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1 アークテック株式会社

製造業（精密板金）

39 株式会社清国

製造業（金属プレス）

2 青木ソバ粉株式会社

製造業（製粉）

40 株式会社キリウ

製造業（輸送用機械器具）

3 アサヒパワーサービス株式会社

IT・技術開発

41 クラフトワーク株式会社

建設業（設備関連）

4 株式会社あさやホテル

旅館業

42 株式会社グランド

人材サービス

5 株式会社アビスト

工業設計技術サービス

6 株式会社荒井食品

製造業（食品加工）

7 株式会社アーレスティダイモールド栃木

製造業（金型）

44 株式会社黒磯中央自動車学校

自動車教習

8 イートランド株式会社

フードサービス

45 京浜精密工業株式会社

製造業（自動車部品等）

9 株式会社飯野製作所

製造業（自動車部品等）

46 ケーブルテレビ株式会社

情報通信業

10 いえものがたり株式会社

建築・住宅・不動産

47 元気寿司株式会社

フードサービス

11 石川環境緑化株式会社

緑化木生産販売等

48 こいしや食品株式会社

製造業（食品製造）

12 株式会社板通

商社（塗装・工業薬品等）

49 社会福祉法人光誠会

介護、保育

13 株式会社板橋組

総合建築業

50 株式会社神戸製鋼所

14 医療システムズ株式会社

ソフトウェア開発

51 光陽電機工事株式会社

電気工事業

15 株式会社ヴェール・ラ・リュミエール

サービス業（飲食店）

52 株式会社古賀

商社（生産技術関連システム等）

16 株式会社上原園

製造業（食品加工）

53 小平興業株式会社

建設業（土木）

17 ABCロジテム株式会社

運輸・倉庫業

54 五月女総合プロダクト株式会社

アミューズメント施設・飲食店等運営

18 株式会社オオシマフォーラム

ホテル業

55 株式会社サカタロジスティックス

製造業（種苗等製造出荷）

19 株式会社オータニ

スーパーマーケット経営

56 佐野屋建設株式会社

総合建設業

20 株式会社オーリス

製造業（各種骨材等）

57 税理士法人サリーレ

税理士

21 小川文男公認会計士・税理士事務所

公認会計士・税理士

58 株式会社三洋製作所

製造業（航空機部品等）

22 奥澤産業株式会社

卸売業（鋼材）

59 シーデーピージャパン株式会社

サービス業（人材紹介等）

23 オグラ金属株式会社

製造業（輸送用機械器具）

60 ジャービス商事株式会社

建設業（エクステリア等）

24 株式会社オフィスエフエイ・コム

製造業（電気機械器具）

61 株式会社シェフコ

製造業（食品製造）

25 株式会社オンワード技研

製造業（コーティング加工等）

62 株式会社サーマル

製造業（電気機械器具製造業）

26 柏瀬眼科

医療

63 社会福祉法人すぎのこ会

福祉

27 カセツリース株式会社

サービス業（仮設資材リース等）

64 株式会社すぎのや

サービス業（飲食店）

28 カテル有限會社

情報通信・広告

65 関野建材工業株式会社

製造業（砕石等）

29 鹿沼相互信用金庫

金融

66 株式会社南大門ホールディングス

サービス業（娯楽）

30 株式会社かましん

スーパーマーケット経営

67 社会福祉法人大恵会

福祉（高齢者介護）

31 河淳株式会社

製造業（流通事業関連備品）

68 株式会社ダイサン

印刷業

32 株式会社カワチ薬品

小売業（医薬品等）

69 株式会社高久組

33 関東自動車株式会社

運輸業

70 タカ食品工業株式会社

34 関東商事株式会社

卸売業（製パン原材料）

71 社会福祉法人たかはら学園

福祉

ドコモショップ

72 竹内産業株式会社

製造業（プラ容器等）

医療

73 田崎設備株式会社

37 株式会社キガ

福祉用具貸与、居宅介護支援

74 タマムラデリカ株式会社

38 菊地歯車株式会社

製造業（歯車関連）

75 株式会社ツカダ

35 関東情報株式会社
36 社会医療法人博愛会

菅間記念病院

43

株式会社グランビスタホテル＆リゾート
佐野ハイウェイレストラン

76 株式会社ツリーベル

真岡製造所

サービス業（飲食等）

製造業（アルミ板材）

総合建設業
関東支社

製造業（食品製造）

設備工事業
佐野田沼工場

製造業（食品製造）
小売業（宝石類）

那須事業所

情報サービス（ソフトウェア業）

№
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77 株式会社DI・SANWA CORPORATION

