
 
2020 年 10 月 13 日 

関 東 経 済 産 業 局 

「地域未来牽引企業」を追加選定しました 

経済産業省では、2017 年度から地域経済の中心的な担い手となりうる企業を

「地域未来牽引企業」として選定しています。今回、2020 年度に追加選定した 

関東経済産業局管内の 297 者（全国で 1,060 者）を公表します。 

 

1.追加選定の概要 

経済産業省では、2017 年度から「地域未来牽引企業」を選定しており、関東経済産

業局管内では 894 者が選定されています。この度、企業データや各地域からの推

薦を踏まえ、新たに 297 者を、地域未来牽引企業として追加選定しました。 

 

関東経済産業局管内における今回の追加選定の概要は次のとおりです。 

①選定企業数：297 者 

②都県ごとの選定企業数：別紙 1 のとおり 

③選定事業者名、所在地等：別紙 2 のとおり(※以下の URL にも掲載) 

https://www.kanto.meti.go.jp/annai/hodo/data/20201013miraikenin_press.pdf#page=4 

 

 

 

2.選定方法・基準 

選定方法は、地域における多様な事業活動を適切に選考するため、以下 2 つの

方法を採用し、外部有識者の検討結果を踏まえ、選定しています。 

 

【定量的な基準】 

営業利益、従業員数、域外での販売額、域内の仕入額等の経営状況に関する企

業情報データベースに基づき選定するもの。 

 

【定性的な基準】 

自治体や商工団体、金融機関等から推薦された事業者を、地域経済への貢献期

待や成長性の観点から選定するもの。 

 

3.地域未来牽引企業への支援 

地域経済を牽引する各選定企業の目標達成を後押しするため、経営基盤強化、

IT 導入による生産性向上、人材確保、産学官連携、研究開発、海外展示会出展

等の販路開拓、事業承継等、幅広いニーズに対応する様々な支援策を活用し、



 

重点的な支援を行います。 

また、「地域未来コンシェルジュ」が、ワンストップで企業からの相談、問い合わせ

等に対応する他、メールマガジン、ロゴマーク、など様々な方法で、企業の取組を

後押しします。 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/concierge/concierge_list.pdf 

 

 

 

なお、選定された地域未来牽引企業を紹介するページを、順次、当省ホームペー

ジに追加する予定です。 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/kigyo/chiikimirai_map.pdf 

 

 

 

 

（本発表資料のお問合せ先） 

関東経済産業局 地域経済部 地域未来投資促進室 

室長：中嶋 重光 

担当者：企業立地支援課 今野、和田、戸谷 

電話：048-600-0272 

FAX：048-601-1293 

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/concierge/concierge_list.pdf
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiiki_kenin_kigyou/kigyo/chiikimirai_map.pdf


別紙 1  

地域未来牽引企業 追加選定企業数（都県別内訳） 

  

 都県名 選定企業数 

茨城県 43者 

栃木県 23者 

群馬県 24者 

埼玉県 29者 

千葉県 24者 

東京都 20者 

神奈川県 17者 

新潟県 40者 

山梨県 10者 

長野県 31者 

静岡県 36者 

管内 計 297者 



別紙2
茨城県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（43者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

茨城県 アイガ電子工業株式会社 茨城県日立市千石町３―１７―１５ 益子　貴行 製造業 http://www.aiga.co.jp/

茨城県 株式会社あ印 茨城県ひたちなか市沢メキ１１１０―９ 鯉沼　勝久 製造業 http://www.ajirushi.com/

茨城県 株式会社アトック 茨城県常総市水海道渕頭町２９５２ 青木　清人 製造業 https://www.atock.com/

茨城県 株式会社アプリシエイト 茨城県水戸市三の丸１―１―３　ステ―ションフロント水戸７Ｆ 和田　幸哉 情報通信業 https://www.all-appreciate.com/

茨城県 株式会社安秀工業 茨城県筑西市蒔田２―２番地 安達　一博 製造業 http://www.ansyu.co.jp/index.html

茨城県 株式会社茨城荷役運輸 茨城県東茨城郡茨城町長岡３４７４―１ 雨谷　一宇 運輸業、郵便業 https://www.ibarakiniyaku.com

茨城県 株式会社岩井化成 茨城県坂東市南の台１２６３―２ 野添　智子 製造業 https://www.iwaikasei.co.jp/

茨城県 株式会社牛久製作所 茨城県牛久市牛久町５０４―１ 小山　覚己 製造業 https://ushiku-works.co.jp

茨城県 ウルノ商事株式会社 茨城県水戸市元吉田町１０７７―２ 宇留野　正義 卸売業、小売業 http://www.uruno.co.jp/company.html

茨城県 海老根建設株式会社 茨城県久慈郡大子町大子１８３５―２ 柳瀬　香織 建設業 http://www.ebine.co.jp/index.html

茨城県 株式会社ＭＫエレクトロニクス 茨城県水戸市堀町１１６５―９４ 斉藤　和明 製造業 http://www.mk-ele.co.jp/

茨城県 エンケイマカベ株式会社 茨城県桜川市真壁町下小幡３５ 成田　利夫 製造業 http://www.enkei.co.jp

茨城県 株式会社大倉商事 茨城県ひたちなか市中根１４７６―２ 大倉　定 製造業 http://okura-shoji.co.jp

茨城県 株式会社大塚製作所 茨城県水戸市谷津町細田１―６４ 根岸　貴史 製造業 http://www.ohthuka.co.jp

茨城県 岡田鈑金株式会社 東京都大田区新蒲田１―２２―１８ 増田　武夫 製造業 http://www.oban.co.jp/

茨城県 株式会社カイテキホーム 茨城県つくば市筑穂２丁目３―１ 石塚　政憲 建設業 http://www.kaitekihome.jp

茨城県 関東道路株式会社 茨城県筑西市下川島６３５番地 武藤　正浩 建設業 http://www.kanto-doro.co.jp/

茨城県 株式会社グルービー 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４―１０―６ 松本　弘 宿泊業・飲食サービス業 https://www.pasta-groovy.co.jp/

茨城県 株式会社坂場商店 茨城県水戸市本町２―７―８ 坂場　辰之介 卸売業、小売業 http://www.sakaba-shouten.co.jp/

茨城県 株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二 茨城県北茨城市関本町富士ケ丘９２２―５ 鈴木　勝 製造業 http://jon72.co.jp/

