鋲兼 土浦営業所
かすみがうら市 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)土浦営業所
かすみがうら市 社会福祉法人 明岳会
かすみがうら市 (有)坂本瓦興業
かすみがうら市 かすみがうら市 教育委員会
かすみがうら市 市村建設工業(株)
かすみがうら市 (株)ｻｲｻﾝ北関東支店かすみがうら営業所
かすみがうら市 (株)ひのでや
かすみがうら市 かすみがうら市 水道事務所
かすみがうら市 (株)PSﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ
かすみがうら市 社会福祉法人 かすみがうら市 社会福祉協議会
かすみがうら市 (株)巽興業
かすみがうら市 (株)いっしん
かすみがうら市 水郷つくば農業協同組合　千代田農機ｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 日本郵便(株)出島郵便局



かすみがうら市 日本郵便(株)田伏郵便局
かすみがうら市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　石岡千代田店
かすみがうら市 ｶｽﾐ中央流通ｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 JA茨城ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)土浦LPGｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 特定非営利活動法人 新和会
かすみがうら市 (株)筑波銀行 千代田支店
かすみがうら市 (株)瀧昇
かすみがうら市 JA茨城ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)JASS-PORT霞ヶ浦
かすみがうら市 かすみがうら市あじさい館
かすみがうら市 (有)丸藤
かすみがうら市 (株)ﾎﾟﾃﾄかいつか
かすみがうら市 医療法人 晴生会 介護老人保健施設葵の園・霞ヶ浦
かすみがうら市 (株)ｴｲ･ｴﾑ･ｱｲ
かすみがうら市 特別養護老人ﾎｰﾑ　筑水苑かすみがうら
かすみがうら市 神奈川県養鶏経済農業協同組合連合会
かすみがうら市 (有)服部工業
かすみがうら市 千代田ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
かすみがうら市 (株)ｶｸｲﾁ土浦営業所　　
かすみがうら市 ｶﾞｽﾜﾝｻｰﾋﾞｽ(株)かすみがうら営業所
かすみがうら市 神鋼ﾉｰｽ（株）
かすみがうら市 かすみがうら市地域包括支援ｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 長崎機器(株)東日本支店
かすみがうら市 社会福祉法人　廣山会　ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙひたち野２号館
かすみがうら市 社会福祉法人　廣山会　ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙひたち野
かすみがうら市 特別養護老人ﾎｰﾑふるさと　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふるさと
かすみがうら市 (有)MEIWA
かすみがうら市 社会福祉法人　川惣会　障害者支援施設　しらゆり荘
かすみがうら市 社会福祉法人　川惣会　障害者支援施設　しらうめ荘
かすみがうら市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)かすみがうらｾﾝﾀｰ
かすみがうら市 介護老人保健施設ﾎﾜｲﾊｳｽ千代田
かすみがうら市 (株)ﾀﾅｶ　選挙ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ部
かすみがうら市 (株)ｱｹﾞﾙ　土浦店
かすみがうら市 学校法人たけより学園　認定こども園　くりのみ自然幼稚園
かすみがうら市 神立幼稚園
かすみがうら市 かすみがうら市立やまゆり保育所
かすみがうら市 かすみがうら市立わかぐり保育所
かすみがうら市 一両
かすみがうら市 和風ﾚｽﾄﾗﾝ 御幸
かすみがうら市 かすみがうら市立第一保育所
かすみがうら市 東京製綱(株)土浦工場
かすみがうら市 社会福祉法人　聖隷会　のぞみ保育園
かすみがうら市 社会福祉法人　聖朋会　美並未来みなみ保育園
かすみがうら市 社会福祉法人　廣山会　ﾌﾟﾙﾐっこ保育園

石岡市 (株)大場工務店
石岡市 ｱｵｷ(株)
石岡市 小桜建設(株)
石岡市 (有)満商会
石岡市 興民建設(株)
石岡市 (株)細谷石油店
石岡市 東筑波ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
石岡市 (有)石橋自動車商会
石岡市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)石岡拠点
石岡市 (有)菊地商店
石岡市 篠﨑建設(株)
石岡市 筑波乳業(株)
石岡市 千代田建設(株)
石岡市 大塚屋商店
石岡市 (有)塚原建設
石岡市 常南ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ(株)
石岡市 茨石商事(株)
石岡市 (株)常陽銀行 石岡支店
石岡市 石岡中央青果(株)



石岡市 日鉱建運(有)八郷生ｺﾝ工場
石岡市 (株)石原石材
石岡市 市村土建(株)
石岡市 石岡酒造(株)
石岡市 湖北水道企業団
石岡市 石岡興業(株)
石岡市 (株)武井工業所　本社
石岡市 (株)ﾏﾘｱｰｼﾞｭ吉野
石岡市 茨城電設(株)土浦営業所
石岡市 (有)城東ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
石岡市 水戸信用金庫　柿岡支店
石岡市 (株)松永工務店
石岡市 常陸石油(株)
石岡市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)土浦支社 石岡事務所
石岡市 九島産業(株)
石岡市 石岡市役所 本庁
石岡市 合資会社　廣瀬商店
石岡市 (株)茨城県石岡自動車学校
石岡市 (株)君山重機
石岡市 水戸信用金庫　石岡中央支店
石岡市 石岡市役所 八郷総合支所
石岡市 白田組土木(株)
石岡市 やさと農業協同組合本所
石岡市 合名会社 青柳鐵店
石岡市 ｲﾝﾃﾘｱｼｮｯﾌﾟ 山新 石岡店
石岡市 (有)古山商会
石岡市 三浦紙器工業(株)石岡工場
石岡市 茨城日産自動車(株)石岡店
石岡市 石岡市消防署
石岡市 (株)丸高商会
石岡市 (株)木村工務店
石岡市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)石岡店
石岡市 (株)旭建材興業
石岡市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)石岡東大橋店
石岡市 (有)鶴井建設
石岡市 茨城県立 石岡第一高等学校
石岡市 東日京三電線(株)
石岡市 (有)川島昭商店
石岡市 (株)つくば電送
石岡市 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ笠間 石岡6号店
石岡市 ﾀﾞｽｷﾝ山多屋商事(株)
石岡市 (有)山田土建
石岡市 (株)関電工　茨城支店 石岡内線工事事務所
石岡市 (株)野口物産
石岡市 柴﨑地水技工(株)
石岡市 茨城日産自動車(株)ｻﾃｨｵ石岡
石岡市 (株)長谷川工務店
石岡市 (株)上林製作所
石岡市 関東冷凍工業(株)
石岡市 東亜興業(株)
石岡市 (株)菱伸工営
石岡市 原田建設(株)
石岡市 (有)鈴木自動車鈑金工場
石岡市 (株)広伝
石岡市 (株)日高建材
石岡市 水戸証券(株)石岡支店
石岡市 (株)鈴木工務店
石岡市 (株)荒野自動車
石岡市 (株)ﾛｲﾔﾙﾊｳｽ石岡
石岡市 (株)丸川技研工業
石岡市 中央労働金庫 石岡支店
石岡市 中沢機工(株)



石岡市 ｲﾊﾞﾗｷ食品(株)
石岡市 つくば住生活(株)
石岡市 (有)塚田埋設工事
石岡市 (有)ｱｻﾋ設備
石岡市 (株)進貢
石岡市 (有)黒澤工業
石岡市 学校法人 曹洞学園 ばらき台幼稚園
石岡市 (株)ﾍﾞﾃﾙ
石岡市 (株)ﾆｯｸ金属 茨城工場
石岡市 (株)ｷﾝﾀﾞｲ
石岡市 (有)ｱﾜﾉ電機商会
石岡市 飯島電設工業（株）
石岡市 白田建設(有)
石岡市 (有)ｲｲﾑﾗ
石岡市 (株)みながわｶﾞﾗｽ
石岡市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)石岡店
石岡市 ｵｰｳｪﾙ(株)つくば営業所
石岡市 ﾛｲﾔﾙ(有)
石岡市 (株)ﾚｯｸ関東 石岡営業所
石岡市 小野防水(株)
石岡市 社会福祉法人 滴翠会
石岡市 公益社団法人　石岡地方広域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
石岡市 (株)筑波銀行 石岡支店
石岡市 (有)羽成製作所
石岡市 社会福祉法人 白銀会 しろがね苑
石岡市 (株)ｱﾚｽｺ
石岡市 三栄工業(株)
石岡市 社会福祉法人 欅会　介護老人保健施設ゆうゆう
石岡市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 石岡八軒台店
石岡市 ｹｱﾊｳｽ ｾﾞｰﾚ
石岡市 医療法人 明風会
石岡市 (株)恋瀬産業
石岡市 大成ﾛﾃｯｸ(株)石岡合材工場
石岡市 東急ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾃｲ(株)ｻﾐｯﾄｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
石岡市 茨城県ﾌﾗﾜｰﾊﾟｰｸ
石岡市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ石岡
石岡市 日本郵便(株)石岡郵便局 第一集配営業部
石岡市 平成建設(株)
石岡市 京葉ガスリキッド(株)　茨城支社　石岡支店
石岡市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ水戸(株)石岡店
石岡市 社会福祉法人 石岡市社会福祉協議会 八郷支所
石岡市 社会福祉法人 石岡市社会福祉協議会
石岡市 福井建設(株)
石岡市 K-LINE(株)
石岡市 東石日本砕石(株)
石岡市 (株)全国ﾁｪｰﾝ竜鳳 茨城営業所
石岡市 鹿島ﾌｨｰﾄﾞﾜﾝ販売(株)
石岡市 京ｾﾗｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾂｰﾙｽﾞ販売(株)茨城営業所
石岡市 ﾏﾂﾀﾞﾊﾟｰﾂ(株)関東支社 北茨城支店
石岡市 日本ﾌﾙﾊｰﾌ(株)石岡支店
石岡市 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ いろり端石岡
石岡市 石岡警察署
石岡市 (有)金子商店
石岡市 (株)ｽｽﾞﾗﾝ企画
石岡市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ石岡店
石岡市 社会福祉法人 やまびこ 特別養護老人ﾎｰﾑ 談話館
石岡市 田中産業(株)
石岡市 医療法人 幕内会
石岡市 岡田電気産業(株)石岡営業所
石岡市 ﾅｲｽ(株)茨城営業所
石岡市 (有)竹林組
石岡市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)石岡6号店



石岡市 公益社団法人 地域医療振興協会 石岡第一病院
石岡市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)石岡ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
石岡市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)石岡店
石岡市 (株)養液土耕栽培研究所
石岡市 ﾃﾞｭﾌﾟﾛ(株)茨城支店
石岡市 新ひたち野農業協同組合
石岡市 新ひたち野農業協同組合 石岡支店
石岡市 新ひたち野農業協同組合　ひたち野営農経済ｾﾝﾀｰ
石岡市 ｱｽﾄﾓｽｶﾞｽﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ(株)関東ｶﾝﾊﾟﾆｰ北関東支店冨士菱石岡営業所
石岡市 国分関信越(株)第一支社　茨城支店
石岡市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ 石岡
石岡市 日本郵便(株)石岡郵便局第二集配営業部
石岡市 日本郵便(株)石岡郵便局金融渉外部
石岡市 (株)ｶﾀﾛｸﾞﾊｳｽ　ｿﾛｰ茨城
石岡市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ石岡
石岡市 茨城県畜産ｾﾝﾀｰ
石岡市 第一環境(株)湖北事務所
石岡市 特定非営利法人　まいえの里
石岡市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　石岡営業所
石岡市 やさと農業協同組合　営農流通ｾﾝﾀｰ
石岡市 (株)ﾏﾙｶﾒｲﾄ
石岡市 (有)石岡安田保険ｾﾝﾀｰ
石岡市 石岡台地土地改良区
石岡市 金子ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株）
石岡市 (株)常陸青果
石岡市 介護老人保健施設　ｻﾝｸﾞﾘｰﾝやさと
石岡市 (株)茨城福祉ｻｰﾋﾞｽ
石岡市 新明電材(株)　石岡営業所
石岡市 大林・株木・市村　特定建設工事共同企業体　上曽ﾄﾝﾈﾙ石岡JV工事事務所
石岡市 ｳｲｹｱ
石岡市 社会福祉法人泰仁会
石岡市 ﾈｸｽﾃｰｼﾞ石岡店
石岡市 (株)ﾄﾐﾃﾞﾝ（本店）
石岡市 八郷消防署
石岡市 石岡市ふれあいの森
石岡市 田崎商事(株)
石岡市 ｴｱﾊﾟｰｸCOOﾊﾟﾗｸﾞﾗｲﾀﾞｰｽｸｰﾙ
石岡市 ﾌﾙﾊｰﾌｻｰﾋﾞｽ(株)茨城工場
石岡市 常陸商事(有)
石岡市 (株)ｱｲ･ｴﾌ･ｼｰ
石岡市 (株)ﾄﾞﾘｰﾑ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ
石岡市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)八郷ｾﾝﾀｰ
石岡市 水戸ﾔｸﾙﾄ販売(株)石岡ｾﾝﾀｰ
石岡市 水ingAM(株)八郷管理事務所
石岡市 (株)ﾘﾚﾝ
石岡市 (有)左近電気
石岡市 住友生命保険相互会社　水戸支社　石岡ｾﾝﾀｰ支部
石岡市 (株)技研
石岡市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南石岡正上内店
石岡市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南　石岡店
石岡市 (有)小貫工業
石岡市 ぺんてるｹﾐｶﾙ(株)
石岡市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあさひだい
石岡市 ﾏﾙｼｵ(有)
石岡市 特別養護老人ﾎｰﾑのぞみ
石岡市 明治安田生命保険相互会社　石岡営業所
石岡市 社会福祉法人　欅会　ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ　ゆうゆう
石岡市 (株)湘南合成樹脂製作所　茨城柿岡工場
石岡市 ｹｱﾊｳｽ　ﾊｰﾄﾋﾟｱ石岡
石岡市 訪問介護事業所ﾊｰﾄ24石岡事業所
石岡市 ﾜﾀﾐの宅食　石岡営業所
石岡市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　石岡営業所



石岡市 ｾﾝﾄｹｱ石岡
石岡市 (株)ｹﾞｯﾄ　八郷事業所
石岡市 石岡消防署　愛郷橋出張所
石岡市 (株)ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾗｻﾞ山新　石岡店
石岡市 ひかり保育園
石岡市 石岡幼稚園
石岡市 国分台ふたば保育園
石岡市 学校法人 国分寺幼稚園
石岡市 府中幼稚園
石岡市 社会福祉法人 愛育福祉会 泉ヶ丘保育園
石岡市 学校法人 善隣学園 石岡善隣幼稚園
石岡市 障害者支援施設 大雅荘
石岡市 八郷幼稚園
石岡市 恋瀬ことりの森幼保園
石岡市 そば処 中津川
石岡市 (有)割烹旅館 いづみ荘
石岡市 徳樹庵　石岡店
石岡市 わかくさ保育園

小美玉市 (株)幡谷本店
小美玉市 いばらき広域農業共済組合 家畜診療所
小美玉市 木名瀬金重商店
小美玉市 (有)内山家具店
小美玉市 (株)山西商店
小美玉市 前川林業
小美玉市 (株)松坂屋
小美玉市 (株)内田化工
小美玉市 (株)羽鳥自動車学校
小美玉市 興和工業(株)
小美玉市 三英電業(株)北関東支店 茨城営業所
小美玉市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)小川野田店
小美玉市 (株)ｻﾞ･ﾄｰｶｲ 茨城支店
小美玉市 (株)広瀬商事
小美玉市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　石岡営業所
小美玉市 鈴木建材工業(有)
小美玉市 (株)内藤工務店
小美玉市 (株)出沼興業
小美玉市 小美玉市消防本部
小美玉市 小美玉市役所
小美玉市 航空自衛隊 第7航空団 基地業務群 管理隊
小美玉市 航空自衛隊 第7航空団 基地業務群 施設隊
小美玉市 航空自衛隊 第7航空団 基地整備補給群 補給隊
小美玉市 合資会社 石川忠兵衛商店
小美玉市 (株)ｴｽ･ﾃﾞｨｰ･ｴｽ ﾊﾞｲｵﾃｯｸ みのり農事試験場
小美玉市 日産電業(株)
小美玉市 丸玉木材(株)茨城工場
小美玉市 美野里酪農業協同組合
小美玉市 (株)川又商会
小美玉市 ぺんてる(株)茨城工場
小美玉市 ｲﾄｳ製菓(株)水戸工場
小美玉市 (株)柳川採種研究会
小美玉市 ﾀｶﾉﾌｰｽﾞ(株)
小美玉市 茨城日産自動車(株)玉里店
小美玉市 とりせい商事(株)
小美玉市 ﾄｷﾜ園芸農業協同組合
小美玉市 ﾋﾞﾙﾄﾏﾃﾘｱﾙ(株)茨城営業所
小美玉市 渡辺電設
小美玉市 中村工業(株)
小美玉市 航空自衛隊 百里基地 中部航空施設隊 第三作業隊
小美玉市 菅井工務店
小美玉市 航空自衛隊 移動管制隊
小美玉市 (株)内田工業
小美玉市 中央警備保障(株)



小美玉市 栗原紙材(株)美野里事務所
小美玉市 石岡ｺﾞﾙﾌ倶楽部
小美玉市 日本ﾆｭｰﾎﾗﾝﾄﾞ(株)茨城営業所
小美玉市 ﾄﾖﾀﾎｰﾑ茨城(株)
小美玉市 (株)ﾀﾞｲｼｮｰ 関東工場
小美玉市 (株)常陽銀行 小川支店
小美玉市 葛飾製罐(株)
小美玉市 (株)愛鶏園 茨城事業所
小美玉市 (株)本田 小川支店
小美玉市 篠原青果(株)
小美玉市 (株)川名工務店
小美玉市 水研工業(株) 玉里営業所
小美玉市 わらべや日洋(株)茨城工場
小美玉市 (株)ｸﾎﾞﾀ総建
小美玉市 (株)岡建設
小美玉市 茨城県信用組合 小川支店
小美玉市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)美野里ｾﾝﾀｰ
小美玉市 航空自衛隊 第7航空団 基地業務群 第7基地防空隊
小美玉市 (株)星医療酸器 茨城事業所
小美玉市 (有)富士屋自動車硝子　石岡店
小美玉市 いずみｼﾞｰｴｽ(株)
小美玉市 四季健康館健康増進課
小美玉市 ｱｲｴｽｼﾞｰ(株)小川営業所
小美玉市 中村建設(株)小川営業所
小美玉市 (有)清司工務店
小美玉市 (株)明和技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
小美玉市 (株)ﾕｰｺﾞｰ
小美玉市 水戸信用金庫　美野里支店
小美玉市 茨城県中古自動車販売商工組合
小美玉市 (株)ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 中村園芸
小美玉市 (株)本田工業
小美玉市 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会 美野里支所
小美玉市 (有)山口水工
小美玉市 ｳｵｰﾀｰｽﾀﾝﾄﾞ(株)石岡営業所
小美玉市 (株)小林工業
小美玉市 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会　本所
小美玉市 (有)桜井造園土木
小美玉市 (株)日本ｱｸｾｽ東関東支店　茨城ｵﾌｨｽ
小美玉市 (株)ｴｽﾃｯｸ
小美玉市 ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ･ｿﾞﾙ(株)茨城工場
小美玉市 広貫堂薬品販売(株)茨城営業所
小美玉市 (株)茨自販ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
小美玉市 新栄通信(株)石岡技術ｾﾝﾀ
小美玉市 社会福祉法人 小美玉市社会福祉協議会 小川支所
小美玉市 (株)ｱｲ･ｴﾑ･ｼｰ
小美玉市 日本郵便(株)石岡郵便局 羽鳥集配ｾﾝﾀｰ
小美玉市 (株)中村
小美玉市 大陽日酸ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)関東支社 水戸支店
小美玉市 河原実業(株)小美玉営業所
小美玉市 小美玉市役所 玉里総合支所
小美玉市 小美玉市役所 市民生活部　小川総合支所
小美玉市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合
小美玉市 (株)弘電社 送電事業ｾﾝﾀｰ工事部
小美玉市 ﾀｶﾉﾌｰｽﾞ(株)水戸営業所
小美玉市 森永牛乳配給(株)小美玉工場
小美玉市 社会福祉法人 敬山会 障害者支援施設 たまりﾒﾘｰﾎｰﾑ
小美玉市 (株)ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ保険ｾﾝﾀｰ茨城営業所
小美玉市 茨城県信用組合 美野里支店
小美玉市 (株)一昇金属
小美玉市 日本郵便(株)　石岡郵便局　常陸小川集配ｾﾝﾀｰ
小美玉市 根崎解体工事(株)
小美玉市 (株)茂木工務店



小美玉市 新ひたち野農業協同組合 小川支店
小美玉市 新ひたち野農業協同組合 美野里営農経済ｾﾝﾀｰ
小美玉市 (株)ﾀﾞｲｼｮｰ 茨城営業所
小美玉市 ﾐｻﾜﾎｰﾑ建設(株)茨城工事部
小美玉市 (株)協和ｴｸｼｵ石岡技術ｾﾝﾀ
小美玉市 JWｹﾐﾃｯｸ(株)茨城工場
小美玉市 伊藤ﾊﾑﾐｰﾄ販売東(株)茨城営業所
小美玉市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)美野里店
小美玉市 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)
小美玉市 (株)金陽社美野里工場
小美玉市 ｺｰﾜ(株)茨城工場
小美玉市 茨城県指定障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所　りんご館　小美玉
小美玉市 水戸信用金庫　小川支店
小美玉市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　U'sSTATION美野里
小美玉市 (有)森屋農場
小美玉市 総合食品ｴｽｲｰ㈱　茨城営業所
小美玉市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)U-carｾﾝﾀｰ6号みのり店
小美玉市 新ひたち野農業協同組合 美野里支店
小美玉市 百里ｻﾝﾊｳｽ通所介護事業所
小美玉市 医療法人聖和会　つくば病院
小美玉市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ小美玉
小美玉市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)小川店
小美玉市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城(株)美野里店
小美玉市 戸大建設工業(株)百里店
小美玉市 (株)大正堂　茨城営業所
小美玉市 （株）ｱｸﾃｨｵ　ｸﾚｰﾝ事業部　ｸﾚｰﾝ関東工場
小美玉市 社会福祉法人　聖隷会　障害者支援施設　あけぼの荘
小美玉市 (有)鬼澤商事
小美玉市 磯辺電設(株)
小美玉市 介護老人保健施設　小美玉敬愛の杜
小美玉市 (株)ｱｸﾃｨｵ　茨城工場
小美玉市 特別養護老人ﾎｰﾑ　あいおんの里羽鳥
小美玉市 (株)三久
小美玉市 介護老人保健施設　小川敬愛の杜
小美玉市 特別養護老人ﾎｰﾑ青丘園
小美玉市 日東ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)石岡営業所
小美玉市 (株)ｺﾊﾞﾔｼ　石岡工場
小美玉市 太陽保育園
小美玉市 美野里幼稚園
小美玉市 社会福祉法人 照桑福祉会 玉里保育園
小美玉市 (有)橋本旅館
小美玉市 社会福祉法人 仲田会 納場保育園
小美玉市 小美玉温泉　湯～GO！
小美玉市 茨城県小美玉市立 玉里幼稚園
小美玉市 社会福祉法人 聖隷会 ひばり保育園
小美玉市 小美玉市立 元気っ子幼稚園
小美玉市 特別養護老人ﾎｰﾑ百里ｻﾝﾊｳｽ
小美玉市 小美玉市立よつば幼稚園
小美玉市 社会福祉法人　聖隷会　すずらん保育園
小美玉市 学校法人明光学園　ﾙﾝﾋﾞﾆｰ学園幼稚園
つくば市 村下商事(株)
つくば市 (株)潮田建設
つくば市 国立研究開発法人　国立環境研究所　本部
つくば市 (株)篠崎商店
つくば市 (株)常陽銀行 谷田部支店
つくば市 ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ東雲
つくば市 昭和管工事(株)
つくば市 国土交通省国土地理院
つくば市 大久保物産(株)
つくば市 (株)髙野工務店
つくば市 (株)つくば髙野
つくば市 五頭産業(株)