建設業（建築・土木）

115 日本コンピューターシステムサービス株式会社 ソフトウェア開発

78 社会保険労務士法人TMC

専門サービス

116 株式会社布屋 日本マクドナルドフランチャイジー 飲食サービス

79 テクノウッドワークス株式会社

製造業（住宅用プレカット加工）

117 ハイビック株式会社

製造業（プレカット製品）

118 パスキン工業株式会社

製造業（コンクリート製品）

119 社会福祉法人パステル

福祉

80

株式会社テクノプロ
テクノプロ・エンジニアリング社

情報サービス（受託開発）

81 株式会社デンソーオート

小売業（ドコモショップ等）

82 東一宇都宮青果株式会社

卸売業（青果物等）

83 株式会社東急リゾートサービス

会員制リゾートホテル

121 株式会社浜屋組

総合建設業

84 東京鋼鐵株式会社

製造業（製鋼・圧延）

122 株式会社バンテック

製造業（金属フィルター等）

85 東京コンピュータサービス株式会社

情報サービス業

123 株式会社東日本技術研究所

ソフトウェア業

86 東京シンコール株式会社

卸売業（インテリア商材等）

124 株式会社ビジュアル

広告業

87 株式会社東昭建設

総合建設業

125 株式会社ピノキオ薬局

小売業（調剤薬局）

126 株式会社ファーム・アンド・ファーム・カンパニー

サービス業（飲食事業等）

127 医療法人卓和会

医療

88

藤和那須リゾート株式会社

サービス業（レジャー、ホテル等）

那須ハイランドパーク

120

パナソニック スイッチングテクノロジーズ株式会社

製造業（電気機械器具）

大田原事業場

藤井脳神経外科病院

89 トーテツ興運株式会社

運送業（重量物運送等）

128 株式会社ふじや食品

90 株式会社トーホー・北関東

卸売業（業務用食品）

129 社会福祉法人ふれあいコープ

福祉

91 株式会社トーワオート

小売業（自動車販売）

130 株式会社フレンド

調剤・介護

92 株式会社トクシン電気

建設業（電気設備等）

131 株式会社ベイシア電器

小売業（電気製品等）

93 栃木いすゞ自動車株式会社

小売業（自動車販売）

132 株式会社ホテルサンバレー

ホテル業

94 栃木カネカ株式会社

製造業（化成品、機能性樹脂）

133 株式会社ホンダベルノ栃木中

小売業（自動車販売）

95 栃木交通バス株式会社

運送業（一般貸切旅客運送）

134 株式会社マキシス電機

製造業（自動制御部品）

96 とちぎコープ生活協同組合

小売業（食品等販売）

135 株式会社マスケン

総合建設業

97 栃木トヨペット株式会社

小売業（自動車販売）

136 ミコト∞マシナリー株式会社

製造業（自動車部品）

98 栃木日東工器株式会社

製造業（一般機械器具）

137 美濃工業栃木株式会社

製造業（アルミダイカスト）

99 栃木ホンダ販売株式会社

小売業（自動車販売）

138 向島流通サービス株式会社

運輸・倉庫業

100 トヨタウッドユーホーム株式会社

建設業（住宅）

139 村樫石灰工業株式会社

製造業（石灰製品）

101 トヨタ部品栃木共販株式会社

卸売業（自動車部品等）

140 村田発條株式会社

製造業（スプリング等）

102 トヨタホーム北関東株式会社

建設業（住宅）

141 株式会社ムロコーポレーション

製造業（輸送用機械器具）

103 中里建設株式会社

総合建設業

142 明電産業株式会社

卸売業（電設資材・省エネ設備）

104 中山株式会社

卸売業（業務用食品）

143 明和コンピュータシステム株式会社

情報サービス業

105 ファーマシー中山株式会社

小売業（調剤薬局）

144 茂木トーヨー住器株式会社

建設業（住宅等）

106 那須興業株式会社

サービス業（レジャー、ホテル等）

107 那須信用組合

金融

108 日冷工業株式会社

製造業（電気機械器具）

146 ユニシステム株式会社

109 日産プリンス栃木販売株式会社

小売業（自動車販売）

147 株式会社ヨコハマタイヤジャパン

110 日圧電子部品株式会社

製造業（電子部品等）

148 吉田テクノワークス株式会社 足利生産センター 製造業（インモールド製品）

111 日光金属株式会社

製造業（鋳造関連）

149 両毛丸善株式会社

小売業（石油製品等）

112 日光種苗株式会社

製造業（種苗等）

150 株式会社レニアス

製造業（輸送用機器）

113 日星石油株式会社

小売業（石油製品販売）

114 株式会社日本栄養給食協会

サービス業（給食受託業等）

145

関東工場

ヤンマーアグリジャパン株式会社
関東甲信越支社
宇都宮支店

製造業（食品製造）

小売業（農業機械）
情報処理・ソフトウェア
卸売業（タイヤ）