茨城県 十和運送株式会社 茨城県つくばみらい市細代４０８―１ 田上　貴義 運輸業、郵便業 https://www.juwa.com

茨城県 伸栄工業株式会社 茨城県かすみがうら市上稲吉１７５１番地 大和　幸雄 製造業 https://shin-ei-kogyo.com/

茨城県 瑞井精工株式会社 茨城県常陸太田市馬場町９４８―１ 井上　雅弘 製造業 http://mizui.co.jp/

茨城県 株式会社タンゲ製作所 茨城県那珂市向山１２３０―２ 田家　泰明 製造業 http://www.tange-ss.jp/

茨城県 デジタルサーブ株式会社 茨城県水戸市白梅二丁目３番１６号 松本　英俊 情報通信業 http://www.digital-serve.co.jp/

茨城県 株式会社東京電機 茨城県つくば市桜３―１１―１ 塩谷　智彦 製造業 https://www.tokyodenki.co.jp

茨城県 東鉱商事株式会社 茨城県日立市幸町１―３―８　東鉱ビル 瀧　俊美 卸売業、小売業 http://www.tokoshouji.com/

茨城県 常磐建設株式会社 茨城県龍ケ崎市２９５７ 佐々木　孝夫 建設業 http://www.tokiwa1.co.jp/

茨城県 株式会社ナムチェバザール 茨城県水戸市末広町２―２―１０ 和田　幾久郎 卸売業、小売業 https://namchebazar.co.jp

茨城県 西山運輸機工株式会社 茨城県結城郡八千代町尾崎３０９―１ 西山　勉 運輸業、郵便業 https://nishiyamaunyu.com/

茨城県 日興建設株式会社 茨城県高萩市安良川９１５―４ 安　勝彦 建設業 http://www.nikkou-kk.co.jp/

茨城県 株式会社日昌製作所 茨城県日立市１―９―１０ 加倉井　明美 製造業 http://www.nisshoss.co.jp/

茨城県 日本エクシード株式会社 茨城県常総市内守谷町４３８２―４ 森澤　祐二 製造業 http://www.nihon-exceed.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

茨城県 日本サポートシステム株式会社 茨城県稲敷郡阿見町阿見阿見原４６６６―１７７７ 天野　眞也 製造業 https://www.jss1.jp

茨城県 フォージテックカワベ株式会社 茨城県つくばみらい市野堀４７９―８ 河辺　君男 製造業 http://www.kawabe-forge.co.jp

茨城県 北進産業株式会社 茨城県古河市大山１５１７ 北島　清貴 製造業 http://www.hoxin-sg.co.jp/top.shtml

茨城県 株式会社堀田電機製作所 茨城県日立市石名坂町２―４３―９ 松本　秀敬 製造業 http://www.hottadenki.co.jp

茨城県 株式会社美鈴 茨城県水戸市五軒町２―１―３７　水戸京成パ―キングプラザ１Ｆ 鈴木　哲哉 卸売業、小売業 https://www.lifeaid-misuzu.co.jp/

茨城県 株式会社諸岡 茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町３５８ 諸岡　正美 製造業 http://www.morooka.co.jp

茨城県 株式会社ヤマイチ 茨城県ひたちなか市南神敷台１０―１０ 川﨑　孝則 製造業 https://k-yamaichi.jp/

茨城県 株式会社ユニキャスト 茨城県日立市大みか町３―１―１２ 三ツ堀　裕太 情報通信業 https://www.unicast.ne.jp/

茨城県 株式会社吉田屋 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町５４６ 大山　壮郎 製造業 http://www.kk-yoshidaya.co.jp

茨城県 渡辺食品株式会社 茨城県常総市古間木３５７―２ 渡邉　甚一郎 製造業 http://wakanabe.com

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

https://www.jss1.jp/
http://www.kawabe-forge.co.jp/
http://www.hoxin-sg.co.jp/top.shtml
http://www.hottadenki.co.jp/
https://www.lifeaid-misuzu.co.jp/
http://www.morooka.co.jp/
https://k-yamaichi.jp/
https://www.unicast.ne.jp/
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別紙2
栃木県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（23者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

栃木県 株式会社荒川建設 栃木県那須烏山市田野倉１９２―１ 中山　靖之 建設業 https://www.araken.net/

栃木県 岩澤建設株式会社 栃木県足利市久保田町５６４―１ 岩澤　理夫 建設業 http://www.iwasawa.co.jp

栃木県 株式会社オノプラント 栃木県河内郡上三川町多功２５７０―２ 相澤　昌宏 製造業 http://www.onoplant.co.jp/

栃木県 関東商事株式会社 栃木県河内郡上三川町石田１８００―１ 金子　嘉和 卸売業、小売業 http://www.kantos.co.jp

栃木県 桑名商事株式会社 栃木県真岡市寺内１４９３―１ 桑名　朗 製造業 http://www.kuwana907.com/

栃木県 小林酒造株式会社 栃木県小山市卒島７４３―１ 小林　甚一郎 製造業 https://www.instagram.com/hououbiden

栃木県 株式会社サカエ工業 栃木県栃木市大平町西野田６１４６１４ 池添　亮 製造業 https://www.sakae-k.co.jp/index.html

栃木県 シンテックス株式会社 栃木県さくら市喜連川１１１４ 八木澤　穣 製造業 http://www.syntex.co.jp/

栃木県 株式会社雀宮産業 栃木県宇都宮市五代１丁目２番４号 鈴木　英行 製造業 http://suzumenomiya.jp

栃木県 有限会社スペクトルデザイン 栃木県大田原市湯津上２８５番地１ 深澤　亮一 製造業 http://www.spectradsn.com/

栃木県 株式会社壮関 栃木県矢板市４番地１ 板山　健一 製造業 https://www.sokan.jp/

栃木県 第一酒造株式会社 栃木県佐野市田島町４８８ 島田　嘉紀 製造業 http://www.sakekaika.co.jp/

栃木県 株式会社大正光学 栃木県鹿沼市深程１２４ 内藤　信雄 製造業 http://www.taisyou-op.co.jp/

栃木県 株式会社タスク 栃木県栃木市惣社町１５１０―１ 川嶋　健 製造業 http://www.tsklab.co.jp/

栃木県 株式会社田中電気研究所 東京都世田谷区経堂３丁目３０番１０号 田中　敏文 製造業 https://www.tanaka-e-lab.jp/

栃木県 株式会社ＤＩ・ＳＡＮＷＡ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 栃木県那須塩原市東三島２―８３―１ 小板橋　博幸 建設業 http://di-sanwa.com