つくば市 木島農場
つくば市 環境装備(株)筑波事業所
つくば市 国立研究開発法人　防災科学技術研究所
つくば市 (株)矢口工務店
つくば市 (株)ﾀﾞｲﾄｰ
つくば市 国立研究開発法人　農業･食品産業技術総合研究機構 管理本部観音台第３管理部
つくば市 日東ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)つくば営業所
つくば市 (株)学園関東ｻｰﾋﾞｽ
つくば市 (株)髙野水道工業
つくば市 東京ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ(株)茨城南導管・設備ｾﾝﾀｰ
つくば市 つくば市谷田部農業協同組合　本店
つくば市 一般財団法人　日本自動車研究所
つくば市 岡田電業(株)
つくば市 つくば市役所
つくば市 (株)NIPPO つくば出張所
つくば市 つくばｺﾝｸﾘｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株)つくば工場
つくば市 (株)大和田建設
つくば市 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援ｾﾝﾀｰ
つくば市 国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構管理本部 観音台第１事業場
つくば市 (株)ｱｲﾝﾌｧｰﾏｼｰｽﾞ 北関東支店
つくば市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)茨城西事業所
つくば市 学園中央自動車学校
つくば市 (株)常陽銀行 研究学園都市支店
つくば市 つくば市消防本部
つくば市 国立研究開発法人　産業技術総合研究所つくば中央第七事業所
つくば市 (株)島津製作所 つくば支店
つくば市 飯岡建設(株)
つくば市 つくば市農業協同組合 本店
つくば市 国立大学法人 筑波大学
つくば市 (株)江東微生物研究所 茨城支所
つくば市 国土交通省国土技術政策総合研究所
つくば市 税理士法人　布川税務会計事務所
つくば市 (株)根本興業
つくば市 (有)共栄住建
つくば市 (株)巴商会 学園都市営業所
つくば市 (株)近藤工務店
つくば市 ﾔﾏﾄ科学(株)筑波営業所
つくば市 (株)BIZ SHOP
つくば市 (株)いいじま
つくば市 (株)皆葉自動車
つくば市 日鋪建設(株)茨城営業所
つくば市 茨城県県南農林事務所 つくば地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
つくば市 日本郵便(株)筑波学園郵便局
つくば市 (株)ﾄｷﾜ つくば管理ｾﾝﾀｰ
つくば市 筑波ｸﾞﾘｰﾝｱｽｺﾝ(株)
つくば市 大豊商事(株)
つくば市 (株)今井建材
つくば市 (株)ﾑﾄｳ 茨城支店
つくば市 太陽計測(株)つくば営業所
つくば市 美津野商事(株)
つくば市 魚梅 本店
つくば市 筑波ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
つくば市 野竹興業(株)
つくば市 (有)茨城ﾘｰｽ
つくば市 ﾌｧﾅｯｸ(株)筑波支社
つくば市 日本空調ｻｰﾋﾞｽ(株)筑波支店
つくば市 つくばｺﾝｸﾘｰﾄ工事(株)
つくば市 (株)小山商会 筑波営業所
つくば市 (株)貝沢造園土木
つくば市 中山商事(株)筑波営業所
つくば市 富士ﾌｲﾙﾑ和光純薬(株)筑波営業所
つくば市 (株)ｻﾝﾌﾟﾗﾈｯﾄ筑波事業所



つくば市 利根食品(株)
つくば市 東京ﾋﾞｼﾞﾈｽｻｰﾋﾞｽ(株)筑波支店
つくば市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)つくば事業所
つくば市 積水ﾊｳｽ(株)つくば支店
つくば市 (株)ｻﾆｸﾘｰﾝ東京 つくば営業所
つくば市 吉井鮮魚店
つくば市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ(株)茨城支社　
つくば市 ｴｰｻﾞｲ(株)つくばｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｵﾌｨｽ
つくば市 暁飯島工業(株) つくば支店
つくば市 かもめｶﾞｽ(株)つくば支店
つくば市 日本電計(株)茨城営業所
つくば市 大東建託(株)つくば支店
つくば市 (株)ﾆｯｿｳ
つくば市 理想科学工業(株)理想つくば支店
つくば市 中外製薬(株)茨城支店つくばｵﾌｨｽ
つくば市 (株)足利銀行　つくば支店
つくば市 倉持測量(株)
つくば市 筑波病院
つくば市 (株)東京ｿｲﾙﾘｻｰﾁ つくば総合試験所
つくば市 (株)ﾌｼﾞｷﾝ つくば先端事業所
つくば市 ｱｽﾃﾗｽ製薬(株)つくば研究ｾﾝﾀｰ
つくば市 日本ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ合同会社 つくば営業所
つくば市 (株)高田工務店
つくば市 (株)ﾎｻｶ つくば営業所
つくば市 大陽日酸(株)北関東支社 つくば支店
つくば市 竹田理化工業(株)筑波支店
つくば市 関彰ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
つくば市 帝人ﾍﾙｽｹｱ(株)北関東支店　つくば営業所
つくば市 (株)筑波学園環境整備
つくば市 (株)ﾜﾝﾀﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ本社
つくば市 日本電子(株)筑波支店
つくば市 日本電技(株)つくば支店
つくば市 飯野工業(株)
つくば市 (株)ｲｼﾀﾞ つくば営業所
つくば市 日本ﾍﾞｰﾘﾝｶﾞｰｲﾝｹﾞﾙﾊｲﾑ(株)つくば営業所
つくば市 旭化成ﾌｧｰﾏ(株)医薬営業本部　医薬北関東支店　つくば営業所
つくば市 岩井化学薬品(株)筑波営業所
つくば市 一般財団法人　筑波麓仁会
つくば市 大塚工業(株)
つくば市 星田建設工業(株)
つくば市 (株)木村建設 つくば営業所
つくば市 富士防災警備(株)つくば事業所
つくば市 (株)富士通ｴﾌｻｽ 筑波支店
つくば市 綜合警備保障(株)茨城支社つくば支店
つくば市 (株)TKC　茨城SCGｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくば市 茨城中央ﾎｰﾑ(株)つくば支店
つくば市 (株)茨交
つくば市 茨城県土浦土木事務所 つくば支所
つくば市 筑波電気工事(株)
つくば市 (株)ﾄｰｴﾈｯｸ 茨城支社
つくば市 (株)扶桑　桂由美ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙﾊｳｽつくば
つくば市 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)関東甲信越支社茨城事務所
つくば市 国立大学法人 筑波技術大学
つくば市 日本新薬(株)茨城営業所
つくば市 家田化学薬品(株)筑波支店
つくば市 ﾀﾞｽｷﾝ つくば南支店
つくば市 NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)茨城支店 つくば営業所
つくば市 富士協和工業(株)本社
つくば市 国立研究開発法人　物質･材料研究機構
つくば市 住友林業(株) つくば支店
つくば市 積水ﾊｳｽ不動産東京(株)つくば賃貸営業所
つくば市 ｶﾒｲ(株)茨城支店



つくば市 田辺三菱製薬(株)つくば営業所
つくば市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ つくば営業所
つくば市 (株)ｵｰﾃｯｸ 環境ｼｽﾃﾑ事業部　東関東支店
つくば市 河原実業(株)つくば営業所
つくば市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)つくば店
つくば市 (株)ﾋﾞｰ･ﾈｯﾄ　ﾀﾞｽｷﾝﾃﾞｰﾀﾑ学園店
つくば市 ﾀﾞｲｷﾝ工業(株)つくばｻｰﾋﾞｽｽｰｼｮﾝ
つくば市 (株)三共 茨城営業所
つくば市 (株)冨田工務店
つくば市 応用地質(株)計測システム事業部
つくば市 日立建機日本(株)茨城支店 つくば営業所
つくば市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)つくば東大通り店
つくば市 公益財団法人 交通事故総合分析ｾﾝﾀｰ つくば交通事故調査事務所
つくば市 大和ﾊｳｽ工業(株)茨城支社
つくば市 茨城県つくば保健所
つくば市 (株)ｶｽﾐ　つくばｾﾝﾀｰ(本社)
つくば市 国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙ｾﾝﾀｰ
つくば市 独立行政法人 国際協力機構　筑波ｾﾝﾀｰ
つくば市 国立研究開発法人　産業技術総合研究所つくばｾﾝﾀ-つくば中央第一事業所
つくば市 ｱｽﾞﾋﾞﾙ(株)ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ 茨城支店
つくば市 (株)平和 茨城営業所
つくば市 (株)ﾌｼﾞｻﾜ
つくば市 ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｯｸ東洋(株)筑波営業所
つくば市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)
つくば市 ﾀｶﾗｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ(株)水戸支店つくば営業所
つくば市 ﾅﾌﾞｺｼｽﾃﾑ(株)つくば営業所
つくば市 葛城電気(株)
つくば市 広瀬興業(株)
つくば市 公益財団法人 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)日立ﾊｲﾃｸﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ東日本支社つくばｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
つくば市 ﾒﾃﾞｨｴﾝｽｻｰﾋﾞｽ(株)茨城ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)日昇つくば
つくば市 (株)ｺｽﾓﾃｯｸ 東日本事業部
つくば市 ﾌｨｰﾙｽﾞ(株)つくば支店
つくば市 常陽保険ｻｰﾋﾞｽ(株)つくば支社
つくば市 緑化植産(株)
つくば市 (株)市原工業
つくば市 (株)中泉建設
つくば市 (株)成財基業
つくば市 国立研究開発法人農業･食品産業技術総合研究機構つくば研究拠点（池の台事業場）
つくば市 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所
つくば市 (株)田村企画
つくば市 (株)藤屋
つくば市 日本工営(株)中央研究所
つくば市 医療法人社団 双愛会 つくば双愛病院
つくば市 (株)ﾖｼｹｲ茨城　つくば営業所
つくば市 (株)ｴｲ･ｲｰ･ｴｽ 筑波事業所
つくば市 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)茨城営業部 つくば営業所
つくば市 (株)冨晃
つくば市 ｼﾞｰｴﾙｻｲｴﾝｽ(株)筑波営業所
つくば市 (株)ｾﾉﾝ 茨城支社
つくば市 (株)東京電機
つくば市 ﾊﾞｲｴﾙ薬品(株)つくばﾌｨｰﾙﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ
つくば市 大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)つくば営業所
つくば市 (株)ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ つくば店
つくば市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)茨城南支店
つくば市 ｷﾔﾉﾝﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ(株)茨城支店
つくば市 住友不動産(株) 東関東事業所　つくば営業所
つくば市 ｹｱﾊﾟｰﾄﾅｰつくば
つくば市 炭火焼鳥 ｢備長｣
つくば市 (株)ｻﾀｹ 土浦店
つくば市 ﾄｰﾀﾙﾌｨｯﾄﾈｽｸﾗﾌﾞｱｯｸｱｾﾚｰﾅ



つくば市 東京海上日動火災保険(株)茨城支店
つくば市 (株)JEMS
つくば市 三井住友海上火災保険(株)茨城支店 つくば支社
つくば市 YKKAP(株)関東信越支社 つくば支店
つくば市 東京海上日動調査サービス(株)東関東事業所つくば損害サービス第二課
つくば市 (株)つくば山水亭
つくば市 いばらき広域農業共済組合　つくば支所
つくば市 (株)桧家住宅　北関東支社　
つくば市 (株)ｺﾛﾅ つくば営業所
つくば市 (株)ｵｰｼｬﾝｼｽﾃﾑ ﾗﾝﾁｻｰﾋﾞｽ事業部 つくば店
つくば市 TSSつくば予備校
つくば市 ﾐｻﾜﾎｰﾑ(株)茨城支店
つくば市 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ(株)つくばｵﾌｨｽ
つくば市 岡田電気産業(株)つくば営業所
つくば市 日本道路(株)茨城営業所
つくば市 (株)ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ　つくば営業所
つくば市 (株)第一ﾃｸﾉ茨城営業所
つくば市 ﾐﾂﾜ電機(株)つくば営業所
つくば市 (株)ｱｲﾜ･ﾊｳｽ
つくば市 (株)ﾈｸｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ
つくば市 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)つくばｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)NTT東日本-南関東 千葉事業部 茨城支店
つくば市 大向建設(株)
つくば市 (株)近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ関東つくば支店
つくば市 田中鉄工(株)関東支店
つくば市 国立研究開発法人　産業技術総合研究所つくば東事業所
つくば市 積水ﾊｳｽ(株)東関東ｶｽﾀﾏｰｽﾞｾﾝﾀｰ つくばｵﾌｨｽ
つくば市 (株)ﾊｳｽﾃｯｸ つくば営業所
つくば市 ｸﾘﾀ分析ｾﾝﾀｰ(株)本社
つくば市 (株)小森ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝつくばﾌﾟﾗﾝﾄ
つくば市 SMC(株)茨城ｴﾘｱ
つくば市 日研ﾄｰﾀﾙｿｰｼﾝｸﾞ(株)つくば学園事業所
つくば市 (株)飯塚農園土木
つくば市 東京海上日動あんしん生命保険(株)茨城生保支社
つくば市 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)つくば事業所
つくば市 ｵﾘﾝﾊﾟｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)つくば支店
つくば市 (株)ﾘｸﾙｰﾄ北関東ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
つくば市 ｸﾘﾅｯﾌﾟ(株)つくば営業所
つくば市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾋﾞﾝｸﾞ(株)首都圏･関東社つくば営業所
つくば市 ｶﾒｲ(株)ｶﾒｲ車検整備工場 つくば学園店
つくば市 (株)日宣ﾒﾃﾞｨｯｸｽ　つくば支社
つくば市 興和(株)つくば営業所
つくば市 (株)島津ｱｸｾｽ つくば支店
つくば市 TOTOｴﾑﾃｯｸ(株)茨城支店
つくば市 ｾｺﾑ(株)つくば支社
つくば市 (株)日東 つくば営業所
つくば市 (株)ﾌｼﾞｺｰ つくば営業所
つくば市 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ(株)茨城支店
つくば市 TOTO(株)つくば営業所
つくば市 (株)長寿館　花室長寿館
つくば市 (株)花創美 学園支店
つくば市 東日本三菱自動車販売(株)学園店
つくば市 東洋証券(株)つくば支店
つくば市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰつくば
つくば市 WDB(株)つくば支店
つくば市 島津ｻｲｴﾝｽ東日本(株)つくば支店
つくば市 ｲｼｸﾞﾛ(株)つくば営業所
つくば市 NPO法人 友の会たすけあい
つくば市 (株)ﾕﾔﾏ つくば営業所
つくば市 (株)つくば自動車学校
つくば市 (株)めぶきﾘｰｽ つくば営業部
つくば市 日本瓦斯(株)つくば営業所



つくば市 新生ﾋﾞﾙﾃｸﾉ(株)北関東支店
つくば市 (株)ﾌｨｯﾘﾌﾟｽ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ　つくば支店
つくば市 (株)ｾﾞﾝﾘﾝ つくば営業所
つくば市 ﾀﾆｺｰ(株)つくば営業所
つくば市 関彰商事(株)
つくば市 (有)霞資源
つくば市 社会福祉法人勘翁慈温会
つくば市 (株)和科盛商会 つくば営業所
つくば市 大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(株)南関東支店つくば営業所
つくば市 (株)池田理化 つくば支店
つくば市 (株)丸千代山岡家 関東事務所
つくば市 ﾘﾝﾅｲ(株)つくば研修ｾﾝﾀｰ
つくば市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)研究学園支店
つくば市 (株)JTB茨城南支店
つくば市 (株)ｸﾜｻﾞﾜ 茨城支店
つくば市 三菱電機ｿﾌﾄｳｴｱ(株)つくば事業所
つくば市 三和ｼｬｯﾀｰ工業(株)つくば営業所
つくば市 ｱﾙﾌﾚｯｻ(株)つくば事業所
つくば市 ｹｲﾐｭｰﾎｰﾑﾃｯｸ(株)つくば営業所
つくば市 つくば市農業協同組合 豊里支店・西部営農経済センター
つくば市 ｵﾘｴﾝﾀﾙﾓｰﾀｰ(株)つくば事業所
つくば市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)つくばさくらの森店
つくば市 (株)LIXIL北関東支社つくば営業所
つくば市 日本ﾛｰﾄﾞ･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)東関東営業所
つくば市 (株)ｼｽﾃﾑｺﾋﾟｰ販売
つくば市 ﾗﾝｽﾀｯﾄﾞ(株)つくば支店
つくば市 日本光電工業(株)東関東支店　筑波営業所
つくば市 社会福祉法人 二希会
つくば市 つくば市立 高崎幼稚園
つくば市 (株)ﾄｰﾎｰ・北関東 つくば営業所
つくば市 全国共済農業協同組合連合会　茨城県本部　つくばｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくば市 ｸﾚﾊ錦建設(株)関東支店
つくば市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ(株)つくば営業所
つくば市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　あずみ苑高見原
つくば市 広沢商事(株)　ｵｰﾄﾓｰﾙつくば
つくば市 東京美化(株)茨城支店
つくば市 特別養護老人ﾎｰﾑ くきの里
つくば市 (株)ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｰﾌ 北関東営業所
つくば市 ｱﾃﾞｺ(株)つくば支社
つくば市 (株)ｻﾝｾｲ
つくば市 三協立山(株)三協ｱﾙﾐ社 つくば事業所
つくば市 鈴縫工業(株)つくば支店
つくば市 共栄火災海上保険(株)つくば支社
つくば市 東京警備保障(株)北関東支社
つくば市 ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ(株)つくば営業所
つくば市 (株)ｵｰﾊﾞﾝ東日本物流ｾﾝﾀｰ
つくば市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)つくば中央店
つくば市 ﾀﾏﾎｰﾑ(株)つくば店
つくば市 住友林業ﾎｰﾑﾃｯｸ(株)つくば支店
つくば市 日本ﾒｯｸｽ(株)つくば営業所
つくば市 高砂熱学工業(株)関信越支店茨城営業所
つくば市 (株)ｸﾘﾀｽ 茨城支店
つくば市 住友不動産(株)新築そっくりさん事業本部戸建関東事業所茨城南ｴﾘｱ
つくば市 (株)ｵﾘｴﾝﾄｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ つくば支店
つくば市 日本ﾃｸﾉ(株)つくば営業所
つくば市 ﾐｻﾜﾎｰﾑｲﾝｸﾞ(株)東関東支店 つくば研究学園店
つくば市 三菱電機ﾋﾞﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ(株)茨城支店
つくば市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)つくば自動車営業課
つくば市 日本郵便(株)上郷郵便局
つくば市 水戸証券(株)つくば支店
つくば市 第一三共(株)関越支店　つくば営業所
つくば市 社会福祉法人 筑南会 特別養護老人ﾎｰﾑ 新つくばﾎｰﾑ



つくば市 (株)ｱｰﾙﾃﾞｯｸ
つくば市 水戸信用金庫　つくば支店
つくば市 医療法人社團 みなみつくば會
つくば市 ﾀﾞｲｷﾝHVACｿﾘｭｰｼｮﾝ東京(株)
つくば市 勝田電設工業(株)茨城支店
つくば市 SOMPOひまわり生命保険(株)茨城南支社
つくば市 (株)DNPｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
つくば市 ｹｲﾐｭｰ(株)東関東営業所
つくば市 東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ(株)つくば作業所
つくば市 ﾋﾞｰﾝｽﾞ地域総合ｹｱｾﾝﾀｰ
つくば市 東関東ﾒﾙﾃｯｸ(株)つくば事業所
つくば市 筑波ﾘｰｽ(株)
つくば市 (株)ﾒｲﾃｯｸ 筑波ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
つくば市 東和薬品(株)つくば営業所
つくば市 山新ｸﾞﾗﾝｽﾃｰｼﾞ つくば店
つくば市 ﾎﾃﾙ日航つくば
つくば市 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ(株)首都圏第二営業部 つくばｵﾌｨｽ
つくば市 ﾃﾞｨｰﾌﾞｲｴｯｸｽ(株)茨城営業所
つくば市 国立研究開発法人　産業技術総合研究所 つくばｾﾝﾀｰつくば中央第二事業所
つくば市 (株)ﾃｸﾉ･ｻｰﾋﾞｽ つくばｵﾌｨｽ
つくば市 (株)裕生 つくば営業所
つくば市 (株)ｴﾈｻﾝｽ関東 茨城営業所
つくば市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　つくば店
つくば市 ﾆｯｺｰ(株)つくば営業所
つくば市 (株)業電社 つくば営業所
つくば市 ﾏﾙﾎ(株)つくば営業所
つくば市 (株)ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ ﾚﾝﾀﾙつくば営業所
つくば市 日興通信(株)つくば支店
つくば市 (株)ｲﾉﾒﾃﾞｨｯｸｽ つくば営業所
つくば市 理想科学工業(株)理想開発ｾﾝﾀｰ
つくば市 特別養護老人ﾎｰﾑ はなみずき
つくば市 (株)熊谷組 技術研究所
つくば市 ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎｰﾑ(株)つくば事業部
つくば市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)つくば谷田部ｾﾝﾀｰ
つくば市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城南支店
つくば市 (株)ｽﾍﾟｰｽｻｰﾋﾞｽ 東日本事業所
つくば市 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)筑波支店
つくば市 (株)ﾐﾗｲﾄ茨城支店
つくば市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　つくば研究学園店
つくば市 豊里ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
つくば市 日本農産工業(株)畜産技術ｾﾝﾀｰ
つくば市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)業販部県南ﾌﾞﾛｯｸ
つくば市 (株)ﾚｵﾊｳｽ つくば店
つくば市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)つくば研究学園店
つくば市 (株)富士住建 つくば営業所
つくば市 武田薬品工業(株)茨城営業所
つくば市 (株)ｴｸｼﾝｸﾞ つくば支店
つくば市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)つくばささぎ店
つくば市 一般社団法人　日本自動車連盟 茨城支部 つくば基地
つくば市 (株)KASUMIC
つくば市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害調査（株）つくば調査ｸﾞﾙｰﾌﾟ
つくば市 浅野物産(株)
つくば市 文化ｼｬｯﾀｰｻｰﾋﾞｽ(株)つくばｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ
つくば市 (株)LSIﾒﾃﾞｨｴﾝｽ 茨城営業所
つくば市 (株)狸穴通信
つくば市 野村證券(株)つくば支店
つくば市 ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞｽｸｲﾌﾞ(株)つくば事務所
つくば市 (株)あおぞら
つくば市 (有)美光企画 燈社ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)筑波銀行 本部
つくば市 (株)ﾅｲｽｾﾌﾃｨｰﾛｰﾄﾞ
つくば市 (株)ｱｽﾛﾒﾃﾞｨｶﾙ つくば営業所



