
茨城空港利用促進等協議会企業等会員名簿（五十音順）
令和２年６月１日現在

○特別協賛企業等 い 石岡市八郷商工会 お 小笠原物産（有）

（株）常陽銀行 （株）伊勢甚本社 （株）岡部工務店

鹿島臨海工業地帯企業連絡協議会 （株）磯山自動車販売 小川運輸（有）

（株）筑波銀行 （株）いたこ （有）荻沼物流

○連携協力パートナー 潮来市商工会 （株）小堤工業

（株）鹿島アントラーズＦＣ （株）潮来ホテル （株）小美玉ふるさと食品公社

（株）フットボールクラブ水戸ホーリーホック （株）五浦観光ホテル 　 小美玉市商工会

○賛助会員 （有）五浦ハム か カガミクリスタル（株）

埼玉県 イトウ製菓（株）水戸工場 笠間市商工会

栃木県 （株）イトピック 鹿島合同自動車（株）

群馬県 茨女（いばじょ） 鹿嶋市商工会

宇都宮市 茨城旭村農業協同組合
鹿島都市開発（株）
（鹿島セントラルホテル）

日光市 いばらき印刷（株） 鹿島埠頭（株）

真岡市 茨城グリーン開発（株） （株）カスミ

上三川町 茨城県県南造園土木協業組合 かすみがうら市商工会

益子町 茨城県信用保証協会
勝田第二工業団地連絡協議会
（株）日立パワーソリューションズたら崎工場

茂木町 茨城交通（株） （有）桂雛

市貝町 茨城工芸産業（株）  （株）カドワキ

芳賀町 茨城弘報（株） 株木建設（株）茨城本店

壬生町
茨城産業人クラブ
（日刊工業新聞社）

神栖市商工会

栃木市 （株）茨城新聞社 （有）神栖タクシー

小山市 茨城県信用組合 亀印製菓（株）

○会員 茨城倉庫（株） （株）鴨志田造園建設

【茨城県】 茨城中央施設管理協同組合 （株）カワイ

あ （株）アート科学 茨城トヨペット（株） （株）川上農場

アイアグリ（株） 茨城トヨタ自動車（株） 関鉄観光バス（株）

（株）Ｉ．Ｈ．Ｓ （株）茨城ひかりのくに 関鉄グリーンバス（株）

（株）ＩＣＬ－ＪＡＰＡＮ （有）茨城ビデオパック 関鉄土浦タクシー（株）

愛友酒造（株） （株）茨城放送 （株）関電工茨城支店

アイルマネージメント（有） （株）茨城毎日広告社 （株）関東朝日広告社　茨城支店

（税）ＡＯＩ 茨城町商工会 関東鉄道（株）

青木屋（筑波山ホテル） 茨城を楽しもう日本を知ろう実行委員会 関東ビルサービス（株）

アサヒビール（株）茨城支社 岩城印刷（株） カンプロ（株）

（株）東屋三の丸ホテル う
ウィンザーパークゴルフアンドカントリークラブ
（㈱サンクチュアリゾート）

き 木内酒造（合）

（株）アダチ石油店 （株）植正園 （有）菊池寝具店

（株）アニバーサリーカンパニー （有）上田タクシー 北茨城市商工会

（株）アビック （有）ウエノ住研
北浦宝来温泉つるるんの湯宿
・北浦湖畔荘

（株）アビリティ 牛久市商工会 北関東花き（株）

油鉄印刷（株） （株）うつのみや観光 （株）きど印刷所

（株）阿部産業 ウルノ商事（株） 木之内トラベル（株）

（株）アメニティ・ジャパン え （株）エー･ビー･シー （株）協同企業

彩香の宿　一望 （株）エス・エス・アイ 近畿日本ツーリスト（株）水戸支店

阿や免旅館 （株）naf く （株）クシタ建設

（株）荒蒔デンソー ＮＴＴ東日本茨城支店 （株）クボタ総建

安全商事（株） お 大洗町商工会 クラブツーリズム（株）旅行センター

い （有）猪野産業 大洗シーサイドステーション グリーンビジネス協同組合

イオンタウン（株）水戸南管理事務所 （株）大倉商事 （株）クレハ樹脂加工事業所

石岡酒造（株） 大隅運輸（有） け （株）ケイプランニング

石岡商工会議所 大塚製薬（株）大宮支店水戸出張所 （株）ケーズホールディングス
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け 建設工事検査機構 た （株）第一プランニング と 東洋工業（株）