栃木県 株式会社テツカクリエート 栃木県河内郡上三川町大字多功２５７１―２ 鉢村　高史 製造業 http://www.tetsuka-create.co.jp/

栃木県 トヨタＬ＆Ｆ栃木株式会社 栃木県宇都宮市平出工業団地３７―２ 飯島　聡 卸売業、小売業 http://www.toyota-lft.co.jp

栃木県 中里建設株式会社 栃木県佐野市栃本町１０５１ 中里　聡 建設業 https://www.nakazato-const.com

栃木県 中村土建株式会社 栃木県宇都宮市大曽４―１０―１９ 渡邉　幸雄 建設業 https://www.nakamuradoken.co.jp

栃木県 日本自動機工株式会社 埼玉県さいたま市浦和区岸町７―１―７　浦和チクラビル 古屋　久昭 製造業 http://www.jido-kiko.co.jp/

栃木県 吉澤石灰工業株式会社 栃木県佐野市宮下町７―１０ 松原　維一郎 製造業 http://www.yoshizawa.co.jp/

栃木県 渡辺建設株式会社 栃木県宇都宮市今泉新町１８０ 渡辺　眞幸 建設業 http://www.watanabekensetsu.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
群馬県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（24者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

群馬県 株式会社アサヒ商会 群馬県高崎市問屋町２―８―２ 広瀬　一成 卸売業、小売業 www.bungu.co.jp

群馬県 石川建設株式会社 群馬県太田市浜町１０―３３ 石川　雅之 建設業 http://www.ishikawa-inc.co.jp

群馬県 有限会社石川鉄工所 群馬県太田市上小林町２６１番地３ 石川　一仁 製造業 －

群馬県 伊田繊維株式会社 群馬県桐生市境野町６丁目４２９番地の１ 伊田　茂 製造業 https://idaseni.com

群馬県 株式会社栄久 群馬県伊勢崎市境上矢島６７０番地の２ 柴﨑　洋輔 生活関連サービス業、娯楽業 https://eikyu-g.co.jp

群馬県 株式会社エーアイ・コーポレーション 群馬県館林市栄町２１―３４ 森　恭史 運輸業、郵便業 http://ai-p.com/

群馬県 株式会社荻野商店 群馬県甘楽郡下仁田町大字下仁田２８ 荻野　匡司 製造業 http://www.konjac.co.jp/

群馬県 有限会社かぶら食品 群馬県富岡市南蛇井１４８２ 相川　愛一郎 製造業 http://kaburafc.co.jp/

群馬県 有限会社きたもっく 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢１９２４―１３６０ 福嶋　明美 宿泊業・飲食サービス業 https://kitamoc.com/

群馬県 近藤酒造株式会社 群馬県みどり市大間―町大間―１００２ 近藤　雄一郎 製造業 https://akagisan.com/

群馬県 株式会社サイテックス 群馬県太田市吉沢町６０８番地２ 齋藤　修一 製造業 http://www.sytecs.com

群馬県 三朋企業株式会社 群馬県高崎市宮沢町１７９３―１ 宮石　喜康 建設業 https://www.e-sanpou.com

群馬県 株式会社シーエスラボ 東京都豊島区高田３丁目３２番３号　不二ビル４階 林　雅俊 製造業 https://www.cs-lab.co.jp/

群馬県 株式会社ジュンコーポレイション 群馬県安中市松井田町上増田５３―１ 小板橋　義和 製造業 https://www.jun-corporation.com

群馬県 株式会社翔栄 群馬県伊勢崎市三和町２７１８番地３ 堀川　悟 製造業 www.shoei-t.co.jp

群馬県 センヨシロジスティクス株式会社 群馬県伊勢崎市西久保町２―２２２―１ 千吉良　薫 運輸業、郵便業 http://senyoshi.co.jp/

群馬県 株式会社タノ製作所 群馬県高崎市吉井町池７７９番地１３ 片野　真吾 製造業 http://tanoss.jp/

群馬県 中央自動車倉庫株式会社 群馬県高崎市八幡原町３３７ 新井　越雄 運輸業、郵便業 http://www.hi-cjs.co.jp/

群馬県 東栄化学工業株式会社 群馬県伊勢崎市香林町２丁目１２８４番地 宇井　聡 製造業 http://www.toeikagaku.co.jp/

群馬県 株式会社内外 群馬県高崎市上豊岡町５６１―８ 小澤　淳 製造業 https://www.aluminum-gravity.com/

群馬県 有限会社永井製作所 群馬県群馬県邑楽郡邑楽町中野３０６２ 永井　慎也 製造業 https://www.nagaiseisakusyo.com/

群馬県 株式会社中沢ヴィレッジ 群馬県吾妻郡草津町大字草津６１８番地 小西　弘晃 宿泊業・飲食サービス業 https://www.hotelevillage.co.jp/

群馬県 株式会社BMZ 群馬県利根郡みなかみ町上津１０９３―４ 髙橋　のり子 製造業 http://bmz.jp/

群馬県 山口精機株式会社 群馬県富岡市富岡７７９ 山口　和之 製造業 https://www.yamaguchi-seiki.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
埼玉県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（29者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

埼玉県 株式会社アヤベ洋菓子 埼玉県川口市新堀１０７０番地５ 綾部　哲嗣 製造業 http://www.ayabe-yougashi.co.jp

埼玉県 浦和レッドダイヤモンズ株式会社 埼玉県さいたま市緑区美園２―１ 立花　洋一 生活関連サービス業、娯楽業 https://www.urawa-reds.co.jp/

埼玉県 株式会社エイブルフソー 埼玉県行田市城西５丁目１０番２３号 西川　英寿 製造業 http://ablefuso.co.jp/

埼玉県 エクセン株式会社 東京都港区浜松町１―１７―１３ 林　哲平 製造業 http://www.exen.co.jp

埼玉県 株式会社かねよし 埼玉県川口市中青木５―３―１７ 吉田　竜一 製造業 www.kaneyoshidesu.co.jp

埼玉県 株式会社キャステック 埼玉県加須市豊野台２丁目７１７―６ 飯島　雷一朗 製造業 http://www.castec-inc.com/

埼玉県 株式会社小金井精機製作所 埼玉県入間市狭山台４―１６―１３ 鴨下　祐介 製造業 www.koganeiseiki.co.jp

埼玉県 小島化学薬品株式会社 埼玉県狭山市柏原３３７―２６ 五木田　春夫 製造業 https://www.kojima-c.co.jp/

埼玉県 後藤精工株式会社 埼玉県さいたま市中央区上峰３―１１―１ 後藤　秀隆 製造業 http://www.gotos.co.jp/

埼玉県 小原歯車工業株式会社 埼玉県川口市仲町１３―１７ 小原　敏治 製造業 http://www.khkgears.co.jp/

埼玉県 サイデン化学株式会社 東京都中央区日本橋本町３丁目４番７号 籠島　嘉隆 製造業 http://www.saiden-chem.co.jp/

埼玉県 桜井機械株式会社 広島県広島市西区庚午中４―１０―９ 櫻井　泰朗 卸売業、小売業 http://sakurai-kikai.co.jp/

埼玉県 株式会社ジェイ・オー・シー羽生 埼玉県羽生市小松台１―６０３―３６ 奥村　直久 製造業 http://www.jocosmrtics.jo

埼玉県 株式会社シバサキ製作所 埼玉県大里郡寄居町大字桜沢１５６０―３０ 柴﨑　亮二 製造業 https://www.shibasaki-ss.jp/

埼玉県 株式会社シンミドウ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４―２４４―１　都築ビル２階 笹田　知弘 学術研究、専門・技術サービス業 https://sinmido.com