つくば市 (株)ﾂｸﾊﾞ計画
つくば市 (株)ｶﾞｽﾊﾟﾙ つくば販売所
つくば市 (株)ﾌｫﾙﾃ
つくば市 ｱｽﾞﾋﾞﾙ(株)ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ 茨城営業所
つくば市 つくば都市緑化(株)
つくば市 (株)冨田興業
つくば市 (株)三菱電機ﾗｲﾌﾈｯﾄﾜｰｸ東関東支店
つくば市 ﾀｷｲ種苗(株)関東支店
つくば市 (株)茨城読売IS 県南営業所
つくば市 茨城県赤十字血液ｾﾝﾀｰ つくば供給出張所
つくば市 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽ(株)つくばｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀ
つくば市 松代ｹｱｾﾝﾀｰ そよ風
つくば市 こくみん共済coop茨城推進本部つくば支所
つくば市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ不動産(株)茨城営業所
つくば市 ｷﾝｸﾞﾗﾝﾒﾃﾞｨｹｱ(株)つくば営業所
つくば市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ(株) ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ つくば
つくば市 さとのこﾊｳｽ 学園中央（ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ）
つくば市 美濃紙業(株)
つくば市 ﾘｰﾌﾗｽ(株)茨城支店
つくば市 (株)日立物流東日本
つくば市 (株)ｱｹﾞﾙ
つくば市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)つくば研究学園店
つくば市 (株)ｻﾞﾙﾂﾌﾞﾙｸﾞ･ﾓｰﾀｰｽ ﾎﾟﾙｼｪｾﾝﾀｰつくば
つくば市 (株)桧家ﾘﾌｫｰﾐﾝｸﾞ つくば店
つくば市 ﾒﾙｾﾃﾞｽﾍﾞﾝﾂつくば ｻｰﾃｨﾌｧｲﾄﾞｶｰｾﾝﾀｰ
つくば市 関彰商事(株)
つくば市 ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂつくば
つくば市 神栄ﾃｽﾄﾏｼﾅﾘｰ(株)
つくば市 (株)ｵﾝｼｽﾃﾑ
つくば市 ﾌｸｼﾏｶﾞﾘﾚｲ(株)つくば営業所
つくば市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)学園の森店
つくば市 大堀電気工事(株)
つくば市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾘﾌｫｰﾑ(株)つくば事務所
つくば市 学校法人 安田学園 ｱｶﾃﾞﾐｱ幼稚園
つくば市 (株)建機ﾜｰﾙﾄﾞ つくば店
つくば市 東京冷機工業(株)茨城営業所
つくば市 (株)ｷｰｴﾝｽ つくば営業所
つくば市 小野薬品工業(株)関東第一支店　筑波営業所
つくば市 ﾊﾟｰｿﾙﾃﾝﾌﾟｽﾀｯﾌ（株）研究開発つくばｵﾌｨｽ
つくば市 ﾌｸﾀﾞﾗｲﾌﾃｯｸ常葉(株)つくば営業所
つくば市 ｲｶﾘ消毒(株)つくば営業所
つくば市 (社)北養会つくばｽﾜﾝ保育園
つくば市 ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝつくば
つくば市 (株)LIXILﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ北関東支店茨城事業所
つくば市 香陵住販(株)つくば天久保支店
つくば市 (株)ｱﾏﾀﾞ
つくば市 大和ﾊｳｽﾘﾌｫｰﾑ(株)東日本支社　つくば営業所
つくば市 (株)ﾌｫｰﾗﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞつくばﾌｫｰﾗﾑ
つくば市 (株)URｺﾐｭﾆﾃｨ千葉北住まいｾﾝﾀｰ茨城分室
つくば市 茨城ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ(株)つくば支店
つくば市 香陵住販(株)つくば支店
つくば市 (株)対崎工業
つくば市 EAﾌｧｰﾏ(株)関東信越支店つくば営業所
つくば市 (株)そごう西武　西武池袋本店　筑波事務所
つくば市 日新火災海上保険(株)つくばｻｰﾋﾞｽ支店
つくば市 明治安田生命　つくば支社
つくば市 医療法人 成島ｸﾘﾆｯｸ
つくば市 関東商事(株)
つくば市 (株)ﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙ 茨城南ｿﾞｰﾝ事務所
つくば市 環境整備(株)茨城営業所
つくば市 (株)ｲﾝﾃｯｸ
つくば市 (株)ﾊﾟﾊﾟまるﾊｳｽ　つくば支店



つくば市 三協ﾃｯｸ(株)関東 茨城支店　つくば営業所
つくば市 (有)ｲﾝｸﾞ
つくば市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　つくば支店
つくば市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ学園
つくば市 (株)茨進 つくば竹園校
つくば市 (株)仙台銘板 つくば営業所
つくば市 (株)ｽﾀｯﾌｻｰﾋﾞｽ
つくば市 (株)ﾏｲﾅﾋﾞ つくば支部
つくば市 つくば市農業協同組合 桜支店
つくば市 (株)ﾋﾞｰﾈｯｸｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ
つくば市 茨城県信用組合 つくば中央支店
つくば市 (株)ローソン　茨城西支店
つくば市 (株)ｸﾗｼｱﾝ　つくば支社
つくば市 ｱﾎﾞｯﾄﾒﾃﾞﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ合同会社　茨城営業所
つくば市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)みどりの店
つくば市 国立研究開発法人　産業技術総合研究所　つくば中央第三事業所
つくば市 一般財団法人　研究学園都市　ｺﾐｭﾆﾃｨｹｰﾌﾞﾙｻｰﾋﾞｽ
つくば市 (株)ｸﾞﾛｰﾘｰﾃｸﾉ24　つくば出張所
つくば市 ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞｰｸﾙｽﾞ（株）ｱｳﾃﾞｨつくば
つくば市 大東建託ﾘｰｼﾝｸﾞ(株)つくば店
つくば市 (株)ｼﾞｬｯｸｽつくば支店
つくば市 科研製薬(株)北関東営業所
つくば市 (株)ｸﾚｯｸｽ　つくば営業所
つくば市 国土開発工業(株)つくば工場
つくば市 前田道路(株)北関東支店　茨城営業所
つくば市 大日本住友製薬(株)つくば営業所
つくば市 ｱｯﾄﾎｰﾑ(株)茨城営業所
つくば市 (株)ｱｽﾃｯｸ
つくば市 (株)TOKAI　つくば支店
つくば市 (株)COLOR　WORK
つくば市 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ(株)つくば出張所
つくば市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　つくば営業所
つくば市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　U'sｽﾃｰｼｮﾝつくば
つくば市 (株)大塚商会　京葉営業部　つくば支店　
つくば市 旭化成ﾎｰﾑｽﾞ(株)茨城支店
つくば市 国際衛生(株)つくば営業所
つくば市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　ｱﾘｰﾅつくば研究学園
つくば市 (株)ｱｲｲｰｼｰ
つくば市 (株)ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　つくば保全計画ｾﾝﾀｰ
つくば市 ﾍﾝﾘｰｼｬｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝｲｰｽﾄ（株）つくば営業所
つくば市 ㈱関電工　茨城支店　つくば内線営業所
つくば市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)つくばみどりの店
つくば市 大和冷機工業(株)つくば営業所
つくば市 (株)ｷｸﾁ　茨城事業所
つくば市 綜合警備保障(株)つくば支店研究学園営業所
つくば市 (株)ﾀﾌｧｰｽ
つくば市 (株)ﾎｼｹﾝ　つくば支店
つくば市 先進ﾓﾋﾞﾘﾃｨ(株)つくばLab.
つくば市 TMES（株）つくば事業所
つくば市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)ﾚｸｻｽつくば
つくば市 (株)ﾕｰｼﾝ精機　つくば営業所
つくば市 (株)両毛ﾋﾞｼﾞﾈｽｻﾎﾟｰﾄつくば水道事業所
つくば市 日本瓦斯(株)つくば保安点検ｾﾝﾀｰ
つくば市 森永乳業（株）つくば営業所
つくば市 共立製薬(株)先端技術開発ｾﾝﾀｰ
つくば市 ﾕﾆｵﾝﾃｯｸ(株)つくば営業所
つくば市 (株)足利銀行　つくばﾛｰﾝｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)ﾂﾑﾗ北関東支店　茨城第二営業所
つくば市 TMES（株）茨城営業所
つくば市 (株)第一興商　つくば支店
つくば市 ﾚｸｻｽCPOつくば
つくば市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城保険金ｻｰﾋﾞｽ部つくば保険金ｻｰﾋﾞｽ課



つくば市 筑波信用保証(株)
つくば市 (株)ﾅｲｽｾﾌﾃｨｰﾛｰﾄﾞ管理課
つくば市 ｵｰﾄﾘﾌﾞ（株）ｼﾞｬﾊﾟﾝﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰつくば
つくば市 国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構本部管理本部藤本・大わし管理部
つくば市 積水ﾊｳｽ東日本(株)つくばﾘﾌｫｰﾑｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)USEN　つくば支店
つくば市 (株)ｵｰﾙ･ｱｼｽﾄ
つくば市 つくば警察署
つくば市 ｱﾙﾊﾞｯｸ販売(株)茨城営業所
つくば市 茨城ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ(株)つくば営業所
つくば市 国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合研究機構管理本部観音台第２管理部
つくば市 (株)つくしば
つくば市 三球電機(株)茨城出張所
つくば市 つくば市農業協同組合農機センター
つくば市 ﾀﾏﾎｰﾑ(株)BLISSCUBEつくば研究学園支店
つくば市 日本ﾗｲﾌﾗｲﾝ（株）茨城営業所
つくば市 ｳﾙﾉ商事(株)つくば支店
つくば市 いちはら病院　訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ牧園出張所
つくば市 いちはら病院　訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
つくば市 (株)MCｴﾊﾞﾃｯｸ　つくば分析ｾﾝﾀｰ
つくば市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ﾁｪｰﾝｽﾄｱつくば支店
つくば市 ﾀﾞｽｷﾝﾍﾙｽﾚﾝﾄ茨城南ｽﾃｰｼｮﾝ
つくば市 ｴﾈｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ(株)
つくば市 ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾀｲﾔ関東(株)つくば営業所
つくば市 (株)田﨑
つくば市 医療法人社団 興明会つくば腎ｸﾘﾆｯｸ
つくば市 ｳﾁﾀﾞｴｽｺ(株)
つくば市 大成建設(株)茨城CSｾﾝﾀｰ
つくば市 中央労働金庫つくば支店
つくば市 ｱｲｴｽｼﾞｰ(株)ｴﾈﾙｷﾞｰ事業部　つくば支店
つくば市 ｿﾊﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸｽｸｰﾙ
つくば市 (株)ｼｰｹﾙつくば学園ｵﾌｨｽ
つくば市 (株)常総ｴﾅｼﾞｰ　ｴﾈｽﾀつくば
つくば市 (株)ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　つくば事業所
つくば市 (株)NIPPO　常磐道谷和原管内舗装工事事務所　
つくば市 日本国土開発(株)つくば事業所
つくば市 東日本高速道路(株)関東支社つくば工事事務所
つくば市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰつくばみどりの
つくば市 (株)ｲｰｴﾙｼｰ
つくば市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾎｰﾑｽﾞ茨城支社つくば店
つくば市 大和ﾊｳｽ賃貸ﾘﾌｫｰﾑ(株)関東支店　つくば営業所
つくば市 特定非営利活動法人　自然生ｸﾗﾌﾞ
つくば市 ﾊﾟﾙつくば(株)本店
つくば市 (株)ｲﾍﾞﾝﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ茨城
つくば市 ﾌｸﾀﾞ電子南関東販売(株)つくば営業所
つくば市 (株)ﾊﾟｿﾅ　ﾊﾟｿﾅ･つくば
つくば市 茨城ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ(株)
つくば市 （株）桧家住宅北関東支社つくば展示場
つくば市 稲葉工業（株）
つくば市 ｼｰﾃﾞｰﾋﾟｰｼﾞｬﾊﾟﾝ（株）つくば営業所
つくば市 (株)千葉銀行　つくば支店
つくば市 荏原実業（株）茨城営業所
つくば市 （有）ｻｶﾀ企画
つくば市 (株)ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷ家電住まいる館　つくば研究学園店
つくば市 （株）松葉型枠
つくば市 (株)ﾉｰﾌﾞﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
つくば市 (株)つくば開発
つくば市 佐藤(株)茨城支店
つくば市 (株)白青舎　茨城営業所
つくば市 (株)ﾀｲｺｰ技建
つくば市 一般財団法人茨城県住宅管理ｾﾝﾀｰつくばｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)幸和義肢研究所



つくば市 日栄ｲﾝﾃｯｸ(株)東関東営業所
つくば市 （株）ｴｽ・ｴｽ･ﾋﾞｰ
つくば市 （株）ｶﾞﾓｳ　つくば支店
つくば市 つくば市商工会
つくば市 流星台ｹｱｾﾝﾀｰそよ風
つくば市 （株）JIMﾘﾉｱ
つくば市 積水ﾊｳｽ（株）常葉ｼｬｰﾒｿﾞﾝ支店　ｼｬｰﾒｿﾞﾝｽﾃｰｼｮﾝつくば
つくば市 （株）ｵｰｶﾞﾌｧｰﾑ
つくば市 三和精密工業(株)つくば営業所
つくば市 ｱﾙﾃｱ技研(株)つくば営業所
つくば市 日東高圧(株)本社
つくば市 丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)北関東支店　つくば営業所
つくば市 日建ﾘｰｽ工業(株)東関東営業所
つくば市 関彰商事(株)竹園ｵﾌｨｽ
つくば市 (株)長大　総合研究所　つくば支店
つくば市 (株)ﾌﾛﾝﾃｨｱ　つくば営業所
つくば市 (株)ﾜﾀﾅﾍﾞ　つくば支店
つくば市 (株)ｴｽﾌﾞﾛｯｸつくば支店
つくば市 ｻﾝﾒﾃﾞｨｸｽ(株)筑波営業所
つくば市 新和ｱﾒﾆﾃｨ(株)
つくば市 (株)ﾚﾖｰﾝ工業　本社
つくば市 (株)環境研究ｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)堀川電業
つくば市 (株)ｴﾑｴｽ　つくば営業所
つくば市 大和ﾊｳｽﾘｱﾙﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(株)つくば営業所
つくば市 筑南総合建設協同組合
つくば市 ｷｺｰﾃｯｸ(株)つくば営業所
つくば市 菊水ｻﾄｰ建設(株)つくば支店
つくば市 (株)ｴｲｼﾞｪｯｸ　つくば雇用開発ｾﾝﾀｰ
つくば市 東京食品機械(株)つくば本社工場
つくば市 近鉄ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ(株)東京支店　筑波大学中央機械室
つくば市 都市環境整美(株)つくば事業所
つくば市 (株)ﾁｭｳﾌﾞ　つくば営業所
つくば市 空調ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ(株)本店
つくば市 (株)CTIﾘｰﾄﾞ　研究ｾﾝﾀｰつくば
つくば市 （株）照和樹脂
つくば市 大豊工業（株）
つくば市 国立研究開発法人産業技術総合研究所　つくば西事業所
つくば市 ﾃｲｹｲ（株）つくば支社
つくば市 （株）ｷｬﾘｱｴｰｼﾞｪﾝﾄ　つくば営業所
つくば市 （有）ｻﾝﾕｳ電工
つくば市 ﾜﾀﾐの宅食　茨城つくば営業所
つくば市 （株）ｵﾘｴﾝﾀﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾂ
つくば市 大日本印刷（株）つくば総合開発ｾﾝﾀｰ
つくば市 日本ﾛｰﾄﾞﾃｯｸ（株）関東支店
つくば市 （株）建築資料研究社　つくば支店
つくば市 ﾔﾄﾛ電子（株）本社
つくば市 住友生命保険相互会社　柏常総支社　土浦営業部
つくば市 住友生命相互会社　柏常総支社学園の森支部
つくば市 住友生命保険相互会社　柏常総支社　つくば支部
つくば市 清水建設(株)ｱﾙﾌﾚｯｻつくば物流ｾﾝﾀｰ新築工事事務所
つくば市 ｺﾅﾝ販売(株)
つくば市 清水建設(株)ｺｰﾁｬﾝﾌｫｰつくば店新築計画作業所
つくば市 清水建設(株)TSMCｼﾞｬﾊﾟﾝ3DIC研究開発ｾﾝﾀｰ改修工事作業所
つくば市 (株)ﾓﾋﾞﾙﾄﾞ
つくば市 (株)裕生　つくば営業所
つくば市 鹿島建物総合管理(株)関東支社　茨城出張所
つくば市 ﾆﾁﾚｷ(株)
つくば市 MSD(株)つくばｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ
つくば市 NKﾜｰｸｽ(株)つくばR＆Dｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)寺岡精工　関東第二支店　つくば営業所
つくば市 (株)奥村組　技術研究所



つくば市 (株)磯田ｵｰﾄ
つくば市 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ(株)茨城支店
つくば市 国立研究開発法人産業技術総合研究所つくばｾﾝﾀｰつくば中央第六事業所
つくば市 (株)ｻﾝﾖｰﾎｰﾑつくば中央店
つくば市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars土浦ｲﾝﾀｰ店
つくば市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南谷田部ｲﾝﾀｰ店
つくば市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南つくばみどりの店
つくば市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南研究学園中央店
つくば市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南つくば花室店
つくば市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南HondaCars茨城南　本社
つくば市 (株)ﾏｲﾊｳｽつくば店
つくば市 (株)求人ｼﾞｬｰﾅﾙつくば営業所
つくば市 ﾊｯﾋﾟｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞﾊﾟｰｸ　つくば店
つくば市 あいおいﾆｯｾｲ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ(株)つくば支店
つくば市 (株)安心確認検査機構　つくば事務所
つくば市 (株)ﾌｼﾞｷﾝ　筑波中央営業所
つくば市 笹建道路(株)
つくば市 ｸﾘｴｲﾄ(株)つくば営業所
つくば市 つくば工事区開発虎ノ門ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)つくば作業所
つくば市 東京ﾆｭｰｸﾘｱ・ｻｰﾋﾞｽ(株)つくば開発ｾﾝﾀｰ
つくば市 上総屋不動産(株)筑波大学前支店
つくば市 上総屋不動産(株)つくば支店
つくば市 (株)大気社　茨城営業所
つくば市 日本住宅(株)つくば支店
つくば市 (株)ﾄﾚｼﾞｬｰﾎﾞｯｸｽ　茨城支店
つくば市 (株)ｲｾﾌﾞ
つくば市 ｼﾞｬﾊﾟﾝ建材(株)つくば営業所
つくば市 ふきのとう　つくば
つくば市 （株）ﾈｸｽｺ東日本ﾄﾗｽﾃｨ　関東事業部　つくば工事出張所
つくば市 (株)東京木材相互市場　相互筑波市場
つくば市 (株)筑波銀行つくば副都心支店
つくば市 大樹生命保険(株)　つくば営業部
つくば市 大鵬薬品工業(株)千葉支店　つくば出張所
つくば市 ﾄﾞｺﾓｼｮｯﾌﾟ　つくば店
つくば市 （株）MICE
つくば市 （株）寿製作所　茨城工場
つくば市 (株)ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ　東ｵﾌｨｽ
つくば市 (株)ｽﾏｲﾙｻﾎﾟｰﾄ
つくば市 一誠商事(株)　筑波大学前支店
つくば市 一誠商事(株)研究学園支店
つくば市 一誠商事(株)みどりの支店
つくば市 一誠商事(株)本社
つくば市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)つくば西大橋店
つくば市 医療法人社団　健正会　茎崎ｱｵｲ病院
つくば市 明治安田生命保険相互会社　つくば支社　研究学園都市営業部
つくば市 EGｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
つくば市 魚梅支店
つくば市 栄幼稚園
つくば市 ﾎﾃﾙﾆｭｰ梅屋
つくば市 割烹 一の矢
つくば市 ﾚｽﾄﾗﾝ つくばｶﾞｰﾃﾞﾝ
つくば市 和食 かつら
つくば市 学校法人 松栄学園 成蹊幼稚園
つくば市 認定こども園みのり
つくば市 (株)R･R
つくば市 ﾎﾃﾙ 松島
つくば市 学校法人 常福寺学園 豊里もみじこども園
つくば市 つくばｽｶｲﾎﾃﾙ
つくば市 (株)木曽路 つくば店
つくば市 (有)ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 和食八千代
つくば市 つくば市立 岩崎幼稚園
つくば市 つくば市立 桜幼稚園



つくば市 つくば市立 島名幼稚園
つくば市 つくば市立 桜南幼稚園
つくば市 つくば市立 上郷幼稚園
つくば市 つくば市立 谷田部幼稚園
つくば市 学校法人 沼田学園 つくば白帆幼稚園
つくば市 つくばこどもの森保育園
つくば市 社会福祉法人 ﾅｶﾞﾀﾅｶﾞｻｷ すみれ保育園
つくば市 学校法人宮本学園　みどり流星こども園
つくば市 徳樹庵　つくば研究学園店
つくば市 一般社団法人　環境技術普及機構
つくば市 水谷石油店
つくば市 大里ﾌﾞﾛｯｸ工業(株)
つくば市 (有)池田造園土木
つくば市 (株)廣澤精機製作所 筑波工場
つくば市 (株)塚越産業
つくば市 木村鉄筋工業所
つくば市 三和ﾆｰﾄﾞﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ(株)
つくば市 (株)小須田造園
つくば市 北条工業(株)
つくば市 (株) 菊田自動車商会
つくば市 ｽｽﾞｷ造園土木(株)
つくば市 十一屋燃料(株)
つくば市 (株)飯塚造園
つくば市 (株)ｵｷﾔﾏ
つくば市 筑波温泉ﾎﾃﾙ
つくば市 (株)酒寄造園
つくば市 (株)會田工業
つくば市 山関工務店
つくば市 つくばねｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
つくば市 久保谷商事(株)
つくば市 大学共同利用機関法人 高ｴﾈﾙｷﾞｰ加速器研究機構
つくば市 ﾀﾞｲﾅﾊﾟｯｸ(株)つくば事業所
つくば市 (株)常陽銀行 大穂支店
つくば市 つくば市農業協同組合 筑波東支店･北部営農経済ｾﾝﾀｰ
つくば市 (株)芝良
つくば市 関本商事(株)
つくば市 (株)井上善兵衛
つくば市 吉沼造園土木(株)
つくば市 日本電信電話(株)ｱｸｾｽｻｰﾋﾞｽｼｽﾃﾑ研究所
つくば市 つくばね石油(株)
つくば市 茨城県信用組合 大穂支店
つくば市 (株)つくば緑建
つくば市 北島木材(有)
つくば市 筑波国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ
つくば市 (株)神立設備
つくば市 (有)丹羽自動車整備工場
つくば市 (株)小出製作所
つくば市 (株)学園造園土木
つくば市 茨城菱農(株)
つくば市 (有)大久保造園
つくば市 富田内装工業(株)
つくば市 (有)大塚造園
つくば市 (株)塚越石材工業
つくば市 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院
つくば市 東亜道路工業(株)茨城支店
つくば市 塚本材木店
つくば市 つくばｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
つくば市 (有)協同商事
つくば市 住友化学(株)先端材料開発研究所
つくば市 (有)倉持商事
つくば市 ｾﾞｯﾄﾓｰﾀｰｽ販売(株)
つくば市 (有)関谷造園土木