こ
幸武都市開発（株）
（アトンパレスホテル）

（株）大栄観光 東洋コンクリート工業（株）

興和緑地建設（株） 大昭建設（株） 東洋発條工業（株）

古河市商工会 （株）ダイショー　関東工場 （株）TOKAI茨城支店

古河商工会議所 大日本印刷（株）水戸営業所 トキワ建設（株）

国際警備保障（株） （株）太平洋クラブ美野里コース 常磐造園（株）

国際ロジテック（株） （有）太陽不動産 （株）ドコモＣＳ茨城支店

五光物流（株）
読売新聞小川玉里サービスセンター
高木新聞店

としまや月浜の湯

（株）コトブキ水戸営業所 高島通信電設（株） 東武トップツアーズ（株）水戸支店

（株）コバヤシ　石岡工場 タカノフーズ株式会社 トヨタＬ＆Ｆ茨城（株）

さ 割烹旅館（有）肴屋隠居 高萩市商工会 トヨタカローラ南茨城（株）

桜川市商工会 （株）高橋組鹿島支店 トヨタ部品茨城共販（株）

（株）桜住販 滝味の宿　豊年万作 （株）トヨタレンタリース茨城

（株）サザコーヒー （有）滝交通 とりせい商事（株）

佐藤印刷（株） （株）田中企画 な （株）内藤工務店

三愛アビエーションサービス（株）
茨城空港営業所

（株）タナカ築庭 那珂市商工会

 山九（株）鹿島支店 タビットツアーズ（株） 中川商事（株）

三展ミネコンサルタント（株） （有）玉里クリーン 中島建築設計事務所

し （有）椎名米菓 玉里観光バス　（株） （株）中庭造園土木

（株）JMホールディングス （有）田村商会 行方市商工会

（株）ＪＴＢ　水戸支店 タンポポグローバル（株） 南部タクシー（有）

（株）篠崎工務店 筑西市商工会 に 日興建設（株）

（株）柴建築設計事務所  中央技術（株） （株）日昇つくば

（株）芝良 中央警備保障（株） 日石興産（株）

下館商工会議所 ち 塚田建材（株） （株）日宣メディックス

下妻市商工会 （株）つかもと （株）日本情報技研

上海海鯨 筑波温泉ホテル （株）日本旅行水戸支店

上海豊誉実業有限公司 つ （株）筑波銀行
ニューポートひたちなかファッション
クルーズテナント会事務局

（株）ジョイフル本田 つくばグランドホテル ぬ 沼尻産業（株）

（有）城南運輸 （株）つくば研究支援センター ね 根崎解体工事（株）

（株）松風園 オークラフロンティアホテルつくば （株）根本建築設計事務所

（株）常陽銀行
つくばコミュニティ放送（株）
（ラヂオつくば）

の （株）農協観光茨城支店

昭和産業（株） （株）筑波山江戸屋 ノースショアカントリークラブ

城里町商工会 つくば市商工会 （株）野上技研

（株）シンコーシステム （一社）つくばスポーツキャリア は （株）長谷川観光社

（株）シンショウ つくば都市緑化（株） （株）端工務店

新ひたち野農業協同組合 （有）つくばホテルズ （合）　幡弁商店　緑化部

（株）新みらい 土浦シティホテル（株） （株）パナランド・フジタ

す 水郷潮来観光協会 土浦市新治商工会 （株）パラス・ジュエリー

（有）鈴木グリーン企画 土浦商工会議所 （株）坂東太郎

（株）ステノ （株）ツムラ石岡センター ひ 東日本建設業保証（株）茨城支店

せ （有）世紀２１サービス（世紀２１トラベル） （有）出久根観光 常陸太田市商工会

（有）清司工務店 出島産業（有） 常陸大宮市商工会

（株）関川畳商店 （有）テン商事サービス 日立建機ロジテック（株）

関彰商事（株） て （株）天地閣 常陸住宅（株）

（株）セントラルエステート 東海村商工会 日立商工会議所