埼玉県 株式会社ソーケンメディカル 東京都豊島区高田１丁目３６番２０号 石渡　弘美 卸売業、小売業 www.sokenmedical.com

埼玉県 第一倉庫冷蔵株式会社 埼玉県さいたま市南区白幡５―８―１９ 有田　真治 運輸業、郵便業 https://www.dsr-gp.co.jp/

埼玉県 高橋ソース株式会社 埼玉県本庄市下野堂６０４―７ 高橋　亮人 製造業 http://www.takahashisaucu.com

埼玉県 司ゴム電材株式会社 埼玉県蕨市塚越２―１９―２１ 小泉　徹洋 製造業 https://www.tsukasa-net.co.jp/

埼玉県 株式会社トコウ 埼玉県入間市中神９９１ 斗光　健一 製造業 https://toko-toso.com

埼玉県 TOMOE株式会社 埼玉県川口市東本郷１―７―６ 増田　学 製造業 http://www.tomoe-toso.co.jp

埼玉県 株式会社豊島製作所 埼玉県東松山市下野本１４１４ 新居　英一 製造業 http://www.toshima-mfg.jp/

埼玉県 平塚製菓株式会社 東京都台東区松が谷４―２８―３ 平塚　正幸 製造業 http://www.hiratsuka-seika.co.jp

埼玉県 豊盛工業株式会社 埼玉県坂戸市にっさい花みず木６―２４―１ 熊田　淳 製造業 http://www.hohsei.co.jp

埼玉県 株式会社ホレスト 埼玉県入間市扇町屋５―６―１４―１ 林　利浩 運輸業、郵便業 https://horest.co.jp

埼玉県 マルコーフーズ株式会社 埼玉県深谷市新戒６９７―１ 村岡　守 製造業 https://www.maruko-f.co.jp

埼玉県 丸和工業株式会社 埼玉県北本市宮内５―３５１ 矢部　利人 建設業 https://www.maruwa-kogyou.co.jp/

埼玉県 株式会社武蔵野ロジスティクス 埼玉県入間郡三芳町上富１６７ 門岡　百年 運輸業、郵便業 https://ms-logi.co.jp/

埼玉県 山下ゴム株式会社 埼玉県ふじみ野市亀久保１２３９ 臼井　武吉 製造業 https://www.yamashita-rub.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
千葉県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（24者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

千葉県 赤星工業株式会社 千葉県市原市八幡海岸通５番地４ 伊藤　広一 製造業 http://www.akahoshi.co.jp

千葉県 安房運輸株式会社 千葉県君津市中島４１０ 石川　幸夫 運輸業、郵便業 https://www.awa-exp.com

千葉県 株式会社イワサテック 千葉県船橋市高瀬町６２―４ 辻　勇　 製造業 http://iwasa-tech.com

千葉県 株式会社wash-plus 千葉県浦安市猫実１―９―１１―４０１　コ―プ野村浦安 高梨　健太郎 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.wash-plus.jp/

千葉県 株式会社オカムラホーム 千葉県八千代市大和田新田７６―４６ 金子　保夫 建設業 https://www.okamura-home.co.jp/

千葉県 株式会社起工業 千葉県松戸市上本郷９０４―６ 須永　隆側 建設業 https://okikogyo.com/

千葉県 株式会社カナヤ食品 千葉県銚子市愛宕町３１２０番地 座古　裕久 製造業 http://www.kanayafoods.co.jp

千葉県 国際空港上屋株式会社
千葉県成田市成田国際空港内輸入共同上屋ビル３０１号
（本社：東京都中央区東日本橋１―１―７　野村不動産東日本橋ビル５F）

岡本　榮一 運輸業、郵便業 http://www.iactcgo.co.jp/index.html

千葉県 サンレイ工機株式会社 千葉県市川市本北方２―２６―１６ 津覇　浩一 製造業 http://www.sunray-kouki.com/

千葉県 株式会社芝山農園 千葉県香取市福田５００―２５ 篠塚　佳典 農業・林業 https://shibayama-f.com

千葉県 株式会社シンクラボラトリー 千葉県柏市高田１２０１―１１ 重田　龍男 製造業 https://www.think-lab.com/

千葉県 株式会社拓匠開発 千葉県千葉市中央区弁天２―２０―２０ 工藤　英之 不動産業、物品賃貸業 http://takusho.co.jp/

千葉県 株式会社武井製作所 千葉県松戸市紙敷１５６７ 武井　哲郎 製造業 http://www.takeiss.co.jp/

千葉県 ちば醤油株式会社 千葉県香取市木内１２０８ 山本　一郎 製造業 https://www.chibashoyu.com

千葉県 株式会社常磐植物化学研究所 千葉県佐倉市木野子１５８番地 立﨑　仁 製造業 https://www.tokiwaph.co.jp/

千葉県 株式会社ニチオン 千葉県船橋市栄町２―１２―４ 本田　宏志 製造業 http://www.nition.jp/

千葉県 株式会社ニッコー 千葉県浦安市美浜１―９―２　浦安ブライトンビル５Ｆ 間宮　一博 卸売業、小売業 http://www.pipe-nikko.co.jp/

千葉県 株式会社NIPPONIA SAWARA 千葉県香取市佐原イ４７４―８ 上村　進 サービス業（他に分類されないもの） https://www.nipponia-sawara.com/

千葉県 株式会社パール技研 千葉県船橋市旭町２―８―３１ 小嶋　大介 製造業 https://pearl-giken.co.jp/

千葉県 富洋観光開発株式会社 千葉県富津市金谷２２８８ 鈴木　裕士 宿泊業・飲食サービス業 http://thefish.co.jp

千葉県 株式会社プラントベース 岡山県倉敷市白楽町３８２　サンライトビル白楽町１０１ 五十嵐　雅明 建設業 http://plant-base.com/

千葉県 株式会社ホソヤコーポレーション 千葉県佐倉市太田２０５６ 細谷　幸平 製造業 https://ssl.hosoya-c.co.jp/

千葉県 山田電器工業株式会社 千葉県松戸市松飛台５１６ 山田　耕次郎 製造業 http://www.ydkjpn.co.jp/

千葉県 株式会社ろくや 千葉県南房総市久枝４９４ 渡邉　丈宏 宿泊業・飲食サービス業 www.ｒokuya-resort.com

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
東京都の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（20者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