つくば市 (株)斉藤土木興業
つくば市 常陸興業(株)
つくば市 ｳﾞｪｵﾘｱ･ｼﾞｪﾈｯﾂ(株)
つくば市 (株)城東ﾕﾆｵﾝ
つくば市 酒寄電気工業(株)
つくば市 ﾅｼｮﾅﾙﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)つくば営業所
つくば市 (株)ｷｻﾞﾜ重機工事
つくば市 (有)山一造園土木
つくば市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)先端技術研究開発ｾﾝﾀ
つくば市 東京ﾌｰﾄﾞ(株)
つくば市 (株)花宝園
つくば市 医療法人社団 桜水会 介護老人保健施設豊浦
つくば市 (株)鈴木商館 筑波営業所
つくば市 積水化学工業(株)つくば事業所
つくば市 (株)伊藤園　つくば支店
つくば市 日本ｴｱ･ﾘｷｰﾄﾞ合同会社
つくば市 (株)ﾕﾆﾏｯﾄﾗｲﾌ つくば営業所
つくば市 大林道路(株)茨城営業所
つくば市 東亜道路工業(株)技術研究所
つくば市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)つくばｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくば市 ｺﾛﾝ(株)つくば工場
つくば市 国立研究開発法人　土木研究所
つくば市 東亜工業(株)
つくば市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)つくば営業所
つくば市 特別養護老人ﾎｰﾑ 筑波園
つくば市 篠屋木材工業(株)
つくば市 大堀ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)
つくば市 うなぎ村山
つくば市 (株)ﾉｼﾞﾘ土建
つくば市 飯野建設(株)
つくば市 東和科学(株)つくば支店
つくば市 (株)小久保造園土木
つくば市 育良精機(株)
つくば市 (株)LIXIL 筑波工場
つくば市 (株)関東さく井
つくば市 社会福祉法人 にいはり福祉会 みもり園
つくば市 ﾎｼｻﾞｷ北関東(株)つくば営業所
つくば市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 作谷長寿館
つくば市 東急ﾘｿﾞｰﾂ＆ｽﾃｲ(株) 筑波東急ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
つくば市 (有)ｴｱﾗｲｽﾞ
つくば市 日本ｱｲ･ｴｽ･ｹｲ(株)
つくば市 (株)ｼﾞｭｰﾃｯｸ つくば営業所
つくば市 上筑波自動車学校
つくば市 池田技建工業(株)
つくば市 (株)ﾌﾞﾙﾎﾞﾝ つくば営業所
つくば市 社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会
つくば市 公益社団法人 つくば市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
つくば市 日本郵便(株)筑波郵便局
つくば市 学校法人 愛友学園　吉沼幼稚園
つくば市 関東ｴｱ･ｳｫｰﾀｰ(株)つくば営業所
つくば市 茨城ｾｷｽｲﾌｧﾐｴｽ(株)つくば支店
つくば市 (株)ｻｲｻﾝ つくば営業所
つくば市 (株)ｲﾜｷ 東関東営業所
つくば市 ﾂｸｲ花畑
つくば市 北関東ﾍﾟﾌﾟｼｺｰﾗ販売(株)
つくば市 特定非営利活動法人にっこりの森
つくば市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　つくば営業所
つくば市 (有)笹乃家
つくば市 社会福祉法人 健誠会　つくば総合福祉ｾﾝﾀｰ
つくば市 日本ﾉﾎﾞﾊﾟﾝ工業(株)つくば工場
つくば市 (株)建翔
つくば市 (有)国府田産業



つくば市 (株)つくばｴｺﾗｲﾌ
つくば市 (株)石勝ｸﾞﾘｰﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ筑波事業所
つくば市 医療法人恵仁会　ｱﾚｰﾃﾙ・つくば
つくば市 ｼﾆｱｶﾞｰﾃﾞﾝｱﾈｯｸｽ
つくば市 (株)池田商事
つくば市 障害者支援ｾﾝﾀｰ未来
つくば市 特別養護老人ﾎｰﾑｼﾆｱｶﾞｰﾃﾞﾝ
つくば市 介護老人保健施設　つくばﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ･通所ﾘﾊﾋﾞﾘ
つくば市 医療法人健佑会　いちはら訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
つくば市 社会福祉法人 田中福祉会 田中保育園
つくば市 丸忠食堂
つくば市 筑波観光鉄道(株)
つくば市 (株)青木屋
つくば市 (株)筑波山江戸屋
つくば市 彩香の宿 一望
つくば市 (有)あづまや食堂
つくば市 (有)ｷｬﾆｵﾝ
つくば市 割烹 たから
つくば市 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ しんちゃん
つくば市 満福
つくば市 (株)ﾆｭｰ高根
つくば市 いなほ幼稚園
つくば市 満月
つくば市 国立研究開発法人　建築研究所
つくば市 つくば市立 筑波幼稚園
つくば市 つくば市立 大穂幼稚園
つくば市 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ(株)つくば工場
つくば市 ﾌﾗﾜｰﾁｬｲﾙﾄﾞ保育園
つくば市 日本ｼﾞｪﾈﾘｯｸ(株)　つくば研究所
筑西市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　県西営業所
筑西市 ｲﾀﾔ(株)
筑西市 (株)ﾓﾊﾞｲﾙﾃｯｸ茨城
筑西市 中山商事(株)下館営業所
筑西市 日産部品茨城販売(株)下館営業所
筑西市 (株)榎戸製作所
筑西市 (株)ｲﾊﾞﾄ
筑西市 (株)ﾔﾏｸﾞﾁﾔ冷蔵
筑西市 ﾊﾅﾜ種苗(株)
筑西市 石井塗料(株)
筑西市 片倉ｺｰﾌﾟｱｸﾞﾘ(株)茨城事業所
筑西市 (有)杉山造園
筑西市 (株)国府田
筑西市 医療法人社団 平仁会　下館病院
筑西市 (有)落合工業所
筑西市 (株)ｴﾑ･ｼｰ･ｼｰ
筑西市 日本ﾀﾞｸﾄ工業(株)
筑西市 (有)広沢建設
筑西市 (株)大商
筑西市 吉村工業(株)
筑西市 (株)楠原管工業
筑西市 (株)協和ｴﾚｯｸｽ
筑西市 一般財団法人　関東電気保安協会　茨城事業本部　下館事業所　
筑西市 (株)柴建設
筑西市 (有)小林鉄工所
筑西市 ｶﾜｻｷｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)下館営業所
筑西市 (株)ﾊｳｽﾃｯｸ結城工場
筑西市 (株)好井鐵工所
筑西市 独立行政法人家畜改良ｾﾝﾀｰ茨城牧場
筑西市 茨城いすゞ自動車(株)下館営業所
筑西市 茨城県筑西保健所
筑西市 平出木材(株)
筑西市 (有)萩原建設



筑西市 鈴木商事(株)
筑西市 (有)落合商店
筑西市 (株)三協機材
筑西市 (株)新井紙器
筑西市 茨城電設(株)下館営業所
筑西市 北つくば農業協同組合 関城支店
筑西市 (株)仲川建設
筑西市 (株)渡辺工務店
筑西市 八ﾂ塚さく泉(有)
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)下館事業所
筑西市 (有)谷部自動車
筑西市 ﾗｲｵﾝﾌｰﾂﾞ(株)関東工場
筑西市 茨城県信用組合 協和支店
筑西市 社会医療法人恒貴会協和中央病院
筑西市 小野沢工業(株)
筑西市 茨城県筑西県税事務所
筑西市 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)北つくば支店
筑西市 (株)堀江鉄筋工業
筑西市 (株)ﾎﾃﾙﾆｭｰつたや
筑西市 (株)ﾐﾜ電気
筑西市 (株)小田部工務店
筑西市 古河ﾔｸﾙﾄ販売(株)下館営業所
筑西市 茨城県筑西土木事務所
筑西市 NC東日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
筑西市 石塚産業(株)川島事業所
筑西市 (株)小薬建設
筑西市 (株)関電工　茨城支店　古河営業所　下館工事事務所
筑西市 (株)中山建材
筑西市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)下館支社
筑西市 髙橋商事(株)
筑西市 (株)川田建材工業
筑西市 (株)中丸商会ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
筑西市 筑西市役所
筑西市 昭和産業(株)
筑西市 森建設(株)
筑西市 日本郵便(株)下館郵便局
筑西市 関東日本ﾌｰﾄﾞ(株)茨城事業部
筑西市 関彰商事(株)
筑西市 ﾀﾞﾃｯｸｽ(株)
筑西市 ｱｷﾗ建設(株)
筑西市 (株)宮山
筑西市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)下館神分店
筑西市 (株)田中工務店
筑西市 国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所
筑西市 富士鋼業(株)
筑西市 関東道路(株)
筑西市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)下館店
筑西市 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 筑西消防署
筑西市 大内建設(株)
筑西市 瀧田建設(株)
筑西市 (株)丸萬建設
筑西市 飯田建設興業(有)
筑西市 田崎電気工業(有)
筑西市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)SC北日本　三和支店 下館ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
筑西市 東洋農事(株)
筑西市 (有)茨城県西自動車学校
筑西市 佳伸産業(株)
筑西市 (株)ﾜｲｴｽｹｲ
筑西市 岩渕生ｺﾝ(有)
筑西市 (株)武井工務店
筑西市 (株)大島種苗店
筑西市 (有)日向農機具店



筑西市 (株)海老澤商店
筑西市 吉田総合開発(株)
筑西市 (株)ﾄｰﾎｰ・北関東筑西支店
筑西市 社会福祉法人 慶育会
筑西市 (有)杉山造園土木
筑西市 (株)ﾏﾏﾀﾞｺｰｷ
筑西市 大場園ﾗﾝﾁ
筑西市 ひがの製菓(株)
筑西市 (有)ｱﾘﾑﾗ
筑西市 (株)ﾊｺﾓﾘ
筑西市 (有)野沢鉄工
筑西市 ﾜｲｴｽﾃﾞｨｰﾒｶﾄﾛｼｽﾃﾑｽﾞ(株)
筑西市 (株)松原
筑西市 ｶﾐﾏﾙ(株)下館支店
筑西市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)下館店
筑西市 (株)新和ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
筑西市 (株)安達製作所
筑西市 ｺﾏﾂ茨城(株)下館支店
筑西市 (株)川島工業
筑西市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)下館営業所
筑西市 (有)ｺｼﾞﾏ工業
筑西市 (有)高橋忠三郎商店
筑西市 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)下館営業所
筑西市 (株)こころ建築設計
筑西市 (株)ｾｲﾜ食品
筑西市 (有)瀝建工業
筑西市 (株)ｽｽﾞｹﾝ 下館支店
筑西市 (有)大山工務店
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)下館事業所(五所宮)
筑西市 下館税務署
筑西市 合資会社 浜野精麦所
筑西市 (株)ﾀｶﾊﾞﾝ
筑西市 茨城日産自動車(株)下館店
筑西市 (有)舘野自動車工場
筑西市 ﾆｯｾﾝ工業(株)
筑西市 東和電気工事(株)
筑西市 (株)安秀工業
筑西市 常総ﾋﾞﾙ整美(株)
筑西市 (株)ｾﾝﾄﾗﾙ医学検査研究所 下館研究所
筑西市 (株)つくば米穀
筑西市 江田建設工業(株)
筑西市 (株)稲芝
筑西市 金来屋
筑西市 ﾜｰﾑ薬品(株) 下館出張所
筑西市 (有)野間商店
筑西市 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌｨﾙｽﾞｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
筑西市 NCﾕﾆｵﾝ興産(株)
筑西市 (株)ﾉｻﾞﾜ設備工業
筑西市 須藤設備
筑西市 (株)下館造園
筑西市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)筑西営業所
筑西市 北つくば農業協同組合 協和支店
筑西市 東邦薬品(株)下館営業所
筑西市 日豊工業(株)筑西営業所
筑西市 堀江潔事務所
筑西市 (株)たさき緑化産業
筑西市 ｱﾙﾌﾚｯｻ(株)筑西支店
筑西市 (株)外塚ｽﾚｰﾄ工業
筑西市 一般財団法人　茨城県建設技術公社 県西支部
筑西市 (株)荒井
筑西市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)筑西横塚店
筑西市 (有)冨士屋硝子店



筑西市 (株)坂入自動車
筑西市 ｽｽﾞｷ西販売(有)
筑西市 (株)須藤電気
筑西市 医療法人 威恵会 三岳荘 小松崎病院
筑西市 (株)県西ｱﾛｰ住設
筑西市 (有)石川商店
筑西市 茨城三菱自動車販売(株)下館店
筑西市 (有)榮建設工業
筑西市 稲土木
筑西市 (株)蓮華
筑西市 (有)恵比寿屋
筑西市 (株)足利銀行　下館支店
筑西市 北関東綜合警備保障(株)筑西支社
筑西市 (有)高橋機工
筑西市 (株)杉山電気
筑西市 堀江産業(株)
筑西市 日新合成工業(株)
筑西市 (有)赤沢建材
筑西市 東電ﾀｳﾝﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ(株)下館支社
筑西市 (株)関谷製作所
筑西市 広沢商事(株)
筑西市 (有)協信電気工事
筑西市 (株)日南
筑西市 (有)島村土建
筑西市 茨城県県西食肉衛生検査所
筑西市 (株)富士通ﾃﾚｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ光和
筑西市 (株)ｼﾞｯｺｰ
筑西市 (株)廣澤精機製作所
筑西市 (株)関城造園
筑西市 (株)筑波ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ
筑西市 社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会
筑西市 ｳﾙﾉ商事(株)北関東支店
筑西市 (有)中丸鋼板ﾘｰｽ
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)下館事業所
筑西市 (株)大岡組
筑西市 (株)柳田鉄工
筑西市 (株)宮商
筑西市 (株)関電工　茨城支店 下館内線工事事務所
筑西市 富山ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)茨城営業所
筑西市 (有)石川園芸
筑西市 (株)恒和
筑西市 (株)谷島組
筑西市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)下館支社
筑西市 中央石油(株)筑波支店
筑西市 (有)瀬端自動車
筑西市 細島工業(株)
筑西市 平成建機ﾘｰｽ(株)
筑西市 (株)郡司材木店
筑西市 (株)ﾏﾂﾐ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ
筑西市 (有)森田組
筑西市 (有)ﾔﾏﾀﾞ
筑西市 (有)寿工業
筑西市 (有)ﾂｶｻ機工
筑西市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)下館店
筑西市 下館鉄興(株)
筑西市 (株)青木製作所
筑西市 (有)早瀬自動車整備工場
筑西市 (有)ｱｻﾋｵｰﾄ
筑西市 佐藤米菓(有)
筑西市 (株)斉藤総業
筑西市 (株)宮﨑総業
筑西市 特別養護老人ﾎｰﾑ 筑圃苑



筑西市 (株)ﾌｼﾞｺｰ 筑西営業所
筑西市 北つくば農業協同組合 本店
筑西市 医療法人 杏仁会 大圃病院
筑西市 ﾘﾝｸｽﾃｯｸｻｰｷｯﾄ(株)下館工場
筑西市 (有)塚田給油所
筑西市 (株)ﾌｶｻﾜ 下館支店
筑西市 茨城県企業局 県西水道事務所
筑西市 (有)田崎建設
筑西市 (有)ﾎｸﾖｰ
筑西市 (株)ﾔﾏｲﾁ
筑西市 関口醸造(株)
筑西市 来福酒造(株)
筑西市 吉江総業(有)
筑西市 ｱｶｷﾞ建材生ｺﾝ(株)
筑西市 茨城県県西家畜保健衛生所
筑西市 山口造園
筑西市 (株)ｱﾛｳｽﾞ
筑西市 吉建興業(株)
筑西市 山口鉄工建設(株)
筑西市 島田設備(株)
筑西市 北つくば農業協同組合 明野支店
筑西市 明野自動車学校(株)
筑西市 (有)赤城商店
筑西市 (有)飯島組
筑西市 丸稲工業(株)
筑西市 関東ｸﾘｰﾝﾊｳｽｻｰﾋﾞｽ(株)
筑西市 (有)瀬尾泰三商店
筑西市 (有)野手利一商店
筑西市 (有)渡辺設備
筑西市 (有)吉江組
筑西市 明野資源ﾘｻｲｸﾙ(株)
筑西市 (株)ﾏﾙｲ興業
筑西市 (株)木村電気工事
筑西市 (有)髙野興業
筑西市 飯村建材
筑西市 黒沢産業(株)
筑西市 介護老人保健施設 ごぎょうの里
筑西市 特別養護老人ﾎｰﾑ しらとり
筑西市 公益財団法人 茨城県総合健診協会 県西ｾﾝﾀｰ
筑西市 岡田電気産業(株)下館営業所
筑西市 (株)ｻﾝｾｲ 関城営業所
筑西市 ｺﾓﾄﾞヴｨｰﾀ下館
筑西市 日本郵便(株)明野郵便局
筑西市 日本郵便(株)関城郵便局
筑西市 北つくば農業協同組合 下館南支店
筑西市 北つくば農業協同組合営農経済ｾﾝﾀｰ
筑西市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ下館
筑西市 (株)ｼﾓﾀﾞﾃ
筑西市 日本郵便(株)協和郵便局
筑西市 ﾌｧﾅｯｸ(株)筑波工場
筑西市 JA北つくば北部農機ｾﾝﾀｰ
筑西市 北つくば農業協同組合 下館支店
筑西市 ｾｺﾑ(株)下館営業所
筑西市 (株)ｲｼｻﾞｷ
筑西市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ(株)介護部 下館営業所
筑西市 (株)青柳製作所
筑西市 日本年金機構下館年金事務所
筑西市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　下館店
筑西市 ﾒﾓﾘｰﾃｯｸ(株)つくば工場
筑西市 社会福祉法人 恒徳会 恒幸園
筑西市 茨城県信用組合 下館支店
筑西市 (株)筑波銀行 筑西支店



筑西市 新日本ｾｼｵ(株)茨城営業所
筑西市 (株)ﾌﾚﾝﾄﾞ ふれんど筑西ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
筑西市 茨城県県西農林事務所
筑西市 茨城県県西県民ｾﾝﾀｰ
筑西市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　あずみ苑下館
筑西市 (有)坂入園芸
筑西市 損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜(株)茨城南支店下館支社
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ・ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)関東事業所
筑西市 ｼﾞｪｲｴｲ北つくば燃料(株)北つくば配送ｾﾝﾀｰ
筑西市 ｼﾞｪｲｴｲ北つくば燃料(株)北つくばｶﾞｽｾﾝﾀｰ
筑西市 (株)ﾐﾂｳﾛｺ　ｳﾞｪｯｾﾙ東関東下館店
筑西市 北つくば農業協同組合　東部営農経済ｾﾝﾀｰ
筑西市 水戸証券(株)下館支店
筑西市 (株)常陽銀行 下館支店
筑西市 筑西警察署
筑西市 (株)稲善
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)下館事業所(第三ｴﾘｱ)
筑西市 中央労働金庫 下館支店
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株) (ｺｰﾃｯﾄﾞｻﾝﾄﾞ部門)
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株) (五所)
筑西市 東邦建(株)城西工事ｾﾝﾀ
筑西市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ･ｵｰﾄﾓｰﾃｨﾌﾞﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ(株)関東事業所
筑西市 (株)YM商会
筑西市 ｹｱｾﾝﾀｰ 桜づつみ
筑西市 藤井産業(株)下館営業所
筑西市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　下館店
筑西市 (株)小泉東関東 下館営業所
筑西市 JA北つくば自動車ｾﾝﾀｰ
筑西市 社会医療法人恒貴会協和ﾍﾙｼｰｾﾝﾀｰ
筑西市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)下館神分店
筑西市 日本ﾊﾑﾌｧｸﾄﾘｰ(株)茨城工場
筑西市 (株)三友企画
筑西市 (株)ﾕﾆｿﾞﾝﾓﾊﾞｲﾙ
筑西市 ﾗﾝｽﾀｯﾄﾞ(株)筑西ｵﾌｨｽ
筑西市 (株)須知工業
筑西市 (株)つくばｱｶﾃﾞﾐｰ
筑西市 特別養護老人ﾎｰﾑ 紫雲荘
筑西市 JA北つくばﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(株)
筑西市 藤間鍍金工業(有)
筑西市 ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂつくば 下館ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
筑西市 茨城県筑西児童相談所
筑西市 協友ｱｸﾞﾘ(株)茨城営業所
筑西市 ｸﾘｰﾝﾃｯｸｼｵｶﾞｲ(株)つくば工場
筑西市 (株)ﾃﾞｻﾞｲﾝｱｰｸ つくば工場
筑西市 関彰商事(株)下館LPGセンター
筑西市 下館ｹｱｾﾝﾀｰ そよ風
筑西市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ（株）筑西支店
筑西市 (株)大島輪業
筑西市 (株)二幸電機 下館営業所
筑西市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)筑西横塚店
筑西市 北つくば農業協同組合 西部農機ｾﾝﾀｰ
筑西市 (株)茨城ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ
筑西市 (株)ｻﾝｼｰ環境
筑西市 地方独立行政法人　茨城県西部医療機構　茨城県西部ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ
筑西市 (株)東洋食品筑西市立下館学校給食ｾﾝﾀｰ
筑西市 JAﾎｰﾙ下館事業所
筑西市 (有)福田工務店
筑西市 (株)流機ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　つくばﾃｸﾉｾﾝﾀｰ
筑西市 JA北つくば下館営農経済ｾﾝﾀｰ
筑西市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)品質・技術ｸﾞﾙｰﾌﾟ
筑西市 筑西市教育委員会下館学校給食ｾﾝﾀｰ
筑西市 しらとりﾊﾜｲｱﾝﾃﾞｲ