（株）全米協システム と とうがさき写真館 日立セメント（株）

そ 綜合建物サービス（株） 東神電池工業（株） （株）日立製作所日立事業所

た 第一造園土木（株）  学校法人稲門学園〔学校法人エンゼルスポーツ幼稚園〕 日立土木（株）
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ひ ひたちなか市観光協会 め （株）明伸 【福島県】

ひたちなか商工会議所 名鉄観光サービス（株） え （有）ABCいわき

（株）ひたちなかテクノセンター （株）明和技術コンサルタンツ 【栃木県】

（株）日立ビルシステム
関東支社

（株）恵グループ あ （株）アール・ティー・シー

日立埠頭（株） も
社会福祉法人　樅山会
特別養護老人ホーム　樅の木荘

か （株）開倫塾

（株）秀商 や （有）柳川タクシー 関東自動車（株）

百里開発（株） （有）柳町観光自動車 し （株）下野新聞社

百里バルーンクラブ 山三印刷（株） て （有）ティ・オー・ピィ・エス

（有）平戸タイヤ ヤマト運輸（株） と （株）とちぎテレビ

広沢商事（株） （株）山義地所 友井タクシー（有）

ふ フレックスインターナショナル（株） ゆ 結城商工会議所 は （株）阪急交通社北関東支店

藤井建設（株） 郵船ロジスティクスつくば（株） 【埼玉県】

富士オフセット印刷（株） 豊造園（株） ふ 楓林環境情報サービス

（株）ふじ工房 よ （株）読売茨城広告社 【千葉県】

（株）藤代範雄デザイン事務所 （株）読売旅行 え NPOアラスネットワーク

不二造園土木（株） ら ライフィクス（株） か （株）川和

（株）フジタビジネスマシンズ り リスカ（株） く （株）クレディセゾン　東関東支店

（有）プラスワン 龍ケ崎市商工会 ち 千葉テレビ放送（株）

ブリヂストンタイヤジャパン（株）
茨城カンパニー

る （株）ルックアット に 日本ビルメンテナンス（株）

（株）文化メディアワークス わ 和あらかると 【東京都】

へ （株）平和電気 （株）ワールドオーエー え （株）エイチ・アイ・エス

ぺんてる（株）茨城工場 ＹＭＯ（株） （株）エフネス

ほ 鉾田市商工会 （株）ワイズサポート お （株）オーシャナイズ

ほこた農業協同組合 し （株）JALUX

ま 前山倉庫（株） す スカイパックツアーズ（株）

（有）マコト石材 て （株）ティークエスト

（株）松坂屋 と 東洋シャッター（株）

（株）松屋 に 日本空輸（株）

Mama　Revolution は 羽田タートルサービス（株）

（株）マリアージュ吉野 や （株）矢口昇商店

丸善エコアース（有） （有）山口興業

（株）丸千代山岡家 ヤマヤ事務器（株）

み （株）ミカミ 【神奈川県】

（株）味多加フード え エー・ビー・シーディベロップメント（株）

三菱地所・サイモン（株）
あみプレミアム・アウトレット

ふ （株）ブロード・アピール

（株）水戸グリーンサービス 【愛知県】

（株）水戸京成百貨店 え （有）映像プロ

水戸京成ホテル 【兵庫県】

水戸市内原商工会 し （株）篠山自動車教習所

水戸市常澄商工会 と トーラク（株）

水戸商工会議所

水戸信用金庫

水戸農業協同組合　旅行センター  

水戸ヤクルト販売（株）

（株）ミドリヤ

み （株）みまつマネジメント

みやびけんこう院

（株）Milky Way service
福祉タクシー銀河

む （株）ムラノ