東京都 新井ハガネ株式会社 東京都墨田区２丁目９―８ 新井　信一郎 卸売業、小売業 https://www.araihagane.co.jp/

東京都 石川酒造株式会社 東京都福生市熊川１番地 石川　彌八郎 製造業 http://tamajiman.co.jp/

東京都 株式会社イチカワ 東京都羽村市神明台４―８―３９ 市川　博士 製造業 https://www.ichikawa.co.jp/

東京都 株式会社榎本調剤薬局 東京都立川市富士見町１―３１―１８　西立川ＫＩビル１階 鹽入　祐子 卸売業、小売業 https://enomoto-pharmacy.com/

東京都 株式会社FAプロダクツ 東京都港区新橋５丁目３５番１０号　新橋アネックス２階 貴田　義和 製造業 https://fa-products.jp/

東京都 株式会社エリオニクス 東京都八王子市元横山町３―７―６ 七野　実 製造業 https://www.elionix.co.jp/

東京都 小澤酒造株式会社 東京都青梅市沢井２―７７０ 小澤　幹夫 製造業 http://www.sawanoi-sake.com/

東京都 株式会社小野電機製作所 東京都品川区平塚２丁目４番１７号 小野　芙未彦 製造業 http://www.ono-denki.com/

東京都 有限会社関鉄工所 東京都大田区大森西６―７―１１ 関　英一 製造業 https://sekiiron.com/

東京都 立川精密工業株式会社 東京都羽村市神明台４―４―２１ 大越　陽 製造業 http://www.tachikawa-sk.co.jp

東京都 株式会社玉川繊維工業所 東京都世田谷区松原３丁目４０番７号　パインフィ―ルドビル６階 梅森　文寿 生活関連サービス業、娯楽業 http://www.tamasen.co.jp/

東京都 多摩冶金株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平２―７７―１ 山田　毅 製造業 www.tamayakin.co.jp

東京都 株式会社電子制御国際 東京都羽村市神明台３―３３―６ 中村　謙二 製造業 http://www.ecginc.co.jp

東京都 株式会社東洋ボデー 東京都武蔵村山市伊奈平２―４２―１ 中条　充啓 製造業 http://www.toyobody.co.jp/

東京都 日本分析工業株式会社 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０８ 大栗　直毅 製造業 http://www.jai.co.jp/

東京都 美和ロック株式会社 東京都港区芝３―１―１２ 川邉　浩史 製造業 https://www.miwa-lock.co.jp/

東京都 株式会社森清化工 東京都墨田区八広１―３０―９ 毛利　栄希 製造業 http://www.morisei-kako.co.jp

東京都 ＵＴエイム株式会社 東京都品川区東五反田１―１１―１５　電波ビル６階 筑井　信行 サービス業（他に分類されないもの） https://www.ut-aim.co.jp/

東京都 株式会社リガク 東京都昭島市松原町３―９―１２ 志村　晶 製造業 https://www1.rigaku.com/ja

東京都 ロボコム株式会社 東京都港区新橋５丁目３５番１０号　新橋アネックス２階 天野　眞也 製造業 http://robotcom.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
神奈川県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（17者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

神奈川県 アイフォーコム株式会社 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３―２９―１１　アイフォ―コム横浜ビル 加川　広志 情報通信業 https://www.iforcom.jp/recruit_new/company.html

神奈川県 株式会社旭商工社 神奈川県横浜市西区平沼１―７―１０　ＹＳＫビル６Ｆ 野村　満輝 卸売業、小売業 http://www.kkamic.co.jp/

神奈川県 岡谷エレクトロニクス株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜２―３―１９　新横浜ミネタビル８階 水野　治 卸売業、小売業 https://www.oec.okaya.co.jp/

神奈川県 株式会社オギノパン 神奈川県相模原市緑区長竹２８４１番地 荻野　時夫 製造業 https://www.ogino-pan.com/

神奈川県 関東冶金工業株式会社 神奈川県平塚市四之宮３―２０―４８ 髙橋　愼一 製造業 https://www.k-y-k.co.jp/index.html

神奈川県 株式会社共栄製作所 神奈川県秦野市曽屋字曽屋原１１４ 飯尾　聡介 製造業 http://kyoei-seisakusho.co.jp/

神奈川県 斎藤樹脂工業株式会社 神奈川県綾瀬市吉岡５０７―３ 斉藤　隆訓 製造業 http://www.saitojushi.co.jp

神奈川県 株式会社三協 神奈川県横浜市中区北仲通２―１４藤木ビル 藤木　幸三 運輸業、郵便業 https://www.sankyo-corporation.com/

神奈川県 三宝精機工業株式会社 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町４０５番地 金子　一彦 サービス業（他に分類されないもの） http://www.sanpo-seiki.com

神奈川県 株式会社シゲン 神奈川県横浜市中区山下町７０―１３ 加藤　泰弘 サービス業（他に分類されないもの） https://www.shigen.com/

神奈川県 杉本電機産業株式会社 神奈川県川崎市川崎区渡田向町６―５ 三浦　秀人 卸売業、小売業 https://www.e-sugimoto.co.jp/

神奈川県 デノラ・ペルメレック株式会社 神奈川県藤沢市遠藤２０２３―１５ 大倉　誠 製造業 www.permelec.co.jp

神奈川県 野口工業株式会社 神奈川県綾瀬市小園９０７番地１ 野口　晌司 製造業 http://www.nk-co.jp

神奈川県 株式会社ハリマビステム 神奈川県横浜市西区みなとみらい２―２―１　横浜ランドマ―クタワ―１６階 鴻　義久 サービス業（他に分類されないもの） https://www.bstem.co.jp/

神奈川県 株式会社松尾商行 神奈川県相模原市中央区千代田２―１０―１７ 森　大樹 卸売業、小売業 http://www.e-matsuo.com

神奈川県 株式会社マブチ 神奈川県横浜市中区日本大通１７　ＪＰＲ横浜日本大通ビル３Ｆ 坂本　幹夫 運輸業、郵便業 https://www.k-mabuchi.co.jp/

神奈川県 株式会社ムラタ 神奈川県高座郡寒川町一之宮４―１９―１６ 村田　洋介 製造業 https://murata01.com

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
新潟県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（40者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

新潟県 相場産業株式会社 新潟県三条市金子新田１６９１番地５ 相場　健一郎 製造業 http://www.abc-tool.co.jp   http://www.runwell.jp