筑西市 新明電材(株)下館営業所
筑西市 公益財団法人茨城県開発公社　県西事業所
筑西市 北つくば農協葬祭(株)本社
筑西市 (株)肉の神明　筑西営業所
筑西市 自衛隊茨城地方協力本部　筑西地域事務所
筑西市 社会福祉法人　征峯会　ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄﾋﾗｿﾙ
筑西市 (株)小池ﾒﾃﾞｨｶﾙ　茨城営業所
筑西市 筑西市教育委員会明野学校給食ｾﾝﾀｰ
筑西市 (株)RISE本社営業所
筑西市 ﾏﾏﾀﾞｽｸｰﾙｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（株）
筑西市 日化ﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)下館水処理ｾﾝﾀｰ
筑西市 (有)ｴｽ･ｴｽ･ｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
筑西市 筑西市社会福祉協議会　明野支所
筑西市 筑西市社会福祉協議会　関城支所
筑西市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰえみあす二木成
筑西市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ楽ﾌｨｯﾄ筑西
筑西市 ﾐﾂﾜ電機(株)下館営業所
筑西市 地方独立行政法人茨城県西部医療機構　筑西診療所
筑西市 (株)ｴﾑｴｽ　筑西営業所
筑西市 (有)深谷商事
筑西市 (株)ﾕﾆｵﾝﾄﾗｽﾄ　茨城事業所
筑西市 ﾛｲﾔﾙﾈｯﾄﾜｰｸ(株)一本松工場
筑西市 特別養護老人ﾎｰﾑまごごろの杜
筑西市 ｾｷｼｮｳｶｰﾗｲﾌ(株)下館岡芹店
筑西市 ﾔﾝﾏｰﾍﾘ＆ｱｸﾞﾘ(株)関東甲信越営業所
筑西市 つくば電設(株)
筑西市 UDﾄﾗｯｸｽ(株)下館ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
筑西市 筑西市明野ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰやすらぎ
筑西市 藤本科学(株)筑西営業所
筑西市 ﾐﾄﾞﾘ環境土木(株)
筑西市 (株)ﾐﾗｲﾄ下館技術ｾﾝﾀ内　上野通信工業(株)
筑西市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　筑西営業所
筑西市 (株)ﾓﾁﾂﾞｷ　関東営業部
筑西市 住友生命保険相互会社　小山支社　下館分館
筑西市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売(株)下館営業所
筑西市 明治安田生命保険相互会社　下館営業部
筑西市 日本生命保険相互会社　下館営業部
筑西市 日本生命保険相互会社　下館営業部
筑西市 （有）ｼﾊﾞﾔﾏ電機
筑西市 (株)つくばｱｶﾃﾞﾐｰﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
筑西市 石田道路(株)
筑西市 障害者支援施設　白山成年館
筑西市 (株)ｴﾝﾄﾞｳ
筑西市 認定こども園なかだて
筑西市 社会福祉法人 紫泉福祉会
筑西市 いずみ幼稚園
筑西市 社会福祉法人大田福祉会認定こども園　しろはと保育園
筑西市 社会福祉法人 暁学園
筑西市 いずみ保育園
筑西市 社会福祉法人 川島福祉会
筑西市 協和ﾚﾝﾀｶｰ
筑西市 社会福祉法人 大和福祉会 認定こども園　大和保育園
筑西市 社会福祉法人 松寿福祉会
筑西市 認定こども園　西方いずみ幼稚園
筑西市 あぶらや食堂
筑西市 特別養護老人ﾎｰﾑ 県西せいかん荘
筑西市 (株)ｺｽﾓｽﾎﾟｰﾂ
筑西市 学校法人 下館聖公会学園 下館幼稚園
筑西市 認定こども園下館聖母
筑西市 障害者支援施設　ﾋﾟｱしらとり
筑西市 学校法人 暁学園 英光幼稚園
筑西市 社会福祉法人 平会



筑西市 社会福祉法人 まつばら保育園
筑西市 社会福祉法人 明野保育園
筑西市 くすのき
筑西市 さん酔
筑西市 大森商店
筑西市 社会福祉法人 恒徳会 すみれ園
筑西市 京扇
筑西市 めし処 よこた
筑西市 (有)ﾌｼﾞﾀ
筑西市 割烹 まるい
下妻市 初沢建設(株)
下妻市 (株)筑波銀行 下妻営業部
下妻市 中山産業
下妻市 (株)山﨑商店
下妻市 (株)端工務店
下妻市 常総ひかり農業協同組合 下妻地域営農経済ｾﾝﾀｰ
下妻市 (株)旭生ｺﾝ
下妻市 常総ﾌﾞﾛｯｸ(株)下妻支店
下妻市 (株)下妻建設
下妻市 (株)岩瀬商店
下妻市 (株)ｸｼﾀ建設
下妻市 常総ひかり農業協同組合 下妻千代川支店
下妻市 常総機材(株)
下妻市 (株)前沢設備
下妻市 日本郵便(株)下妻郵便局
下妻市 旭建設工業(株)
下妻市 (有)猪瀬自動車工業所
下妻市 平石ｺﾝｸﾘｰﾄ工業
下妻市 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 消防本部 下妻消防署
下妻市 伊勢屋商店
下妻市 (株)岡﨑屋
下妻市 都建設工業(有)
下妻市 (株)橋本屋燃料店
下妻市 横関建設(株)
下妻市 茨城県信用組合 下妻支店
下妻市 天ヶ谷石油店
下妻市 (株)小林ﾄｰﾖｰ住器
下妻市 石塚産業(株)
下妻市 (株)菊池組
下妻市 ﾗｲﾅｰ建設(株)
下妻市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　下妻営業所
下妻市 (有)中田造園
下妻市 (有)添野鉄筋工業
下妻市 (株)筑波商事
下妻市 (有)大山ｽﾎﾟｰﾂ商会
下妻市 森久保薬品(株)茨城事業部
下妻市 (株)柴木材店
下妻市 木村自動車(有)
下妻市 茨城協同食肉(株)下妻事業所
下妻市 (株)下妻ﾎﾝﾀﾞ
下妻市 のだや建設(株)
下妻市 三光電工(株)
下妻市 下妻市役所 本庁舎･第二庁舎
下妻市 鈴木鉄工建設(株)
下妻市 ﾌﾙﾊｼﾀｲﾔ販売(株)
下妻市 三船建設(株)
下妻市 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)下妻支店
下妻市 下妻市役所 千代川庁舎
下妻市 塚田建材(株)
下妻市 (株)常陽銀行 下妻支店　
下妻市 (株)LIXIL 下妻工場
下妻市 熊倉電気(株)



下妻市 平塚建設(株)
下妻市 (株)根本工業
下妻市 小野村商店
下妻市 (有)門井建設
下妻市 ｱﾀﾞﾁ工務店
下妻市 関東測量設計(株)
下妻市 下妻いずみ幼稚園
下妻市 (株)筑波開発
下妻市 (有)ﾏﾙﾘﾝﾐｰﾄ
下妻市 (株)新栄商事
下妻市 (株)飯村建設
下妻市 小口設備工業(株)
下妻市 (有)峯商店
下妻市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)下妻店
下妻市 (有)青木石油店
下妻市 (有)大洋建設
下妻市 (有)角田自動車
下妻市 大島電気(株)
下妻市 (株)ｴﾝﾃﾞﾊﾞｰﾂｶｺｼ
下妻市 稲葉起業
下妻市 小山ﾚﾐｺﾝ(株)下妻工場
下妻市 (株)ｱｶｵｷﾞ
下妻市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)下妻店
下妻市 大月建材(有)
下妻市 (有)大宝建設工業
下妻市 (有)魚徳
下妻市 下妻ﾄｰﾖｰ住器(株)
下妻市 (有)桜井企業
下妻市 東京鋪装工業(株)茨城合材工場
下妻市 (株)下妻ｽﾎﾟｰﾂ
下妻市 つくばｸﾘｰﾝ産業(株)
下妻市 江連八間土地改良区
下妻市 (有)高橋建設
下妻市 (有)苅部建設
下妻市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)下妻ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
下妻市 (株)ﾔﾅｼﾏ
下妻市 (株)八幡屋
下妻市 霞ヶ浦用水土地改良区
下妻市 (株)ふるさわ
下妻市 茨城西三菱自動車販売(株)
下妻市 (有)ﾀｶﾉﾓｰﾀｰ本店
下妻市 (株)伊東工務店
下妻市 (有)関東造園土木
下妻市 (株)野村住設工業
下妻市 (有)桜井工業
下妻市 (株)坂入商店　ﾀﾞｽｷﾝ 大六天支店
下妻市 (有)水柿石材
下妻市 (有)栗崎建設
下妻市 飯村電設(株)
下妻市 (有)田﨑工務店
下妻市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)県西営業所
下妻市 社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会
下妻市 (株)ﾄｯﾌﾟ下妻工場
下妻市 常総ひかり農業協同組合 下妻農機ｾﾝﾀｰ
下妻市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)下妻たかさい店
下妻市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ千代川ｾﾝﾀｰ
下妻市 小沼鐵工(株)
下妻市 居宅介護支援事業所　しもつま
下妻市 (株)ふれあい下妻 ﾋﾞｱｽﾊﾟｰｸしもつま
下妻市 NK化成(株)筑波工場
下妻市 (株)ｻﾝｷｮｳﾃｸﾉｽﾀｯﾌ 茨城営業所
下妻市 医療法人社団 白峰会 湖南病院



下妻市 介護老人保健施設 しろかね
下妻市 岡田電気産業(株)下妻営業所
下妻市 ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)下妻事業所
下妻市 (株)富士薬品 下妻営業所
下妻市 (株)ｲﾊﾞﾗｷ
下妻市 (株)全農ﾗｲﾌ茨城　ｸﾐｱｲｶﾞｽｾﾝﾀｰ下妻
下妻市 下妻社協ｹｱｾﾝﾀｰ
下妻市 (株)ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺｻｰﾋﾞｽ関東 下妻営業所
下妻市 (有)ﾔﾏﾋﾛ
下妻市 (株)ﾒﾃﾞｨｾｵ　下妻ﾋﾞﾙ　筑西古河支店
下妻市 茨城県下妻市建設部上下水道課
下妻市 (有)ｽﾋﾟﾘｯﾄ
下妻市 茨城日化ｻｰﾋﾞｽ(株)つくば支店
下妻市 東京鋪装工業(株)関東支店 茨城営業所
下妻市 (社)下妻地方広域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
下妻市 (株)ｱｲｱｰﾙ 下妻事業所
下妻市 茨城県警察本部　交通部　交通機動隊 県西方面隊
下妻市 下妻警察署
下妻市 藤井産業(株)下妻営業所
下妻市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)下妻店
下妻市 新茨城ﾘｰｽ(株)
下妻市 下妻市商工会
下妻市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)下妻宗道店
下妻市 社会福祉法人 みどり会 ﾏﾙﾆｶﾚｯｼﾞ
下妻市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　常総つくば営業所
下妻市 関友商事(株)下妻営業所
下妻市 第一環境(株)下妻事務所
下妻市 (株)LIXIL物流関東物流ｾﾝﾀｰ
下妻市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城
下妻市 (株)ZERO
下妻市 特定非営利活動法人　柴学園　虹の家
下妻市 ﾄﾖﾀﾓﾋﾞﾘﾃｨﾊﾟｰﾂ(株)茨城支社
下妻市 SMC(株)下妻工場
下妻市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　下妻店
下妻市 (株)ｴｽﾌﾟﾘ
下妻市 鹿島建設(株)E社SAKURAﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ工事事務所
下妻市 下妻市心身障害者福祉ｾﾝﾀｰ　福祉ｾﾝﾀｰひばりの
下妻市 (株)ｴﾙﾋﾟｵ　茨城西営業所
下妻市 （株）ｻﾝｴﾚｯｸｽ
下妻市 山野辺工業(株)
下妻市 清水建設(株)下妻庁舎等整備工事作業所
下妻市 (有)さくら介護ｾﾝﾀｰ
下妻市 公益社団法人　茨城県水質保全協会　県西検査ｾﾝﾀｰ
下妻市 (株)横浜ﾌｧｰﾑ　下妻農場
下妻市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　下妻営業所
下妻市 わかば食品(株)茨城工場　
下妻市 あいおいﾆｯｾｲ同和ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽｻｰﾋﾞｽ(株)下館支店
下妻市 ﾜﾀﾐ(株)茨城下妻営業所
下妻市 森久保CAﾒﾃﾞｨｶﾙ(株)茨城営業所
下妻市 日本生命保険相互会社　下妻営業部
下妻市 富寿司
下妻市 小島ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ
下妻市 寿司･割烹 築地

八千代町 高塚建設工業(株)
八千代町 理化工業(株)茨城事業所
八千代町 (株)宮本工務店
八千代町 茨城県信用組合 八千代支店
八千代町 八千代町役場
八千代町 野口機設工業(株)
八千代町 全国農業協同組合連合会　茨城県本部園芸部県西VFｽﾃｰｼｮﾝ
八千代町 常総ひかり農業協同組合 八千代地域営農経済ｾﾝﾀｰ経済課
八千代町 ｲｸｿﾌﾞ(株)北関東事業部



八千代町 (有)大久保環芯
八千代町 (株)よしたに商店
八千代町 (株)磯建
八千代町 (有)ﾔﾏｻ自動車
八千代町 (株)生井電気
八千代町 (株)ｴﾌﾋﾟｺ 関東工場
八千代町 丸海自動車
八千代町 大里産業(株)
八千代町 (株)ﾏﾙﾊ総業
八千代町 茨城県県西農林事務所 結城地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
八千代町 渡辺電気工事(株)
八千代町 (有)生井工業
八千代町 小川建設
八千代町 (有)飯山建友
八千代町 (有)大里工業
八千代町 渡辺瓦工業(有)
八千代町 (株)めいわ
八千代町 (有)鈴木建材
八千代町 (有)矢中建設
八千代町 阿部建材工業(株)
八千代町 (有)本戸建設
八千代町 茨城県西農業共済組合
八千代町 (株)髙商
八千代町 社会福祉法人 八千代町社会福祉協議会
八千代町 (有)広瀬設備
八千代町 (株)小野里工務店
八千代町 (株)ｴﾈｱｰｸ関東　茨城西営業所
八千代町 日本郵便(株)八千代郵便局
八千代町 特別養護老人ﾎｰﾑ 玉樹
八千代町 多摩工業(株)
八千代町 (株)常陽銀行 八千代支店
八千代町 (有)大森電業
八千代町 (株)ｴｯｸﾞﾄﾞﾘｰﾑ八千代
八千代町 あじさい学園寮
八千代町 医療法人晴生会 介護老人保健施設葵の園・八千代
八千代町 住友電装(株)茨城事業所
八千代町 社会福祉法人 筑波記念会　特別養護老人ﾎｰﾑﾌｨｵｰﾚ
八千代町 ﾔﾏﾀﾞｲ(株)
八千代町 新日本段ﾎﾞｰﾙ（株）茨城工場
八千代町 ﾆｭｰｴｲｼﾞ(株)本社･茨城工場
八千代町 (株)ｾﾞﾝﾄｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ茨城営業所
八千代町 ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ いのせ
八千代町 安静保育園
八千代町 社会福祉法人 中結城保育園
八千代町 八千代中央幼稚園
八千代町 (有)白菊
八千代町 共進ﾚﾝﾀｶｰ(有)
八千代町 (有)結城家
八千代町 学校法人 おがわ学院 八千代ひかり幼稚園
八千代町 中国料理 桃源
八千代町 さわき幼稚園
八千代町 ｴﾌﾋﾟｺ愛ﾊﾟｯｸ（株）茨城工場
八千代町 たちばな幼稚園
桜川市 出川工業(株)
桜川市 長岡石材店
桜川市 山六工業(株)
桜川市 山口石材店
桜川市 (有)ﾔﾏｺ石材産業
桜川市 冨田石材工業(株)
桜川市 日本郵便(株)真壁郵便局
桜川市 桜川市役所 大和庁舎
桜川市 北つくば農業協同組合 大和支店



桜川市 海老原石材工業(株)
桜川市 (有)古橋商店
桜川市 臼井もき商店
桜川市 (株)ﾏｶﾍﾞ
桜川市 (株)紫尾製陶
桜川市 (有)野口研材商会
桜川市 ｴﾝｹｲﾏｶﾍﾞ(株)
桜川市 真壁青果(有)
桜川市 (株)木口
桜川市 大倉産業(株)
桜川市 (有)常陸ﾌﾟﾚｽ工業所
桜川市 北つくば農業協同組合 真壁支店
桜川市 (有)告邦石材工業
桜川市 桜川市役所 真壁庁舎
桜川市 (株)西岡本店
桜川市 宮本電業(株)
桜川市 黒沢石材店
桜川市 (株)古橋工芸社
桜川市 (株)小林石材工業
桜川市 (有)みかど産業
桜川市 (株)𠮷田製材所
桜川市 鬼澤幸男石材店
桜川市 増渕木材店
桜川市 (有)大塚石材工業
桜川市 岡野石材(株)
桜川市 池田字彫工業(有)
桜川市 鈴木佐次郎石材
桜川市 (有)石のｲｲｼﾞﾏ
桜川市 柿沼製粉(株)
桜川市 (株)ﾁｸｾｲ21
桜川市 白田工建(株)
桜川市 渡辺建設(株)
桜川市 (株)田口建設
桜川市 (有)金子昭商店
桜川市 真壁授産学園
桜川市 (有)小林石材産業
桜川市 (株)三益
桜川市 (有)増渕石材産業
桜川市 社会福祉法人 紫峰会紫峰厚生園
桜川市 大和土建(株)
桜川市 (株)丸喜
桜川市 特別養護老人ﾎｰﾑ ひだまりの家やまと
桜川市 真壁厚生学園
桜川市 (株)木本石材 真壁展示場
桜川市 (株)下條土建
桜川市 (有)仲田電気商会
桜川市 (株)仁平工務店
桜川市 石田道路(株)桜川支店
桜川市 筑西広域市町村圏事務組合消防本部 桜川消防署
桜川市 桜川市役所 岩瀬庁舎
桜川市 富谷牛乳(株)
桜川市 (株)堀石材工業
桜川市 北つくば農業協同組合 岩瀬支店
桜川市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)桜川ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
桜川市 仁平鋼業(株)本社
桜川市 柳田工業(株)
桜川市 飯田建設(株)
桜川市 羽黒石材工業(株)
桜川市 丸川木材(株)
桜川市 (株)萩原工業
桜川市 岩瀬城総合娯楽ｾﾝﾀｰ
桜川市 (株)常陽銀行 岩瀬支店



桜川市 (株)ﾏﾙﾆ工業
桜川市 (株)ｵﾙﾏｲﾄ
桜川市 (株)北畠農機商会
桜川市 大泉砕石(株)
桜川市 (株)MembershipClub
桜川市 細谷鮮魚店
桜川市 魚武
桜川市 足立建設(株)
桜川市 榎戸工務店(株)
桜川市 (有)富谷ｺﾞﾑ工業
桜川市 (株)にのみや工務店
桜川市 渡辺石油(有)
桜川市 (株)三電
桜川市 (有)市村工務店
桜川市 丸和建設(株)
桜川市 (有)てらじま
桜川市 ｽｽﾞｷ産業
桜川市 (有)ｵｻｶﾀﾓｰﾀｰｽ
桜川市 (株)大橋工業
桜川市 (株)阿部商店
桜川市 (有)雨谷工業
桜川市 (有)蛯沢物産
桜川市 学校法人 古谷野学園　幼保連携型認定こども園 星の宮幼保園
桜川市 市村土建
桜川市 北関東緑化
桜川市 (有)増田祭典
桜川市 茨城日野自動車(株)岩瀬支店
桜川市 ﾅﾁｭﾗﾙﾍﾟｯﾄﾌｰｽﾞ(株)
桜川市 (有)小森興業
桜川市 (株)仲田建設
桜川市 (有)岩瀬生ｺﾝ
桜川市 ﾐﾗｲﾌ(株)桜川店
桜川市 (有)雪平養鶏場
桜川市 やまと技研(株)
桜川市 日本郵便(株)岩瀬郵便局
桜川市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ岩瀬
桜川市 小川電気工事店
桜川市 公益社団法人 桜川市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
桜川市 茨城県信用組合 岩瀬支店
桜川市 医療法人 鴻仁会 上の原病院
桜川市 住友化学(株)健康・農業関連事業研究所　真壁試験農場
桜川市 社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会 真壁支所
桜川市 社会福祉法人 桜川市社会福祉協議会 岩瀬本所
桜川市 (株)筑波銀行 真壁支店
桜川市 桜川警察署
桜川市 医療法人 恒貴会 大和ｸﾘﾆｯｸ
桜川市 ｽﾐﾊﾂｻｰﾋﾞｽ(株)
桜川市 (株)ｽﾐﾊﾂ
桜川市 (株)筑波銀行 岩瀬支店
桜川市 介護老人保健施設　ﾏｶﾍﾞｼﾙﾊﾞｰﾄﾋﾟｱ
桜川市 JA北つくばｱｸﾞﾘﾌｧｰﾑ(株)
桜川市 北つくば農協葬祭(株)岩瀬事業所
桜川市 櫻川造園土木
桜川市 介護老人保健施設　さざんか荘
桜川市 特別養護老人ﾎｰﾑ　さつき荘
桜川市 医療法人同愛会　介護老人保健施設さくらがわ
桜川市 社会福祉法人 上の原学園
桜川市 特別養護老人ﾎｰﾑ　上の原
桜川市 岩瀬ｹｱｾﾝﾀｰそよ風
桜川市 大成･岡部･白田特定建設工事共同企業体　上曽ﾄﾝﾈﾙ作業所
桜川市 (有)ﾏｶﾍﾞｸﾘｰﾝ
桜川市 HondaCars茨城西　桜川店



桜川市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)桜川ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
桜川市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ新茨城（株）岩瀬店
桜川市 成豊建設(株)上曽作業所
桜川市 岩瀬ﾌﾟﾘﾝｽ電機(株)
桜川市 (株)つくば鶏　岩瀬営業所
桜川市 社会福祉法人　恒徳会　桃香園
桜川市 渡辺工業(株)
桜川市 (株)ﾋﾛｻﾜ　本社
桜川市 (有)仙波自動車
桜川市 真壁保育園
桜川市 焼肉ﾚｽﾄﾗﾝ 一喜
桜川市 茨城県立 真壁高等学校　稲荷原農場
桜川市 山水荘
桜川市 岩瀬日本大学高等学校
桜川市 吉原寿司
桜川市 松乃鮨
桜川市 ひなの里幼稚園
桜川市 (有)町田葬祭
結城市 (株)池田工務店
結城市 (株)中澤本店
結城市 (有)古山
結城市 東べ精巧(株)結城工場
結城市 (株)小倉工務店
結城市 日本郵便(株)結城郵便局
結城市 奥順(株)
結城市 結城消防署
結城市 柳田機器(株)
結城市 (株)ｺｼﾉﾃｯｸ
結城市 (株)足利銀行　結城支店
結城市 (株)ｴｲﾖｳｼｮｸ
結城市 (株)ﾋﾞｰ･ﾈｯﾄ
結城市 (株)石島建設
結城市 小貫建設(株)
結城市 (株)平和電気
結城市 (株)角田化学
結城市 北島解体
結城市 日混工業(株)結城工場
結城市 (株)常陽銀行 結城支店
結城市 ﾊﾞｲｴﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲｴﾝｽ(株)開発ｾﾝﾀｰ
結城市 (株)結城ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
結城市 ﾐﾔｺ自動車工業(株)結城事業所
結城市 (株)大紀ｱﾙﾐﾆｳﾑ工業所　結城工場
結城市 結城市役所
結城市 (株)丸久製作所
結城市 北つくば農業協同組合 結城支店
結城市 (株)かすが
結城市 結城信用金庫
結城市 小西(株)
結城市 ﾍﾞﾙﾃｸｽ(株)結城工場
結城市 大日方自動車(株)
結城市 (株)ﾐﾔﾀ
結城市 合資会社 宮田石材商会
結城市 (有)雨甲斐商店
結城市 中野冷機(株)結城工場
結城市 日水製薬(株)
結城市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)結城店
結城市 (株)ﾗｲﾌﾚｯｼｭｲﾜﾀ
結城市 (株)矢口工業
結城市 (株)のはら
結城市 (有)鈴太組
結城市 中尾畜産(株)
結城市 (株)富田工業



結城市 (有)三光給食
結城市 中山(株)
結城市 (有)丸清
結城市 科研工業(株)
結城市 ﾎｼﾉ建設(株)
結城市 (有)みやもと
結城市 (有)阿部瓦工業
結城市 社会福祉法人 希望会 あすなろ学園
結城市 (有)猪野建材工業
結城市 (有)鈴木石油
結城市 篠﨑ｺﾝｸﾘｰﾄ(株)
結城市 広畜商事(株)
結城市 (有)ｲｸｲ建築
結城市 (株)ｾｷﾉ興産 結城店
結城市 昭和電工ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ(株)下館事業所(南結城)
結城市 (有)城南興業
結城市 ｾｲｺｰ電機(株)
結城市 大村紙業(株)茨城事業部
結城市 古沢建設(株)
結城市 結城金属(株)
結城市 (株)若しば企画ｻｰﾋﾞｽ
結城市 中嶋産業(株)
結城市 (有)田崎商店
結城市 (有)阪東軽金属
結城市 北條工業(株)
結城市 城南安全設備(株)
結城市 保安産業(株)
結城市 医療法人社団 同樹会 結城病院
結城市 (有)本沢商工
結城市 (有)風間組
結城市 (株)北島土建材
結城市 栗原工業(有)
結城市 社会医療法人達生堂　城西病院
結城市 税理士法人 優貴会
結城市 (株)ﾆｯｾｲ結城
結城市 (有)増山工業
結城市 (有)結城環境衛生ｻｰﾋﾞｽ
結城市 (株)ｲﾅﾊﾞ
結城市 京浜金属(株)
結城市 社会福祉法人 結城市社会福祉協議会
結城市 日本無機(株)結城工場
結城市 秋元観光(有)
結城市 小林架設
結城市 社会福祉法人 達生堂
結城市 宮田商店
結城市 介護老人保健施設 健田
結城市 (株)稲葉工業
結城市 介護老人保健施設 生きいき倶楽部
結城市 結城市立 学校給食ｾﾝﾀｰ
結城市 岩月内装(株)
結城市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　結城営業所
結城市 (株)しもふさの郷
結城市 福祉施設 ﾊｰﾓﾆｰ城ﾉ内
結城市 (株)公和産業 結城工場
結城市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　ｼﾙﾊﾞｰ事業部　あずみ苑結城
結城市 (株)全日本農協畜産公社
結城市 北つくば農協葬祭(株)西部事業所
結城市 北つくば農業協同組合 結城南支店
結城市 北つくば農業協同組合 西部営農経済ｾﾝﾀｰ
結城市 ﾂｸｲ結城
結城市 ﾎｰﾑｾﾝﾀｰ山新　結城店
結城市 結城警察署



結城市 北日本ｶﾞｽ(株)結城営業所
結城市 特定非営利活動法人 ｾﾗｳﾞｨ
結城市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)結城店
結城市 ｱｸﾞﾛｶﾈｼｮｳ(株)
結城市 ﾖｼｹｲ栃木ﾌｰｽﾞ(株)小山営業所
結城市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)結城店
結城市 (有)近川土建
結城市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城 ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ結城
結城市 (株)ﾄｰﾎｰﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ茨城営業所
結城市 結城ｹｱｾﾝﾀｰ そよ風
結城市 (株)筑波銀行 結城支店
結城市 ﾛｼﾞｽﾈｸｽﾄ東京(株)
結城市 ｺﾝﾄﾞｰﾃｯｸ(株)北関東営業所
結城市 (株)川金ｺｱﾃｯｸ 茨城工場
結城市 (株)P&Eﾌｰｽﾞ 小山店(四季彩)
結城市 (株)ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌ 結城営業所
結城市 社会福祉法人芳香会 青嵐荘養護老人ﾎｰﾑ
結城市 (有)伊藤総合開発
結城市 大和冷機工業(株)小山東営業所
結城市 (株)永嶋組
結城市 (株)ﾖｼｹｲ茨城　古河営業所
結城市 (株)ﾄｳﾁｭｳ関東支店
結城市 常陽保険ｻｰﾋﾞｽ(株)下館支社
結城市 (株)ﾑﾗﾔﾏ　本店
結城市 (株)ﾖﾛｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
結城市 （株）北捷
結城市 （株）三共　結城営業所
結城市 (株)KAT　茨城営業所
結城市 (株)相和産業
結城市 (株)ﾏﾙﾆ電業
結城市 (株)やさしい手　療養通所介護かえりえ結城
結城市 ﾐﾕｷ鋼材(株)結城事業所
結城市 ゆいﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝ
結城市 (株)東和食品
結城市 日本生命保険相互会社　結城営業部
結城市 (株)きくや
結城市 結城ふたば保育園
結城市 社会福祉法人 芳香会 たま保育園
結城市 結城観光ｶﾞｰﾃﾞﾝ(株)
結城市 結城尚武館剣道場
結城市 富士見幼稚園
結城市 社会福祉法人 筑波会
結城市 (有)お食事処いとう
結城市 社会福祉法人 三国福祉会 みくに保育園
結城市 学校法人 みずがき学院　結城ひかり幼稚園
結城市 滝澤商店
結城市 社会福祉法人 ふたば福祉会 かなくぼ保育園
結城市 結城物産(株)
結城市 一般社団法人　日本皆泳協会
常総市 (有)石塚工業
常総市 (有)小島ｻｯｼﾄｰﾖｰ住器
常総市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　水海道営業所
常総市 (株)釜久本店
常総市 茨城電設(株)常総営業所
常総市 関東日本ﾌｰﾄﾞ(株)東関東事業部常陽営業部
常総市 高砂製紙(株)
常総市 (株)釜倉屋商店
常総市 (株)染谷工務店
常総市 日本郵便(株)水海道郵便局
常総市 (株)島田製作所
常総市 (有)岡野種苗園
常総市 (株)木原製作所



常総市 (株)大堀工務店
常総市 北村製布(株)
常総市 (株)常陽銀行 水海道支店
常総市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)水海道中妻店
常総市 常総市役所
常総市 白井石油(株)
常総市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)土浦支社 水海道事務所
常総市 正栄工業(株)
常総市 (株)ﾌﾙﾔ建商
常総市 常総ひかり農業協同組合 水海道東支店
常総市 (株)くらもち本社
常総市 岩見印刷(株)
常総市 ﾔﾝﾏｰｱｸﾞﾘｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)関東甲信越支社　水海道支店
常総市 染谷建設(株)
常総市 (株)常和
常総市 (有)鈴木工事
常総市 稲葉建設(株)
常総市 (有)石山清掃
常総市 (医)仁愛会 水海道厚生病院
常総市 (株)日本金剛砥石製作所
常総市 関建設(株)
常総市 (株)筑波銀行 水海道支店
常総市 (有)橋本工務店
常総市 (株)ｲﾜｶﾐ
常総市 北島ﾎﾟﾝﾌﾟ興業(株)
常総市 三栄商会(株)
常総市 青木商事(株)
常総市 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部　水海道消防署
常総市 (有)中村商店
常総市 (株)ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ茨城 水海道ﾊﾞｲﾊﾟｽ店
常総市 茨城日産自動車(株)水海道中妻店
常総市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)水海道店
常総市 (株)ｴﾑｼﾞｰｴｽ茨城支店
常総市 (株)山庄工業
常総市 (株)山野井建材店
常総市 茨城県信用組合 水海道支店
常総市 SMC(株)筑波工場
常総市 (株)小島ﾎﾟﾝﾌﾟ
常総市 社会福祉法人 和耕会 和耕学園
常総市 医療法人財団 竹恵会
常総市 日産部品茨城販売(株)水海道営業所
常総市 茨城日野自動車(株)守谷支店
常総市 (有)ﾏｻﾞｰ･ｷｯﾁﾝ
常総市 社会福祉法人 東雲会 特別養護老人ﾎｰﾑ よしの荘
常総市 (株)ﾈﾂﾀﾞﾝ つくば事業所
常総市 (株)太陽ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
常総市 (株)東通工
常総市 (株)ﾊﾘｶﾞｲ工業
常総市 社会福祉法人 筑水会 特別養護老人ﾎｰﾑ 筑水苑
常総市 新井土木(株)
常総市 倉田建材(有)
常総市 倉持電気(株)
常総市 (株)礒商店
常総市 玉学校給食ｾﾝﾀｰ
常総市 (株)大木組
常総市 飯塚建設(株)
常総市 本川建設工業(株)
常総市 川口真空(株)茨城工場
常総市 門井電気工事(株)
常総市 (株)菊池土建
常総市 丸栄ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)茨城工場
常総市 (株)常陽銀行 石下支店



常総市 野村醸造(株)
常総市 茨城県常総工事事務所
常総市 常総市役所 石下庁舎
常総市 常総ひかり農業協同組合 石下支店
常総市 (株)稲葉燃料
常総市 丸三商事工業(株)
常総市 (株)生井
常総市 (株)飯野工業
常総市 稲葉瓦工業(株)
常総市 (株)筑波材木店
常総市 石川工務店
常総市 (株)新星ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
常総市 ﾄｳｼｮｳ物産(株)
常総市 (有)小見川瓦工業
常総市 (株)山信工務店
常総市 日本郵便(株)石下郵便局
常総市 (有)菊地組
常総市 合名会社 叶屋本店
常総市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)石下店
常総市 大坂建鋼(株)
常総市 (有)ｺﾄﾔ
常総市 都土木興業(株)
常総市 (株)小林建設
常総市 (有)十志工業
常総市 (株)菊水工業
常総市 (有)ｲﾅｲｼﾃﾝﾄ
常総市 ﾘｽｶ(株)本社工場
常総市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)常総石下店
常総市 ｻﾝﾌﾟﾗｽﾁｯｸ工業(株)
常総市 うなぎや魚誠
常総市 筑波ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝいしげ
常総市 沢田木工建設
常総市 特別養護老人ﾎｰﾑ さくら館
常総市 (株)若しば企画ｻｰﾋﾞｽ 常総店
常総市 社会福祉法人 常総市社会福祉協議会　石下総合福祉ｾﾝﾀｰ
常総市 特別養護老人ﾎｰﾑ 筑波ｷﾝｸﾞｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ
常総市 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)守谷営業所
常総市 水海道産業(株)
常総市 第一環境(株)常総事務所
常総市 三和ｴﾅｼﾞｰ(株)茨城支店　水海道ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰｾﾝﾀｰ
常総市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ常総つくばみらい
常総市 (有)ｻﾄﾐ金属
常総市 水海道ｹｱｾﾝﾀｰそよ風
常総市 (株)武藤商店
常総市 (株)三和 県南支店
常総市 ｴｽｺｰﾗ･ｵﾌﾟｼｮﾝ
常総市 王子ｺﾝﾃﾅｰ(株)つくば工場
常総市 常総警察署
常総市 東武化学(株)
常総市 (株)ｶﾞｲｱｰﾄ機械ｾﾝﾀｰ
常総市 東邦建(株)常総技術ｾﾝﾀ
常総市 藤井産業(株)水海道営業所
常総市 田口金属(株)筑波工場
常総市 (株)ﾐﾂｳﾛｺｳﾞｨｯｾﾙ東関東支店　常総つくば店
常総市 (有)茨商
常総市 茨城職業能力開発促進ｾﾝﾀｰ
常総市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽ 常総 居宅介護支援事業所
常総市 (株)筑波銀行 石下支店
常総市 ﾂｸｲ常総水海道
常総市 (株)ﾀﾞｲｾﾞﾝ
常総市 (株)ｴｽﾃﾞｲ製作所
常総市 (株)二条丸八　つくば工場



常総市 常総広域障害者施設 常総ふれあいの杜
常総市 (株)ｵﾐｶﾞﾜ
常総市 新明電材(株)常総営業所
常総市 日栄商事(株)
常総市 日栄ﾎｰﾑ(株)
常総市 (株)日立物流首都圏　重量機工営業所
常総市 茨城いすゞ自動車(株)石下営業所
常総市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)岩井営業所
常総市 (株)ｱｻﾝﾃ　常総営業所
常総市 住友ﾅｺﾌｫｰｸﾘﾌﾄ販売(株)
常総市 日本ﾊﾑ食品(株)関東ﾌﾟﾗﾝﾄ
常総市 (株)ﾌｼﾞﾀ鬼怒川排水樋管作業所
常総市 (株)電総　常総支店
常総市 (株)立川製鑵
常総市 あいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ常総豊岡　
常総市 SMCﾌﾟﾚｺﾝｸﾘｰﾄ(株)茨城工場
常総市 (株)五月女生ｺﾝ　石下工場
常総市 一般社団法人茨城県きぬ医師会
常総市 興和土木（有）
常総市 原田鉄筋（株）茨城営業所
常総市 市民・福祉ｾﾝﾀｰ｢ふれあい館｣
常総市 ﾒｰｸｽ（株）茨城工場
常総市 郡ﾘｰｽ(株)関東第二工場
常総市 太陽ｴｺﾌﾞﾛｯｸｽ(株)つくば工場
常総市 淺沼組　地整圏央道鬼怒川橋下部工　作業所
常総市 (株)晃和　茨城営業所
常総市 東洋ﾘﾈﾝｻﾌﾟﾗｲ(株)茨城工場
常総市 (株)ｾﾝｽﾀｲﾑｼﾞｬﾊﾟﾝ　AI．自動運転ﾊﾟ-ｸ
常総市 戸田建設(株)（仮称）ｸﾞｯﾄﾞﾏﾝ常総新築工事作業所
常総市 (株)AJ　ﾋｭｰﾏﾝｷｬﾋﾟﾀﾙ
常総市 ﾜﾀﾐの宅食　茨城守谷営業所
常総市 (有)猪瀬造園土木
常総市 障害者支援施設　かしわ学園
常総市 住友生命保険相互会社　柏常総支社水海道支部
常総市 医療法人晴生会　介護老人保健施設葵の園・常総
常総市 (株)花木工業つくば技術ｾﾝﾀｰ
常総市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　水海道営業所
常総市 JA茨城ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)常総つくばｶﾞｽｾﾝﾀｰ
常総市 茨城ﾖｺﾊﾏﾀｲﾔ販売(株)水海道営業所
常総市 (有)坂本建美装
常総市 常総市豊岡給食ｾﾝﾀｰ
常総市 (有)飯田建設
常総市 学校法人 水海道教会学園　二葉こども園
常総市 (有)石川会館
常総市 きぬ幼稚園
常総市 絹西保育園
常総市 うお松
常総市 社会福祉法人 東雲会 小貝保育園
常総市 (有)海鮮茶屋 末廣
常総市 学校法人 寿広学園
常総市 ﾁｬｲﾆｰｽﾞﾚｽﾄﾗﾝ おおとり
常総市 寿司割烹 大吉
常総市 お食事処 かめや
常総市 お食事処 みのわ
常総市 旬彩料理 日本橋
常総市 学校法人 大楽寺学園
常総市 常総市立おひさま幼稚園
常総市 常総市立にじいろ幼稚園

つくばみらい市 ﾄｰｿｰ(株)つくば事業場
つくばみらい市 (株)ｸﾎﾞﾀ筑波工場
つくばみらい市 東日本高速道路(株)関東支社 谷和原管理事務所
つくばみらい市 つくばみらい市役所 谷和原庁舎



つくばみらい市 谷原建設(株)本社
つくばみらい市 水海道地区ﾄﾗｯｸ事業協同組合
つくばみらい市 常総土木工業(株)
つくばみらい市 SMC(株)筑波技術ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 (株)稲葉通商
つくばみらい市 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘつくばみらいｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 花王ｸﾞﾙｰﾌﾟｶｽﾀﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)茨城支店つくばｵﾌｨｽ
つくばみらい市 (株)直井造園土木
つくばみらい市 ﾋﾀﾁ緑化(株)
つくばみらい市 (株)ﾌｼﾞｯｸｽ　つくば営業所
つくばみらい市 (株)ﾆﾁｴｲ･ｶｰﾏｯｸｽ 守谷店
つくばみらい市 常磐興業(株)
つくばみらい市 (株)ｸﾎﾞﾀ建機ｼﾞｬﾊﾟﾝ 茨城営業所
つくばみらい市 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　茨城事務所
つくばみらい市 社会福祉法人 和楽日会 特別養護老人ﾎｰﾑ ぬくもり荘
つくばみらい市 ﾋﾟｼﾞｮﾝ(株)中央研究所
つくばみらい市 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾎｰﾑｽﾞ(株)つくば工場
つくばみらい市 (株)十和自工
つくばみらい市 井関農機(株)つくばみらい事業所
つくばみらい市 (株)斉藤商店
つくばみらい市 (株)筑波ｺﾞﾙﾌｺｰｽ
つくばみらい市 原信田建設(株)
つくばみらい市 山野井精機(株)
つくばみらい市 (株)山田組
つくばみらい市 取手国際ｺﾞﾙﾌ倶楽部
つくばみらい市 茨城ｺﾞﾙﾌ倶楽部
つくばみらい市 つくばみらい市役所 伊奈庁舎
つくばみらい市 取手自動車教習所
つくばみらい市 成島建設(株)
つくばみらい市 昭和瀝青(株)
つくばみらい市 (株)川上農場
つくばみらい市 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部　つくばみらい消防署
つくばみらい市 (株)常南部品商会
つくばみらい市 成建工業(株)
つくばみらい市 いなほ工業(株)
つくばみらい市 丸松会館
つくばみらい市 (株)ｵﾘｴﾝﾀﾙ商事 つくば営業所
つくばみらい市 (株)赤塚土木興業
つくばみらい市 茨城みなみ農業協同組合　伊奈地区営農経済ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 茨城みなみ農業協同組合 みなみ農機ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 特別養護老人ﾎｰﾑ いなの里
つくばみらい市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)つくばみらい店
つくばみらい市 日本郵便(株)谷和原郵便局
つくばみらい市 日本郵便(株)伊奈郵便局
つくばみらい市 ｱﾙｲﾝｺ(株)つくば営業所
つくばみらい市 花王ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ(株)
つくばみらい市 (株)ﾈｸｽｺ東日本ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ　谷和原道路事務所
つくばみらい市 茨城日産自動車(株)つくばみらい店
つくばみらい市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)ﾚｸｻｽ守谷
つくばみらい市 茨城ｽﾊﾞﾙ自動車(株)守谷店
つくばみらい市 ｺﾏﾂ茨城(株)つくば支店
つくばみらい市 社会福祉法人 青洲会 どんぐり村
つくばみらい市 (株)ﾈｸｽｺ･ﾊﾟﾄﾛｰﾙ関東谷和原事業所
つくばみらい市 丸紅ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ(株)つくば物流ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 (株)荒井製作所
つくばみらい市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)つくば南ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 つくばｺﾝｸﾘｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株)守谷工場
つくばみらい市 (株)新みらい
つくばみらい市 ｸﾞﾘｰﾝ工業(株)
つくばみらい市 茨城県警察本部　交通部　高速道路交通警察隊 谷和原分駐隊
つくばみらい市 ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｯｸ(株)
つくばみらい市 みらい在宅ｹｱ(株)みらい訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ



つくばみらい市 NX商事(株)茨城営業ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 関東化学(株)筑波営業所
つくばみらい市 社会福祉法人 つくばみらい市社会福祉協議会 谷和原支所
つくばみらい市 社会福祉法人 つくばみらい市社会福祉協議会
つくばみらい市 日本道路興運(株)東関東営業所 管理部
つくばみらい市 日本道路興運(株)東関東支店
つくばみらい市 日本道路興運(株)東関東営業所 総務部
つくばみらい市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)守谷絹の台店
つくばみらい市 伊奈工業(株)
つくばみらい市 (株)ﾊﾞｲｸ王&ｶﾝﾊﾟﾆｰ 筑波物流ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 高速道路ﾄｰﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)南つくばﾃｸﾉｼｮｯﾌﾟ
つくばみらい市 (株)電洋社 竜ヶ崎営業所
つくばみらい市 茨城みなみ農業協同組合　伊奈支店
つくばみらい市 JA茨城みなみ　谷和原支店
つくばみらい市 (株)ｼﾞｪｰｿﾝ守谷共配ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 ｳｴﾙｼｱ介護ｻｰﾋﾞｽつくばみらい
つくばみらい市 (株)ｹｱｳｲﾝﾄﾞ
つくばみらい市 茨城みなみ農業協同組合　営農経済部
つくばみらい市 (株)荒川樹脂
つくばみらい市 (株)あじかん　ｱｸﾞﾘﾌｧｰﾑ　
つくばみらい市 十和運送(株)本社
つくばみらい市 一般社団法人日本自動車連盟　茨城支部　谷和原基地
つくばみらい市 浜野商事（株）
つくばみらい市 ﾔﾅｷﾞ管財（株）茨城営業所
つくばみらい市 （株）ｲﾊﾞｼﾞｭｳ　みらい平営業所
つくばみらい市 社会福祉法人　つくばみらい市社会福祉協議会　地域包括支援ｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 朝日精密ｺﾞﾑ(株)
つくばみらい市 ｾﾞﾈﾗﾙ管工(株)筑波工場
つくばみらい市 (株)ｶﾞｲｱｰﾄ北関東支店　東関東営業所
つくばみらい市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)つくばみらい平店
つくばみらい市 (株)ｽｰﾊﾟｰﾒｲﾄ　北関東支社
つくばみらい市 茨城協同ｻｰﾋﾞｽ(株)小絹営業所
つくばみらい市 (株)新藤慶昌堂　谷和原工場
つくばみらい市 ｲﾜﾀﾆ関東(株)常総営業所
つくばみらい市 （有）ｻｶｸﾞﾁ
つくばみらい市 (株)東亜　つくば営業所　つくばｶﾞｽｾﾝﾀｰ
つくばみらい市 (株)三喜　MD本部
つくばみらい市 東海ｹﾐｰ(株)筑波事業所
つくばみらい市 常栄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
つくばみらい市 絹ふたば文化幼稚園
つくばみらい市 (有)と兵衛

古河市 前田電気(株)
古河市 古河青果(株)
古河市 日東重機工事(株)
古河市 青木酒造(株)
古河市 大陽日酸ｴﾈﾙｷﾞｰ(株)関東支社古河支店
古河市 茨城むつみ農業協同組合 古河支店
古河市 山中建設工業(株)
古河市 (株)三和ﾄﾖﾍﾟｯﾄ
古河市 坂東工業(株)
古河市 (有)小林商店
古河市 亀屋商事(株)
古河市 (株)ｲﾁﾈﾝｹﾐｶﾙｽﾞ北関東営業所
古河市 三桜工業(株)
古河市 ﾔﾏﾄ工業(株)
古河市 生井工業(株)
古河市 日本ﾊﾟｰｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ(株)古河工場
古河市 旭木材工業(株)
古河市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)古河店
古河市 (株)常陽銀行 古河支店
古河市 ｻﾝ商事(株)
古河市 日本郵便(株)総和郵便局