新潟県 青木環境事業株式会社 新潟県新潟市北区島見町３２６５―１５ 青木　俊和 サービス業（他に分類されないもの） http://www.aokikankyo.com/

新潟県 昱工業株式会社 新潟県新潟市西区流通センタ―２―２―３ 中川　崇 建設業 http://www.akira-k.co.jp/

新潟県 株式会社アクアデザインアマノ 新潟県新潟市西蒲区漆山８５５４―１ 天野　しのぶ 製造業 https://www.adana.co.jp

新潟県 株式会社曙産業 新潟県燕市南１丁目２番１１号 大山　剛 製造業 http://www.akebono-sa.co.jp

新潟県 株式会社いせん 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢２４５５ 井口　智裕 宿泊業・飲食サービス業 http://isen.co.jp/

新潟県 株式会社ＳＵＳ 新潟県燕市花見３００番地 栗田　宏 製造業 https://sus-inc.com/

新潟県 株式会社大倉製作所 新潟県燕市大川津３４３０―３２１ 大倉　龍司 製造業 http://ok-ss.jp/

新潟県 株式会社大菱計器製作所 新潟県長岡市南陽一丁目１２１６番地１ 島津　克吉 製造業 https://www.obishi.co.jp

新潟県 株式会社小野組 新潟県胎内市西栄町２―２３ 小野　貴史 建設業 https://www.ono-gumi.co.jp/

新潟県 共栄エンジニアリング株式会社 新潟県阿賀野市山倉１９１２―２ 安倍　佳照 製造業 http://www.kyoeieng.co.jp/

新潟県 株式会社共栄鍛工所 新潟県三条市尾崎２７８１ 齊藤　栄太郎 製造業 kyoei@kyoei-fw.co.jp

新潟県 株式会社小林 新潟県長岡市宮下町４２０番地５ 小林　節子 製造業 http://www.koba-gou.co.jp

新潟県 小柳建設株式会社 新潟県三条市東三条１丁目２１番５号 小柳　卓蔵 建設業 http://n-oyanagi.com

新潟県 株式会社サトウ産業 新潟県上越市上名柄３４０―１ 佐藤　明郎 製造業 https://www.sato-san.jp/

新潟県 三幸製菓株式会社 新潟県新潟市北区新崎１―１３―３４ 佐藤　元保 製造業 https://www.sanko-seika.co.jp/

新潟県 株式会社サンユー印刷 新潟県三条市東光寺３６８９―１ 玉木　敏 卸売業、小売業 https://www.sunyou-pmp.co.jp/

新潟県 下村企販株式会社 新潟県燕市小池４８０３―４ 下村　啓治 卸売業、小売業 https://www.simomura-kihan.co.jp/

新潟県 シンコー株式会社 新潟県魚沼市田戸６１―１ 古川　原栄一 製造業 http://www.sinko-co.jp

新潟県 株式会社大建建設 新潟県新潟市東区浜谷町１丁目２―６ 高橋　秀彰 建設業 https://www.heartlifedaiken.com/

新潟県 株式会社髙助 新潟県新潟市中央区礎町通四ノ町２１００ 高橋　秀松 卸売業、小売業 https://www.takasuke-n.co.jp

新潟県 株式会社たかの 新潟県小千谷市大字千谷２８３７―１ 高野　浩和 製造業 http://www.takano-niigata.co.jp

新潟県 株式会社田中衡機工業所 新潟県三条市福島新田丙２３１８―１ 田中　康之 製造業 http://www.tanaka-scale.co.jp/

新潟県 株式会社中央製版 新潟県三条市下大浦５１８ 小林　吾郎 製造業 http://www.chuoh.net

新潟県 テラノ精工株式会社 新潟県長岡市三島新保４２０番地 渡辺　豊 製造業 http://www.terrano-seiko.co.jp

新潟県 株式会社中野科学 新潟県燕市小池５１８１番地３ 中野　信男 製造業 https://www.nakano-acl.co.jp/

新潟県 中村精工株式会社 新潟県三条市中新３２番２６号 中村　敏 製造業 http://www.nakamuraseiko.co.jp/

新潟県 株式会社新潟食品運輸 新潟県新潟市江南区茗荷谷６７９―５ 井越　鉄雄 運輸業、郵便業 http://www.nsu365.com/

新潟県 株式会社新潟セイキ 新潟県小千谷市鴻巣１５９３―１ 渡邉　文夫 製造業 https://www.niigata-seiki.co.jp

新潟県 株式会社野崎忠五郎商店 新潟県三条市塚野目２１４９番地 野崎　正明 卸売業、小売業 http://www.kanechu-nozaki.jp/

新潟県 株式会社ハイサーブウエノ 新潟県三条市福島新田丙２４０６番地 小越　元晴 製造業 http://www.hi-serv.com

新潟県 原田乳業株式会社 新潟県燕市道金３０４０番地 櫻澤　和仁 製造業 http://www.harada-milk.jp

新潟県 株式会社ピーアールシー 新潟県新潟市北区木崎７７８番地４３ 伊藤　誠 製造業 http://www.prc-inc.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

新潟県 飛田テック株式会社 新潟県上越市中箱井４７―１ 飛田　剛一 製造業 http://hidatec.co.jp

新潟県 株式会社古川廣吉鉄工所 新潟県長岡市鉄工町１丁目２番５７号 古川　勇人 建設業 http://fht-furukawa.co.jp

新潟県 株式会社松浦製作所 新潟県新発田市荒川２４６５番地 永岡　繁樹 製造業 http://www.matsuura-ss.jp/

新潟県 株式会社マルサ 新潟県三条市新潟県三条市三貫地新田９７２―１ 齋藤　一成 製造業 https://www.malsa.co.jp/html/

新潟県 株式会社ミツヒデ 新潟県五泉市青橋甲５４８番 駒形　孝 建設業 http://mituhide.co.jp/

新潟県 有限会社ヤスダヨーグルト 新潟県阿賀野市保田字義京免９４０ 倉元　三八子 製造業 http://www.yasuda‐yogurt.co.jp

新潟県 株式会社横井製作所 大阪府枚方市招提大谷２―１７―１ 横井　亮 製造業 https://www.yokoi.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
山梨県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（10者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

山梨県 エルテックサービス株式会社 山梨県笛吹市一宮町国分１０１４―１ 中村　吉邦 サービス業（他に分類されないもの） http://www.ertec-g.co.jp/