古河市 (株)関電工　茨城支店　古河営業所
古河市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀつくば(株)
古河市 斉藤工事(株)
古河市 (株)常陽銀行 古河東支店
古河市 (株)粕谷
古河市 大和電気工事(株)
古河市 (有)森田商店
古河市 成田商事(株)
古河市 共和電設(株)
古河市 (有)青木電器商会
古河市 (有)小泉建材店
古河市 小林義雄商店
古河市 (株)菊池工業
古河市 積水ﾊｳｽ(株)関東工場
古河市 平井工業(株)
古河市 (株)ｶﾜｺｰ
古河市 (有)総和解体工業
古河市 栗原木材(株)
古河市 (有)小川銅鉄店
古河市 大高工業(株)
古河市 大近建設(株)
古河市 古河ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ
古河市 山本解体工業(株)
古河市 総和防災(株)
古河市 (株)足利銀行　古河支店
古河市 平河ﾋｭｰﾃｯｸ(株)古河工場
古河市 (株)小野里商店 丘里営業所
古河市 ﾐﾔﾄ倉庫(株)
古河市 (株)内田組
古河市 (株)古河第一自動車学校
古河市 陸上自衛隊 第一施設団本部付隊
古河市 陸上自衛隊 第101施設器材隊 本部付隊
古河市 陸上自衛隊 第101施設器材隊 整備中隊
古河市 陸上自衛隊 第101施設器材隊 架橋中隊
古河市 陸上自衛隊 第301ﾀﾞﾝﾌﾟ車両中隊
古河市 陸上自衛隊 関東補給処 古河支処
古河市 古河ﾔｸﾙﾄ販売(株)古河本社
古河市 古河市役所 古河庁舎
古河市 古河市役所 総和庁舎
古河市 (株)岡本工務店
古河市 小川建設工業(株)
古河市 北進産業(株)
古河市 茨城日産自動車(株)古河店
古河市 (有)山中銅鉄　営業所
古河市 (株)福知商会
古河市 茨城いすゞ自動車(株)古河営業所
古河市 小山ﾚﾐｺﾝ(株)総和工場
古河市 東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ(株)茨城総支社 古河事務所
古河市 双葉ﾒｯｷ工業(株)古河工場
古河市 山崎製ﾊﾟﾝ(株)古河工場
古河市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)古河支店
古河市 (有)並木一郎商店
古河市 (株)丸直集鋼
古河市 (株)ﾅｶﾞﾂｶ
古河市 日本郵便(株)古河郵便局
古河市 堀江自動車工業(株)
古河市 (有)小倉重機
古河市 ﾔﾏｻﾞｷﾋﾞｽｹｯﾄ(株)古河事業所
古河市 宇都木建設（株）
古河市 茨城西南地方広域市町村圏事務組合　消防本部　古河消防署
古河市 京三電機(株)
古河市 戸井乳業(株)



古河市 (株)総ﾌﾟﾛ
古河市 (有)三協機材
古河市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)古河店
古河市 (有)島田米菓
古河市 秋庭電気工事(株)
古河市 (株)鈴木設備工業
古河市 油鉄印刷(株)
古河市 (株)積水化成品関東
古河市 黒岩食品(株)
古河市 (有)野沢鉄工
古河市 (株)育峯紙業
古河市 (有)太洋
古河市 (有)天谷自動車
古河市 (株)鈴木印刷所
古河市 (株)ｲｰｴｽ商会
古河市 (有)山室自動車修理工場
古河市 (株)高橋芝園土木
古河市 古河税務署
古河市 (株)加藤燃料
古河市 (有)前島自動車修理工場
古河市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田 古河店
古河市 (有)太洋舎
古河市 (株)古河ｶﾞｽ
古河市 (株)小倉呉服店
古河市 ｱﾙﾌｧｸﾗﾌﾞ(株)さがみ葬斎会館古河
古河市 鶴田電機(株)
古河市 (有)高田設備工業
古河市 (株)総和設備
古河市 (有)安喰商会
古河市 北埼ﾄｰﾖｰ住器(株)古河店
古河市 富士化学塗料(株)古河営業所
古河市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)古河大山店
古河市 (株)共栄自動車商会
古河市 (株)東洋農事
古河市 (株)ﾄｷﾜ商工
古河市 (有)代田自動車
古河市 中央労働金庫 古河支店
古河市 (有)寺崎商会
古河市 春山電気工業(株)
古河市 (株)ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ
古河市 清水住宅機器(株)
古河市 三共自動車工業(株)
古河市 吉田化工(株)
古河市 (株)ﾀｶﾉ重機土木
古河市 嘉和 古河工場
古河市 (株)正榮電設機工
古河市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)古河東牛谷店
古河市 (株)ｱｻｲ
古河市 中内石油
古河市 ﾒｸﾞﾛ化学工業(株)
古河市 ｾｷ設備建設(株)
古河市 (株)ﾀﾞｲﾆﾁ商会
古河市 (株)ｴｲｹﾝ
古河市 (株)磯井建設
古河市 (株)鈴木清司商店
古河市 日本板硝子ｳｲﾝﾃｯｸ(株)
古河市 (有)共栄青果
古河市 (株)伊藤機工商会
古河市 関工業(株)
古河市 (株)小林製作所
古河市 結城電設(株)
古河市 東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(株)古河ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ



古河市 (株)ｴｲ･ｱｲ･ｴｽ
古河市 當り矢本店
古河市 (株)小松園
古河市 新明電材(株)古河営業所
古河市 須永ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ(株)
古河市 (有)岡安工業
古河市 倉持工業所
古河市 (株)船橋
古河市 中央ﾘﾋﾞﾝｸﾞ販売(株)
古河市 (株)ｻﾝｺｰ緑地建設
古河市 (株)丸健工業
古河市 阿部建設工業(株)
古河市 (有)益子樹脂興業
古河市 沓掛建興(株)
古河市 北関東綜合警備保障(株)古河支社
古河市 医療法人 仁寿会 総和中央病院
古河市 (有)吉田商事
古河市 (有)一産業
古河市 谷島工業(株)
古河市 栗原金物(株)
古河市 (株)ｾﾌﾃｯｸ
古河市 (株)ｻﾆｸﾘｰﾝ東京 古河営業所
古河市 (株)ﾁﾋﾛ建興
古河市 創造紙材(株)
古河市 KGKｻｰﾋﾞｽ(株)古河工場
古河市 (株)安藤ｽｸﾘｰﾝ製作所
古河市 (有)農業生産法人 茨城白菜栽培組合
古河市 (株)ｼﾉｻﾞｷ ｶﾅﾙﾊｳｽ
古河市 (有)ｼﾝｴｲﾚﾝﾀﾘｰｽ
古河市 公益社団法人 古河市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
古河市 (有)丸勝建設
古河市 (有)末永工業
古河市 (株)ﾔﾏｼﾝ
古河市 日鉄物産ﾜｲﾔ＆ｳｴﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)北関東支店
古河市 (有)山本設備
古河市 茨城県古河保健所
古河市 古河市古河福祉の森会館
古河市 明和證券(株)古河支店
古河市 古河赤十字病院
古河市 (有)ｱﾗｲ水道
古河市 ﾄﾓヱ乳業(株)
古河市 介護老人保健施設 平成園
古河市 茨城むつみ農業協同組合 総和支店
古河市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ古河
古河市 積水ﾊｳｽ(株)東日本教育訓練ｾﾝﾀｰ
古河市 三浦工業(株)古河支店
古河市 (株)ﾃｲ.ｴｲ.ｴﾌ
古河市 社会福祉法人 下総ﾌﾟﾘﾝｽｸﾗﾌﾞ
古河市 (株)篠﨑ﾎﾟﾝﾌﾟ機械製作所
古河市 社会福祉法人 芳香会
古河市 古河市総和福祉ｾﾝﾀｰ｢健康の駅｣
古河市 東上ｶﾞｽ(株)古河営業所
古河市 (株)ﾖｼﾀﾞ
古河市 (株)三幸
古河市 (株)筑波銀行 古河支店
古河市 (有)鈴雅工業
古河市 (株)白戸工機
古河市 特定非営利活動法人ひだまり
古河市 (有)新和産業
古河市 一建設(株)　古河営業所
古河市 (株)旭興業　総和営業所
古河市 (株)ｱｸﾂ



古河市 (株)共立創建
古河市 王子ｺﾝﾃﾅｰ(株)茨城工場
古河市 三和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業(株)
古河市 古河市役所 三和庁舎
古河市 (株)小林保温工業
古河市 森田建設工業(株)
古河市 (株)小林農機
古河市 ﾐﾗｲﾌ(株)三和店
古河市 (株)ｲｼｶﾜ功電社
古河市 (株)三和食鶏
古河市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ三和ｾﾝﾀｰ
古河市 日本郵便(株)三和郵便局
古河市 川崎鍛工(株)
古河市 茨城日野自動車(株)古河支店
古河市 (有)松栄宅建
古河市 (有)小森谷建設
古河市 (有)新和工業
古河市 (有)染谷商店
古河市 (有)筑西建設
古河市 (株)三和豆水庵
古河市 日産部品茨城販売(株)古河営業所
古河市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)北関東ふそう　三和支店
古河市 (株)大久保工業
古河市 ｻﾝﾜ設計(株)
古河市 ﾐﾔﾄ製菓(株)
古河市 三和石材工業(株)
古河市 (株)常陽銀行 三和支店
古河市 (株)ﾀｶﾃﾞﾝ工業
古河市 河原実業(株)三和営業所
古河市 茨城県信用組合 三和支店
古河市 社会福祉法人 芳香会 青嵐荘 蕗のとう舎
古河市 (株)石塚造園
古河市 (株)腰塚重機
古河市 茨城むつみ農業協同組合 三和支店
古河市 むらさき はなな
古河市 (株)石原木材
古河市 (株)ﾌﾟﾛﾃｯｸ
古河市 (株)きたじま
古河市 (株)吉原交商 ﾒﾓﾘｱﾙﾎｰﾙわたらせ
古河市 (株)横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ利根機材ｾﾝﾀｰ
古河市 (株)関商店　茨城工場
古河市 (有)長島工務店
古河市 維新建設(株)古河事業所
古河市 (株)ｴｺ･ﾌﾟﾗｽ
古河市 社会福祉法人 古河市社会福祉協議会
古河市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ ゆうりん
古河市 (有)田村建設
古河市 (有)大城産業
古河市 草間総合建設(株)
古河市 (有)青木水道工業
古河市 医療法人 慈政会 介護老人保健施設 まくらがの郷
古河市 (株)共成ﾚﾝﾃﾑ 古河営業所
古河市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)古河東店
古河市 いばらき中央建設(株)古河営業所
古河市 (有)神原防水工業
古河市 大野ﾓｰﾀｰｽ
古河市 (有)ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｼｽﾃﾑ
古河市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ みどりの丘
古河市 ﾔﾏﾑﾛﾐｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株)
古河市 特別養護老人ﾎｰﾑ みどりの里
古河市 (有)城北工業
古河市 社会福祉法人 愛和会



古河市 (株)野本電設工業
古河市 医療法人 徳洲会　古河総合病院
古河市 (株)LIXIL ﾋﾞﾊﾞ ﾋﾞﾊﾞﾎｰﾑ 古河店
古河市 茨城県信用組合 古河支店
古河市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)古河店
古河市 ﾔﾏｻﾞｷﾋﾞｽｹｯﾄ(株)北関東営業所
古河市 社会福祉法人 和風会
古河市 (株)関東興産
古河市 (有)並木建設工業
古河市 (株)安田建設
古河市 日本ﾄｰｶﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ(株)古河工場
古河市 ﾂｸｲ古河
古河市 (株)ｺﾞﾖｰ
古河市 社会福祉法人 愛光会 特別養護老人ﾎｰﾑ 愛光園
古河市 いすゞﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ(株)
古河市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ東日本(株)ﾀｲﾔｻｰﾋﾞｽ三和店
古河市 医療法人 愛仁会 利根川橋ｸﾘﾆｯｸ
古河市 藤井産業(株)古河営業所
古河市 (株)丸栄商店
古河市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　あずみ苑 古河
古河市 古河警察署
古河市 (株)茨城ﾊﾟﾜｰﾃｸﾉ 古河営業所
古河市 日野自動車(株)古河工場
古河市 (株)小泉東関東 古河営業所
古河市 (株)ｱﾗｲｳﾞ
古河市 岡田電気産業(株)古河営業所
古河市 特別養護老人ﾎｰﾑ 希望の森
古河市 (株)ｲﾊﾞｼﾞｭｳ 三和営業所
古河市 ﾍﾝﾘｰｼｬｲﾝｼﾞｬﾊﾟﾝｲｰｽﾄ(株)
古河市 社会福祉法人 芳香会 青嵐荘 つくし園
古河市 多機能型事業所 いちばん星
古河市 田口金属(株)古河工場
古河市 田口金属(株)丘里工場
古河市 古河市立 学校給食ｾﾝﾀｰ
古河市 大橋電業所(株)
古河市 古河市役所　スポーツ振興課
古河市 (株)筑波銀行 三和南支店
古河市 古河市三和浄水場
古河市 ﾈｰﾌﾞﾙﾊﾟｰｸ
古河市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)古河東店
古河市 関彰商事(株) 古河ｵﾌｨｽ
古河市 ｾｷｼｮｳﾎﾝﾀﾞ(株)古河大野店
古河市 (株)ｼｭﾃﾙﾝつくば ﾒﾙｾﾃﾞｽ･ﾍﾞﾝﾂ古河
古河市 ｲｰｸﾞﾙｲﾄﾏﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ古河
古河市 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ（株）古河支店
古河市 古河市役所 総務部　消防防災課
古河市 介護老人保健施設　けやきの舎
古河市 中央鋼材(株)
古河市 古河市商工会 総和事務所
古河市 小沢道路(株)
古河市 (株)ﾃｸﾉ・ｻｰﾋﾞｽ　古河営業所
古河市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)古河支店
古河市 ﾗﾝｽﾀｯﾄﾞ(株)古河支店
古河市 (株)三和ﾌｧｰﾑｻｰﾋﾞｽ　
古河市 ｾｺﾑ(株)古河営業所
古河市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ三和
古河市 (株)ﾆｯｾｲﾃﾞｨｰらﾝﾄﾞ営業所
古河市 社会福祉法人 ﾊﾟｽﾃﾙ多機能事業所たんぽぽ
古河市 東西配送(株)古河営業所
古河市 (株)F＆M
古河市 富士ﾌｲﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城支社古河分室
古河市 菊水化学工業(株)北関東営業所



古河市 (株)NIPPO古河出張所
古河市 (株)足利銀行　古河野木ﾌﾞﾛｯｸ個人営業部
古河市 ｳﾞｨﾙﾄｹﾞﾝ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)ｻｰﾋﾞｽ工場
古河市 共和電通(株)
古河市 （株）ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾃｯｸﾗﾝﾄﾞ古河店
古河市 ｾｶｲｴ（株）古河営業所
古河市 日本卓球(株)
古河市 (株)富田製作所　古河工場
古河市 (株)栗原辨天堂　茨城支店
古河市 関東鉄工(株)
古河市 古河総合病院居宅介護支援事業所
古河市 医療法人徳洲会　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　はなもも
古河市 訪問介護　四季
古河市 (有)並木保険企画
古河市 ﾜﾀﾐ(株)ﾜﾀﾐの宅食　茨城古河営業所
古河市 (株)ｲﾜｾ運輸機工
古河市 住友生命保険相互会社　小山支社　三和支部
古河市 住友生命保険相互会社　小山支社　古河分館
古河市 （株）ｾｲｼﾝ企業　古河開発研究所
古河市 ｺﾞｳﾀﾞ（株）関東事業部（工場）
古河市 ｺﾞｳﾀﾞ（株）関東事業部(営業）
古河市 山崎製パン(株)
古河市 舘野工業
古河市 明治安田生命保険相互会社　宇都宮支社　古河営業所
古河市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　古河営業所
古河市 茨城県民生活協同組合　本部
古河市 (株)丸栄商店　古紙ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
古河市 (株)ｴﾝﾄﾞｳﾊｳｾﾞ古河営業所
古河市 (株)ｵｰｸｳﾞｨﾙﾎｰﾑｽﾞ
古河市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄ古河
古河市 (株)石川建装
古河市 ゆうあい訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝゆめ
古河市 日本生命保険相互会社　古河営業部
古河市 日本生命保険相互会社　三和営業部
古河市 特定非営利活動法人　はつらつ会　青い鳥児童発達支援事業所
古河市 大樹生命保険(株)　古河営業部
古河市 ﾌﾚｰﾍﾞﾙ幼稚園
古河市 学校法人 三田学園 三田幼稚園
古河市 あゆみ保育園
古河市 総和剣道ｸﾗﾌﾞ
古河市 総和保育園
古河市 社会福祉法人 せんだんの木会　古河保育園
古河市 医療法人 慈政会 小柳病院
古河市 しらぎくこどもの城幼稚園
古河市 金澤工業(株)
古河市 ゆりかご幼稚園
古河市 学校法人 山本学園 総和第一幼稚園
古河市 (有)栃木家
古河市 認定こども園古河白梅幼稚園
古河市 社会福祉法人 芳香会 牛ｹ谷保育園
古河市 (株)中村商店
古河市 (株)山水
古河市 旬　おかさと
古河市 (有)静
古河市 学校法人 桐花学園 ﾙﾘ幼稚園
古河市 学校法人 慈法学園 認定こども園さんわ
古河市 学校法人　県西学園　認定こども園　柊幼稚園
古河市 (有)並木会館
古河市 (有)一福
古河市 認定こども園なさき
古河市 学校法人 服部学院 ひかり幼稚園
古河市 学校法人 吉羽学園 しらゆり幼稚園



古河市 学校法人 ｼｵﾝ学院 めぐみ幼稚園
古河市 (有)白木屋
古河市 (有)中田屋
古河市 学校法人 伏見学園 こまごめ幼稚園
古河市 (有)つくばね
古河市 （株）馬車道　徳樹庵　古河店
古河市 社会福祉法人 ﾊﾟｽﾃﾙ多機能型事業所おおぞら
境町 境町役場
境町 (株)ｻｸﾗｲ 境SS
境町 さしま環境管理事務組合
境町 萩原酒造(株)
境町 (有)福島工務店
境町 (有)若しば企画ｻｰﾋﾞｽ　境店
境町 さ志まや製菓(株)
境町 (有)技建工業
境町 (株)常陽銀行 境支店
境町 茨城県境工事事務所
境町 茨城県自動車学校 境校
境町 (株)関東甲信ｸﾎﾞﾀ　境営業所
境町 中和建設(株)
境町 風見製菓販売(株)
境町 茨城県県西農林事務所 境土地改良事務所
境町 山下工業(株)
境町 日之出工業(株)
境町 加藤建設工業(株)
境町 (有)平川商店
境町 茨城むつみ農業協同組合 本店
境町 小林工業(株)境支店
境町 (有)染谷建設工業
境町 川添工業(株)
境町 興建産業(株)北関東工場
境町 (株)染谷油店
境町 (株)荒井建設工業
境町 (株)染谷食鳥
境町 (株)篠原工務店
境町 (株)新栄開発
境町 (株)境食鳥
境町 (有)菊地自動車整備工場
境町 (株)関根重機
境町 (株)東研
境町 (有)ｶﾅｸﾎﾞ重機
境町 (株)冨張重機
境町 ｴｽ･ｼﾞｪｰ工業(株)
境町 (株)ﾅｯｸ･ﾀﾞｽｷﾝ事業部 第28支店
境町 小島電業(株)茨城支店
境町 (有)静光
境町 社会福祉法人 境町社会福祉協議会
境町 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾌｧﾐｰﾙ境
境町 (株)生井土建
境町 (株)SKI
境町 (有)染谷組
境町 (株)丸和園
境町 野村自動車整備工場
境町 日本郵便(株)境郵便局
境町 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)境店
境町 ﾄﾖﾀL&F茨城(株)県西営業所
境町 境警察署
境町 茨城西南医療ｾﾝﾀｰ病院
境町 (株)筑波銀行 境支店
境町 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)境店
境町 老人保健施設境町ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾟｸﾆｯｸ
境町 (有)友進建設



境町 五洋・植木組JV　首都圏中央連絡自動車道境高架橋工事事務所
境町 ｾﾝｺｰ(株)茨城支店　茨城境営業所
境町 ｾｷｼｮｳｶｰﾗｲﾌ(株)ﾋﾞｰｸﾙﾋﾞｰ境店
境町 (株)関東ﾒﾀﾙ
境町 日本ﾊﾟﾘｿﾝ(株)
境町 ﾋｭｰﾏﾝｻﾎﾟｰﾄ境ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
境町 朝日生命保険相互会社　茨城支社　境出張所
境町 ﾋｻﾏﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
境町 医療法人駿仁会　介護老人保健施設　夢彩の舎
境町 (株)平川ﾓｰﾀｰｽ
境町 日本生命保険相互会社　境営業部
境町 小松原商事(株)
境町 丸萬(有)
境町 社会福祉法人 育和会 境いずみ保育園
境町 社会福祉法人 森戸福祉会認定子ども園 はなぶさ
境町 学校法人 寺島学園 境杉の子幼稚園
境町 認定こども園ﾊﾞﾝﾋﾞｰﾉせいしょう
境町 割烹 寿々家
境町 旬鮮和食 かごや亭

坂東市 (株)ﾐﾔｹﾍﾟﾄﾛｰﾙ
坂東市 (株)中村組
坂東市 日本郵便(株)岩井郵便局
坂東市 (有)保土田商店
坂東市 片山特殊鍜工(株)
坂東市 (株)染谷商店
坂東市 (有)真中重機土木
坂東市 茨城日産自動車(株)ｻﾃｨｵ岩井店
坂東市 小山ﾚﾐｺﾝ(株)岩井工場
坂東市 篠塚建設(株)
坂東市 (株)荒川組
坂東市 (株)ﾜﾀﾅﾍﾞ
坂東市 (株)渡辺建材店
坂東市 鈴木段ﾎﾞｰﾙ工業(株)
坂東市 (株)常総ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
坂東市 野村産業(株)
坂東市 坂東市役所
坂東市 (株)岩井自動車学校
坂東市 (株)大利根ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部
坂東市 (有)越路金属
坂東市 茨城西南地方広域市町村圏事務組合 坂東消防署
坂東市 (株)ｺﾊﾞｯｸｽ 岩井工場
坂東市 岩井農業協同組合 本店
坂東市 (有)関建設興業
坂東市 (株)ﾏﾅｶ商事
坂東市 (株)角幸
坂東市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)坂東店
坂東市 川魚料理 横川
坂東市 (株)常陽銀行 岩井支店
坂東市 (有)石塚重機
坂東市 (株)阪東容器 岩井営業所
坂東市 (株)坂東ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
坂東市 日東電線工業(株)
坂東市 茨城県県西農林事務所 坂東地域農業改良普及ｾﾝﾀｰ
坂東市 (有)金久保石油
坂東市 片倉印刷工業(株)
坂東市 (株)いたがき
坂東市 (有)沼尻商店
坂東市 (株)丸昌
坂東市 倉持建設工業(株)
坂東市 (有)中山造園土木
坂東市 (株)茨大
坂東市 中山自動車整備工場



坂東市 (有)藤野鉄筋工業
坂東市 (株)野口組
坂東市 (有)石山建機
坂東市 (株)筑波銀行 岩井支店
坂東市 茨城県信用組合 岩井支店
坂東市 (有)鈴木建設
坂東市 石塚包装(有)
坂東市 (有)都路のたまご
坂東市 (株)石塚社
坂東市 (有)三村設備
坂東市 社会福祉法人 慈光学園
坂東市 ﾎﾟﾗﾃｯｸ(株)坂東工場
坂東市 (株)朝日建設
坂東市 社会福祉法人 坂東市社会福祉協議会
坂東市 (株)染谷組
坂東市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)坂東店
坂東市 茨城むつみ農業協同組合 猿島中央支店
坂東市 特別養護老人ﾎｰﾑ ﾊｰﾄﾌﾙ広侖
坂東市 医療法人 清風会 ﾎｽﾋﾟﾀﾙ坂東
坂東市 (株)ﾔﾏﾆ商会
坂東市 社会福祉法人 坂東市社会福祉協議会 支所
坂東市 (有)中村組
坂東市 (有)西部建設工業
坂東市 (有)新谷土建
坂東市 (株)菊田工業
坂東市 (株)三和食品
坂東市 野口工業(有)
坂東市 (株)豊和建設
坂東市 (株)坂巻工業
坂東市 (有)明正工業
坂東市 特別養護老人ﾎｰﾑ 長寿の里
坂東市 (有)ﾋﾗﾉ土木茨城営業所
坂東市 (株)稲垣飼料
坂東市 (有)島中組
坂東市 茨城県農業総合ｾﾝﾀｰ 農業大学校園芸部
坂東市 (株)明電気工業
坂東市 (株)松栄電設
坂東市 (株)友愛電気工事
坂東市 (株)機材社
坂東市 (株)ﾚｵﾊﾟﾚｽ21　ｼﾙﾊﾞｰ事業部　あずみ苑 岩井
坂東市 岩井農業協同組合 経済センター
坂東市 岩井農業協同組合 岩井東支店
坂東市 岩井農業協同組合 岩井西支店
坂東市 岩井農業協同組合 共済ﾌﾟﾗｻﾞ
坂東市 岩井農業協同組合 営農ｾﾝﾀｰ
坂東市 岩井農業協同組合 岩井北支店
坂東市 和興ﾌｨﾙﾀﾃｸﾉﾛｼﾞｰ(株)つくば事業所
坂東市 (株)ｳｨﾙｵﾌﾞ・ﾌｧｸﾄﾘｰ茨城支店
坂東市 さしまｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ寺久
坂東市 (株)ｴｽｴｽ
坂東市 (株)ﾘｭｳｼﾝ
坂東市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ岩井
坂東市 アサヒセイレン(株)茨城工場
坂東市 (株)ｳｯﾄﾞﾜﾝ関東事業所
坂東市 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　愛心会
坂東市 合同会社ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ
坂東市 医療法人清風会　寿桂苑
坂東市 医療法人楽生会介護老人保健施設　きねぶち
坂東市 ｻﾝﾘｰﾌﾌｧｰﾑ（株）
坂東市 BELIATTA　JAPAN（株）
坂東市 (株)LIXIL岩井工場
坂東市 ｱｲｴｽｼﾞｰ(株)坂東営業所



坂東市 (株)大利根ﾋﾞﾆｰﾙ
坂東市 三協ﾌﾛﾝﾃｱ(株)茨城事業所
坂東市 ｱｻﾋﾌﾟﾘﾃｯｸ(株)
坂東市 UDﾄﾗｯｸｽ(株)岩井ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ
坂東市 あっとﾎｰﾑ　ﾘﾊﾋﾞﾘｹｱ
坂東市 （株）飯田商店
坂東市 (株)ﾌｼﾞﾀ関東支店　圏央道弓田作業所
坂東市 (有)中村鉄筋工業
坂東市 （有）みつ葉　岩井事業所
坂東市 (株)ｶﾉﾔ
坂東市 (株)岩井化成
坂東市 前山商事(株)　
坂東市 (株)岩井中央青果
坂東市 猿島商事(株)
坂東市 若草明徳幼稚園
坂東市 社会福祉法人 清風福祉会
坂東市 (有)筑波ﾚﾝﾀｶｰ
坂東市 一寿司
坂東市 社会福祉法人 修倫福祉会 しずかの創造苑
坂東市 ｴﾌﾋﾟｺﾀﾞｯｸｽ(株)茨城選別工場
五霞町 (株)三谷ﾊﾞﾙﾌﾞ 茨城工場
五霞町 (株)中山産業
五霞町 (株)ﾀﾞｲｿﾞｰｴｱｿﾞｰﾙ事業部 東京工場
五霞町 青木建設
五霞町 茨城むつみ農業協同組合 五霞支店
五霞町 (株)加藤製作所茨城工場
五霞町 (株)五霞建設
五霞町 五霞町役場
五霞町 東京阪村機械(株)
五霞町 (株)ｶﾜﾑﾗ
五霞町 板通(株)
五霞町 (株)須釜建築
五霞町 松沼建設(有)
五霞町 （株）丸中給食ｾﾝﾀｰ五霞営業所
五霞町 (有)鈴木工務店
五霞町 山下工務店
五霞町 坂間工業所(株)
五霞町 橋本建設(株)
五霞町 (有)幸和建設
五霞町 浅野機材(株)栗橋事業所
五霞町 (株)岡島組
五霞町 (株)ﾄｰﾒｯｸ
五霞町 (有)五霞環境整備
五霞町 社会福祉法人 五霞町社会福祉協議会
五霞町 ｶﾆﾔ工業(株)
五霞町 日本ﾄｰｶﾝﾊﾟｯｹｰｼﾞ(株)茨城工場
五霞町 (有)小野宗商店
五霞町 (有)知久防水工業
五霞町 (株)伊藤工業
五霞町 植竹ﾌﾞﾛｯｸ工業
五霞町 大王ﾊﾟｯｹｰｼﾞ(株)
五霞町 日本郵便(株)五霞郵便局
五霞町 (株)染めQﾃｸﾉﾛｼﾞｨ
五霞町 特別養護老人ﾎｰﾑ きららの杜
五霞町 (株)ｻﾘｯｸｽﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｽﾞｼｽﾃﾑｽﾞ
五霞町 (株)ｱﾗｶﾜ
五霞町 (株)ﾀｹｳﾁﾊｲﾊﾟｯｸ
五霞町 ﾃﾞﾘｱ食品(株)東京支店 営業三課
五霞町 (株)ＨＨＣ
五霞町 日本製紙(株)紙ﾊﾟｯｸ営業本部　ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部
五霞町 (株)ｹｲﾊﾟｯｸ
五霞町 (株)ｼﾝﾜ機械



五霞町 ｷｭｰﾋﾟｰ(株)五霞工場
五霞町 奥村組土木興業(株)五霞工事作業所
五霞町 川妻認定こども園おひさま
五霞町 学校法人 城南学園
五霞町 ﾒﾋﾞｳｽﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ(株)茨城工場
取手市 倉持本店
取手市 川口自動車(株)
取手市 (株)みずほ銀行 取手支店
取手市 取手市消防本部
取手市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)藤代店
取手市 日清食品(株)関東工場
取手市 利根ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場
取手市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)6号取手店
取手市 三菱ふそうﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ(株)北関東ふそう　藤代支店
取手市 (株)ヰｾｷ関東甲信越　藤代支店
取手市 堀川産業(株)
取手市 (株)ｺｳｷ建設
取手市 日産ﾌﾟﾘﾝｽ茨城販売(株)藤代店
取手市 宇田川(株)取手油槽所
取手市 (株)ゆにろｰず
取手市 菊地植木建設(株)
取手市 日本郵便(株)取手郵便局
取手市 (株)常陽銀行 取手支店
取手市 取手市役所
取手市 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)取手ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
取手市 取手市役所 藤代庁舎
取手市 常陽建設(株)
取手市 (株)中村鐵工所
取手市 東日本ｶﾞｽ(株)取手本社
取手市 ｷﾔﾉﾝ(株)取手事業所
取手市 (株)近代造園 さくらい
取手市 茨城日産自動車(株)藤代店
取手市 (株)茨城光松園
取手市 つくばｺﾝｸﾘｰﾄｻｰﾋﾞｽ(株)取手工場
取手市 (有)小磯工務店
取手市 日本瓦斯(株)藤代営業所
取手市 (株)安田製作所 藤代工場
取手市 茨城みなみ農業協同組合
取手市 取手地方広域下水道組合
取手市 (有)斉藤商事
取手市 日産部品茨城販売(株)藤代営業所
取手市 大竹建設(株)
取手市 (株)ﾏｺﾄﾎｰﾑ
取手市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ藤代ｾﾝﾀｰ
取手市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀ茨城(株)ﾏｲﾈ取手
取手市 公益社団法人取手市医師会　取手北相馬保健医療ｾﾝﾀｰ 医師会病院
取手市 ﾅｶﾉ管材(株)
取手市 水戸証券(株)取手支店
取手市 (有)葵設備
取手市 (有)大誠工務店
取手市 赤塚工業(株)
取手市 武蔵産業(株)取手営業所
取手市 静岡製機(株)関東営業所
取手市 (株)若しば企画ｻｰﾋﾞｽ店
取手市 (有)斉晃ﾊｳｽ工事
取手市 (株)上建
取手市 (株)ﾃｨｰ･ｹｰ･ｴｽ
取手市 ｾｺﾑ(株)取手支社
取手市 (株)ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺｻｰﾋﾞｽ関東 取手営業所
取手市 星光工業(株)取手工場
取手市 (株)ﾎﾝﾀﾞ四輪販売北関東藤代店
取手市 水戸通信工業(株)取手営業所



取手市 常盤造園建設(株)
取手市 (株)ﾀｶﾑﾗ 取手営業所
取手市 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｿﾘｭｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)茨城地区本部　取手営業所
取手市 誠和梱包製箱(株)藤代工場
取手市 (株)ｺｰｴｰ
取手市 渡辺ﾊﾟｲﾌﾟ(株)取手ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
取手市 日本ﾘｰﾃｯｸ(株)茨城工事事務所
取手市 ﾈｯﾂﾄﾖﾀつくば(株)取手店
取手市 河原実業(株)取手営業所
取手市 (株)伊藤園　取手支店
取手市 医療法人社団 宗仁会
取手市 (有)十三屋設備工業
取手市 (株)石橋葬儀社
取手市 (有)取手清掃
取手市 (株)平沢工務店
取手市 (株)三栄工業所
取手市 長塚設備工業(株)
取手市 (株)茨城総合環境
取手市 公益社団法人 取手市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
取手市 大野産業(株)
取手市 和友工業(株)
取手市 (有)蛯電工業
取手市 石塚建設(株)
取手市 (有)ｻﾝﾗｲｽﾞ寺田
取手市 (有)矢作建設
取手市 (株)紺野商店
取手市 社会福祉法人 取手市社会福祉協議会
取手市 (株)京葉ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ 取手営業所
取手市 上田建設(株)
取手市 (株)ｱｻﾋ
取手市 大勝電設(株)取手営業所
取手市 ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ土浦　藤代中央店
取手市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)取手店
取手市 岡田電気産業(株)
取手市 協栄工業(株)
取手市 東信設備工業(株)
取手市 鈴木加工(株)
取手市 取手市立 保健ｾﾝﾀｰ
取手市 特別養護老人ﾎｰﾑ さらの杜
取手市 (株)ｲｲｼﾞﾏ測設企画
取手市 ｾﾝﾄｹｱ茨城(株)ｾﾝﾄｹｱ取手
取手市 綜合建物ｻｰﾋﾞｽ(株)
取手市 とりでｹｱｻｰﾋﾞｽ介護事業所
取手市 中央労働金庫 取手支店
取手市 社会福祉法人 ｴﾝｾﾞﾙ福祉会 藤代なごみの郷
取手市 あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険(株)茨城南支店取手支社
取手市 (有)山伸自動車工業
取手市 特別養護老人ﾎｰﾑ 取手市ふれあいの郷
取手市 社会福祉法人 輝寿会　介護老人保健施設はあとぴあ
取手市 (有)博新商事
取手市 医療法人 西秀会 西間木病院
取手市 日本郵便(株)藤代旧集配ｾﾝﾀｰ
取手市 (有)猪瀬興業
取手市 ﾎｼｻﾞｷ北関東(株)取手営業所
取手市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ取手新町
取手市 社会福祉法人 身障者ﾎﾟﾆｰの会
取手市 NPO法人 活きる有償福祉移動ｻｰﾋﾞｽ
取手市 大東建託ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株)守谷営業所
取手市 日本畜産振興(株)
取手市 (株)染野屋 取手営業所
取手市 (株)日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 取手営業所
取手市 関東総業(株)



取手市 (株)K･Sﾛｼﾞﾃﾑ
取手市 茨城みなみ農業協同組合 取手支店
取手市 取手警察署
取手市 医療法人社団 輝峰会 東取手病院
取手市 (有)泉建機工業 ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
取手市 ｱｽﾄﾓｽﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ(株)つくば営業所
取手市 取手市立 障害者福祉ｾﾝﾀｰ つつじ園
取手市 JAとりで総合医療ｾﾝﾀｰ
取手市 取手桜が丘ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ
取手市 (株)木谷工業
取手市 (株)斉藤英次商店 取手営業所
取手市 成田つくば航空専門学校
取手市 ﾂｸｲ取手井野
取手市 取手市役所 分庁舎
取手市 ｴｽｼﾞｰ(株)取手工場
取手市 (有)吉田電設
取手市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)ゆめみ野店
取手市 茨城みなみ農業協同組合 寺原支店
取手市 社会福祉法人　取手市社会福祉協議会
取手市 取手市立障害者福祉ｾﾝﾀｰふじしろ
取手市 (株)HAMASEI
取手市 ｱｲﾃﾞｨﾎｰﾑ(株)取手店
取手市 日本瓦斯工事(株)取手事務所
取手市 茨城小松ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ(株)藤代営業所
取手市 特別養護老人ﾎｰﾑ水彩館
取手市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ水彩館
取手市 医療法人社団 輝峰会　訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ東取手
取手市 日本ﾌｧﾌﾞﾃｯｸ(株)
取手市 (株)ﾅｵｲｵｰﾄ
取手市 ｺｶ･ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(株)取手ｾｰﾙｽｾﾝﾀｰ
取手市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城ｱﾘｰﾅ取手
取手市 (有)杉野土建
取手市 (株)ｼｰﾃﾞｨｰｻｰﾋﾞｽ　取手工事事務所
取手市 ﾐｽﾀｰﾀｲﾔﾏﾝ取手西店
取手市 日清化成(株)関東工場
取手市 一般社団法人日本自動車連盟　茨城支部　取手藤代基地
取手市 (株)ｱﾃﾞｨｽ
取手市 (株)ﾒﾌｫｽ
取手市 合同会社　魁
取手市 ｾｶｲｴ(株)取手営業所
取手市 ｵｰｶﾞﾌｧｰﾑ　小貝川店
取手市 （有）ﾏﾙﾖ　取手工事所
取手市 (有)山崎設備
取手市 (株)ﾏｲﾊｳｽ　取手店
取手市 (株)ﾎﾝﾀﾞ茨城南　HondaCars茨城南南守谷店
取手市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　取手営業所
取手市 (株)TMC
取手市 (株)KSK
取手市 (株)日電　茨城支店
取手市 (株)ﾕｰｼﾝ関東営業所
取手市 大樹生命保険(株)取手営業部
取手市 日本生命保険相互会社　取手営業部
取手市 あづま幼稚園
取手市 ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ幼稚園
取手市 (学)伸びる会学園 つつみ幼稚園
取手市 江戸川学園 取手中･高等学校
取手市 学校法人 宮本学園 みどりが丘幼稚園
取手市 学校法人 頓田学園 光風台幼稚園
取手市 (有)浦島
取手市 幼保連携型認定こども園 戸頭さくらの森戸頭幼稚園
取手市 (株)たっぷとりで
取手市 取手ふたば文化幼稚園



取手市 小貝川ﾎﾟﾆｰ牧場
守谷市 医療法人 三星会　茨城ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院
守谷市 (株)常陽銀行 守谷支店
守谷市 (株)守谷自動車学校
守谷市 守谷市役所
守谷市 令和建設(株)
守谷市 (株)宮本ﾀﾞｽｷﾝ 守谷支店
守谷市 (株)ｻｲﾃｯｸ
守谷市 常総生活協同組合
守谷市 ｱｻﾋ飲料販売(株)守谷支店
守谷市 東部瓦斯(株)茨城南支社 守谷事業所
守谷市 東日本三菱自動車販売(株)守谷店
守谷市 常総地方広域市町村圏事務組合消防本部　守谷消防署
守谷市 (株)白興 守谷工場
守谷市 日本郵便(株)守谷郵便局
守谷市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田 守谷店
守谷市 守谷市上下水道事務所
守谷市 弘和電気工事(株)
守谷市 ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ南茨城(株)守谷店
守谷市 茨城ﾄﾖﾍﾟｯﾄ(株)守谷松並店
守谷市 (有)中村建設
守谷市 (株)大山設備
守谷市 (株)文道電気
守谷市 (有)染谷ｶﾞｰﾃﾞﾝ
守谷市 (有)須賀緑化土木
守谷市 (株)守谷商会
守谷市 正和産業(株)
守谷市 茨城みなみ農業協同組合 守谷支店
守谷市 (株)小泉東関東 守谷営業所
守谷市 北総園
守谷市 (株)日田建設工業
守谷市 (株)商元
守谷市 酒石建設工業(株)
守谷市 常陽ﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ(株)取手支社
守谷市 (有)寺田工業
守谷市 (有)ｲｲｼﾞﾏ電気
守谷市 ｵｵｼﾝ(株)
守谷市 茨城ﾀﾞｲﾊﾂ販売(株)守谷店
守谷市 (有)大和田鉄工
守谷市 常陸建設工業(株)
守谷市 茨城ﾄﾖﾀ自動車(株)守谷店
守谷市 ｷﾔﾉﾝｼｽﾃﾑｱﾝﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ(株)
守谷市 ﾀﾞｽｷﾝ ﾎﾜｲﾄｻｰﾋﾞｽ守谷店
守谷市 (株)舘野設備工業
守谷市 (株)山富造園
守谷市 ｱｲｴｽﾚｯｶｰｻｰﾋﾞｽ
守谷市 さとう内科･脳神経外科ｸﾘﾆｯｸさとうﾃﾞｲｹｱﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
守谷市 (株)小森材木店
守谷市 特別養護老人ﾎｰﾑ 峰林荘
守谷市 (株)ｼｲﾅｸﾘｰﾝ
守谷市 いばらきｺｰﾌﾟ生活協同組合 ｺｰﾌﾟﾃﾞﾘ守谷ｾﾝﾀｰ
守谷市 大東建託(株)守谷支店
守谷市 社会福祉法人 守谷市社会福祉協議会
守谷市 ｾｺﾑ(株)守谷営業所
守谷市 東建ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(株)守谷支店
守谷市 通所介護事業所　ぬくとばっこ
守谷市 (有)直井ふとん店
守谷市 (株)千歳商会　守谷ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
守谷市 (株)北関東ﾏﾂﾀﾞ　TX守谷駅前店
守谷市 水戸証券(株)守谷支店
守谷市 ﾂｸｲ守谷
守谷市 東亜電気工業(株)



守谷市 (株)前川製作所 ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部食品部門ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
守谷市 ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾋﾙｽﾞ ｱｼﾞｭｰﾙ
守谷市 (株)前川製作所 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞｼｽﾃﾑ部門
守谷市 (株)前川製作所 関東支店 守谷営業所
守谷市 (株)ｼﾞｮｲﾌﾙ本田ﾘﾌｫｰﾑ事業部守谷店
守谷市 ﾏｻﾓﾄ(株)つくば営業所
守谷市 (株)佐瀬ﾄｰﾀﾙｹｱｾﾝﾀｰ
守谷市 公益社団法人 守谷市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
守谷市 (株)ﾅｯｸﾀﾞｽｷﾝ事業部　第29支店
守谷市 ｱｻﾋﾛｼﾞ(株)関東支社
守谷市 (株)宏機製作所
守谷市 茨城県信用組合 守谷支店
守谷市 (有)明和設備工業
守谷市 美濃紙業(株)
守谷市 社会医療法人社団 光仁会 ひかり訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
守谷市 (株)筑波銀行 守谷支店
守谷市 茨城ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨﾊｳｽ(株)守谷支店
守谷市 積和建設東関東(株)常葉支店
守谷市 (有)三幸設備
守谷市 日本住宅流通株式会社　守谷営業所
守谷市 守谷市障がい福祉センター
守谷市 大和ﾘﾋﾞﾝｸﾞ(株)南関東支店　守谷出張所
守谷市 (株)ｽｽﾞｷ自販茨城　ｽｽﾞｷｱﾘｰﾅ守谷
守谷市 (株)ｼｱﾒｯﾄ　
守谷市 (株)あじかん守谷工場
守谷市 (株)ｻﾆｸﾘｰﾝ東京　茨城南営業所
守谷市 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあっとﾎｰﾑ
守谷市 (株)ﾚｲｹﾝ　茨城工場
守谷市 ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰけやき台
守谷市 協和電子(株)
守谷市 (株)UNICO
守谷市 介護老人保健施設ｱｲｹｱ
守谷市 (株)前川ｲﾝﾀｰﾃｯｸ守谷製氷工場
守谷市 (株)前川製作所　ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部　ﾛﾎﾞｯﾄ＆ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部門　ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
守谷市 (株)ｱｰﾈｽﾄﾜﾝ　守谷営業所
守谷市 （株）千葉銀行　守谷支店
守谷市 茨城日産自動車(株)守谷店
守谷市 （株）UK　つくば支社
守谷市 (株)虎昭産業　茨城工場
守谷市 宇都宮電子(株)つくば営業所
守谷市 朝日生命保険相互会社　茨城支社　守谷営業所
守谷市 総合守谷第一病院
守谷市 ｲｴﾛｰﾊｯﾄ守谷店
守谷市 (株)ﾌﾞﾙｰﾎﾞｯｸｽ　守谷支店
守谷市 川口土地(株)ﾘﾌｫｰﾑﾕﾆｯﾄ
守谷市 社会福祉法人木犀会　ｹｱｽﾃｰｼｮﾝﾓﾘﾔ
守谷市 ﾒｰｸｽ(株)本社
守谷市 守谷在宅介護支援ｾﾝﾀｰ花きりん
守谷市 日本生命保険相互会社　守谷みらい営業部
守谷市 学校法人 有松学院 守谷ひかり幼稚園
守谷市 守谷ひばり幼稚園
守谷市 学校法人 大柏学園 守谷わかば幼稚園
守谷市 学校法人　二三ヶ丘学園　守谷二三ヶ丘幼稚園
守谷市 守谷ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ
守谷市 (株)ｲﾄﾏﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 守谷校
守谷市 学校法人わかば学園認定こども園　もりや幼保園
守谷市 学校法人ﾎﾟｰﾛﾆｱ学園守谷　みずき野幼稚園
利根町 大竹重機建設(株)
利根町 (有)野口建設
利根町 (株)坂本組
利根町 水郷つくば農業協同組合わかくさ支店
利根町 利根町役場



利根町 稲敷地方広域市町村圏事務組合 利根消防署
利根町 小池起業(株)利根支店
利根町 一般社団法人　利根町ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ
利根町 社会福祉法人 利根町社会福祉協議会
利根町 (株)神戸製作所
利根町 複合福祉施設 響
利根町 介護老人保健施設 もえぎ野
利根町 (有)ｶｲﾃｯｸ
利根町 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ｿﾗｽﾄ利根
利根町 (株)花嶋JAPON
利根町 学校法人 落合学園 利根二葉幼稚園
利根町 学校法人 ﾀｲｹﾝ学園 日本ｳｪﾙﾈｽｽﾎﾟｰﾂ大学