山梨県 株式会社木次商事 山梨県北杜市高根町箕輪新町９番地の３ 木次　功一 卸売業、小売業 －

山梨県 株式会社クリエイティブリゾート 山梨県富士吉田市松山１６０３ 加藤　慎一 宿泊業・飲食サービス業 http://www.creative-r.com

山梨県 コミヤマエレクトロン株式会社 山梨県南都留郡鳴沢村２２７８ 渡邊　明雄 製造業 http://www.komiyamae.co.jp

山梨県 株式会社清水製作所 山梨県北杜市長坂町大八田４６５４ 清水　鐡郎 製造業 http://www5.nns.ne.jp/~shimizu.ss-ts/

山梨県 株式会社セキコーポレーション 東京都八王子市明神町２丁目９番２２号 山木　孝之 製造業 http://www.seki-corp.co.jp/

山梨県 テクノクリーン株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰１３６７―８ 若尾　剛 生活関連サービス業、娯楽業 http://technoclean.jp/

山梨県 株式会社土橋製作所 山梨県甲府市住吉４―１９―２９ 土橋　悦子 製造業 http://www.dobashi.co.jp/

山梨県 株式会社ミラプロ 山梨県北杜市須玉町穴平１１００ 津金　洋之 製造業 https://www.mirapro.co.jp/

山梨県 山梨貨物自動車株式会社 山梨県中央市山之神流通団地３２１１―１１ 石澤　啓一郎 運輸業、郵便業 http://www.y-kamotsu.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

http://www.ertec-g.co.jp/
http://www.creative-r.com/
http://www.komiyamae.co.jp/
http://www5.nns.ne.jp/~shimizu.ss-ts/
http://www.seki-corp.co.jp/
http://technoclean.jp/
http://www.dobashi.co.jp/
https://www.mirapro.co.jp/
http://www.y-kamotsu.co.jp/


別紙2
長野県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（31者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

長野県 赤田工業株式会社 長野県北安曇郡池田町大字会染６１０８―７５ 赤田　弥寿文 製造業 https://www.akada.jp/

長野県 株式会社上野精機長野 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富９３４５ 上野　昇 製造業 http://ueno-seiki-nagano.co.jp/

長野県 株式会社エイティ 長野県上田市腰越６３５番地１ 北澤　貴司 製造業 http://www.eighty.jp

長野県 株式会社エーアイテック 長野県松本市和田４０１０―３１ 大林　泰彦 製造業 http://a-i-tec.co.jp

長野県 株式会社エグロ 長野県岡谷市御倉町８番１４号 江黒　寛文 製造業 http://www.eguro.co.jp/

長野県 株式会社エスケー精工 長野県上田市塩川６３０―１１ 山田　夏江 製造業 http://www.sk-seiko.com/

長野県 株式会社協同電工 長野県飯田市中村１２５５番地 平松　範史 製造業 http://www.kyodo-denko.com

長野県 株式会社小松製作所 長野県松本市大字今井字松本道７２５６番地１ 小松　浩康 製造業 http://kmt.jp

長野県 株式会社コミヤマ 長野県小諸市大字市９５０番地 小宮山　喜之助 製造業 http://www.e-komiyama.co.jp/

長野県 株式会社桜井製作所 長野県埴科郡坂城町大字中之条８９５ 櫻井　雅史 製造業 http://www.sakuraiss.co.jp/

長野県 株式会社山翠舎 長野県長野市大字大豆島４３４９番地の１０ 山上　浩明 建設業 https://www.sansui-sha.co.jp/

長野県 株式会社城南製作所 長野県上田市下丸子８６６―７ 宮本　聖一 製造業 http://www.johnan-seisakusho.co.jp/

長野県 株式会社ショーシン 長野県須坂市大字小河原２１５６番地 山岸　由子 製造業 http://www.shoshin-ss.co.jp/

長野県 信越明星株式会社 長野県上田市秋和９４２ 大谷　昌史 製造業 https://www.shinetsumyojo.co.jp/index.html

長野県 信州ハム株式会社 長野県上田市下塩尻９５０ 宮坂　正晴 製造業 https://www.shinshuham.co.jp

長野県 信菱電機株式会社 長野県飯田市久米２９番地４ 川手　清彦 製造業 http://shinryoelectric.jp/

長野県 諏訪倉庫株式会社 長野県岡谷市郷田一丁目３番１号 小宮山　英利 運輸業、郵便業 http://www.suwasoko.co.jp/

長野県 高沢産業株式会社 長野県長野市南千歳１―１５―３ 高澤　曜宏 卸売業、小売業 http://www.takasawa.co.jp

長野県 塚田理研工業株式会社 長野県駒ヶ根市赤穂１６３９７―５ 下島　康保 製造業 https://www.tukada-riken.co.jp/contact/index.html

長野県 東洋精機工業株式会社 長野県茅野市宮川２７１５ 小川　健 製造業 www.toyosk.com

長野県 株式会社永田製作所 長野県岡谷市大栄町２丁目４―１５ 祢津　修司 製造業 https://www.nagata-ss.co.jp/

長野県 長野テクトロン株式会社 長野県長野市篠ノ井塩崎２３０４番地 柳澤　由英 製造業 http://www.nagateku.co.jp/

長野県 株式会社浜島精機 長野県飯田市山本４０７５ 浜島　保人 製造業 http://www.hamashima-ss.co.jp

長野県 平澤電機株式会社 長野県伊那市２９００ 平澤　敏樹 製造業 https://hirasawadenki.com/

長野県 株式会社フォレストコーポレーション 長野県伊那市小沢７３５２―１ 小澤　仁 建設業 https://www.forestcorp.jp/

長野県 株式会社前田鉄工所 長野県須坂市大字豊丘１３８５―１ 半谷　雅典 製造業 https://www.maedatekkou.co.jp/

長野県 松山技研株式会社 長野県上田市長瀬１０５０ 川村　道夫 製造業 https://www.matsuyama-giken.co.jp/

長野県 丸善食品工業株式会社 長野県千曲市寂蒔８８０番地 春日　靖史 製造業 https://www.tableland.co.jp/

長野県 株式会社三葉製作所 長野県上田市中央東５丁目１４番地 堀内　健一 製造業 http://www.mitsuba-ss.co.jp/company/

長野県 株式会社ミナミサワ 長野県長野市中越１丁目２番２２号 南澤　宏一 製造業 http://minamisawa.co.jp

長野県 大和電機工業株式会社 長野県諏訪郡下諏訪町東四王５１９７ 原　房利 製造業 www.yamato-elec.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

https://www.akada.jp/
http://ueno-seiki-nagano.co.jp/
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http://www.sakuraiss.co.jp/
https://www.sansui-sha.co.jp/
http://www.johnan-seisakusho.co.jp/
http://www.shoshin-ss.co.jp/
https://www.shinetsumyojo.co.jp/index.html
https://www.shinshuham.co.jp/
http://shinryoelectric.jp/
http://www.suwasoko.co.jp/
http://www.takasawa.co.jp/
https://www.tukada-riken.co.jp/contact/index.html
http://www.toyosk.com/
https://www.nagata-ss.co.jp/
http://www.nagateku.co.jp/
http://www.hamashima-ss.co.jp/
https://hirasawadenki.com/
https://www.forestcorp.jp/
https://www.maedatekkou.co.jp/
https://www.matsuyama-giken.co.jp/
https://www.tableland.co.jp/
http://www.mitsuba-ss.co.jp/company/
http://minamisawa.co.jp/
http://www.yamato-elec.co.jp/


別紙2
静岡県の地域未来牽引企業追加選定企業一覧（36者）

選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

静岡県 アイティーオー株式会社 静岡県浜松市浜北区５４８０ 伊藤　裕章 製造業 http://www.itocom.jp

静岡県 株式会社荒畑園 静岡県牧之原市布引原２５７ 荒畑　賀範 製造業 http://www.arahataen.com

静岡県 株式会社イーシーセンター 静岡県富士市五貫島９１９ 海野　幸男 サービス業（他に分類されないもの） http://www.ec-center.co.jp

静岡県 いなばペットフード株式会社 静岡県静岡市清水区由比北田１１４―１ 稲葉　敦央 卸売業、小売業 http://www.inaba-petfood.co.jp

静岡県 株式会社イハラ製作所 静岡県浜松市北区新都田４丁目４―４ 渭原　利之 製造業 www.iharamfg.co.jp

静岡県 株式会社内山刃物 静岡県浜松市中区領家３丁目８番１号 内山　文宏 製造業 https://u-hamono.jp/

静岡県 金子歯車工業株式会社 静岡県富士市厚原２９１番地の４ 金子　佳久 製造業 www.k-gear.co.jp

静岡県 菊地工業株式会社 静岡県榛原郡吉田町住吉３３１５ 菊地　洋太郎 製造業 www.kikuchi-grp.com

静岡県 株式会社共和工機 静岡県駿東郡長泉町上土狩字奥原７１６ 岩崎　洋三 卸売業、小売業 https://www.kyowakoki.jp/

静岡県 協和工業株式会社 静岡県湖西市吉美３４００ 菅沼　寿治 製造業 http://www.kyowaindustry.co.jp/

静岡県 株式会社紀和産業 静岡県湖西市新居町新居１９８４―２ 村越　紀彦 製造業 http://www.team-kiwa.jp/

静岡県 株式会社クラベ 静岡県浜松市南区高塚町４８３０ 金澤　岳信 製造業 https://www.kurabe.co.jp/

静岡県 株式会社クレマコーポレーション 静岡県駿東郡長泉町東野八分平２７０―１７ 渡邉　貴裕 農業・林業 https://www.clematis.co.jp/

静岡県 株式会社コーチョー 静岡県富士市厚原字川窪２９５ 渡邉　直 製造業 http://www.kohcho.co.jp

静岡県 株式会社小林製作所 静岡県富士市水戸島２丁目１―１ 小林　俊雄 製造業 http://www.kobayashieng.co.jp

静岡県 小松工業株式会社 静岡県磐田市豊岡６１１５―５ 小松　敏幸 製造業 https://www.komaz.co.jp/

静岡県 株式会社三共 静岡県浜松市南区田尻町２０３―１ 吉川　行男 サービス業（他に分類されないもの） http://www.sankyo-kun.jp/

静岡県 三共食品株式会社 静岡県焼津市惣右衛門４２３ 森琢　史 製造業 http://sankyo-retort.co.jp/

静岡県 三生医薬株式会社 静岡県富士市厚原１４６８ 石川　泰彦 製造業 http://www.sunsho.co.jp/

静岡県 株式会社サンワネッツ 静岡県袋井市堀越３５０―１ 水谷　欣志 運輸業、郵便業 https://www.sanwanets.co.jp/

静岡県 シーラック株式会社 静岡県焼津市高新田４５―１ 望月　洋平 製造業 http://www.sealuck.co.jp/

静岡県 有限会社静岡木工 静岡県榛原郡吉田町住吉３２１７―１ 杉本　和行 製造業 http://shizuokamokko.com

静岡県 芝原工業株式会社 静岡県磐田市匂坂中１６００―３０ 芝原　利幸 製造業 http://shibahara.co.jp/

静岡県 株式会社鈴勝 静岡県焼津市吉永１９１５ 鈴木　良彦 製造業 http://www.suzukatsu.co.jp

静岡県 株式会社セイショー 静岡県磐田市鎌田３０２番地 青島　宣喜 製造業 http://www.seisho-kagaku.co.jp

静岡県 株式会社関本管工 静岡県島田市船木３９１０―１ 関本　雅輔 建設業 http://www.skan.jp/

静岡県 大建産業株式会社 静岡県浜松市南区恩地町６５０番地 武田　信秀 製造業 http://www.tokai.or.jp/daiken

静岡県 株式会社ダイショープレイン 静岡県静岡市葵区慈悲尾１１―１ 曽根　精一 製造業 http://www.dpif.co.jp

静岡県 株式会社中遠熱処理技研 静岡県掛川市薗ケ谷８４０―１ 高田　直由樹 製造業 www.chuen-ht.jp

静岡県 株式会社チューサイ 静岡県焼津市上新田１０１９番地 渡辺　和良 サービス業（他に分類されないもの） https://chusai-g.com/chusai/

静岡県 東西工業株式会社 静岡県藤枝市横内１０８６―１ 杉山　友紀 製造業 http://www.touzaikougyo.co.jp

静岡県 中村建設株式会社 静岡県浜松市中区中沢町７１―２３ 中村　仁志 建設業 https://www.nakaken.co.jp

静岡県 仲山貴金属鍍金株式会社 静岡県浜松市北区新都田１丁目９番４号 仲山　昌宏 製造業 http://www.mekkiyasan.com

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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別紙2
選定地域 事業者名 住所 代表者 業種 URL

静岡県 羽立化工株式会社 静岡県湖西市新所４４９４―３０ 中村　哲也 製造業 https://www.hatachi.co.jp/

静岡県 有限会社平野鋳造所 静岡県掛川市遊家３３６―１５ 平野　健志 製造業 http://www.hirano-chuzo.co.jp

静岡県 株式会社プラントシステム 静岡県静岡市清水区宍原６２５―１０ 木内　智之 製造業 http://plant-system.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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http://www.hirano-chuzo.co.jp/
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	局HP掲載案
	別紙１（追加選定企業数 都県別内訳）
	別紙２（追加選定企業一覧）rrrrr

