
認定番号 認定の区分 事業所名 代表者職氏名 事業所所在地

第1号 更新 社会福祉法人　梅の里 理事長　髙松　秀彦 東茨城郡茨城町小幡北山2766-36

第2号 更新 有限会社　桜井工業 代表取締役　桜井　裕一 下妻市谷田部89-1

第3号 更新 三光建設　株式会社 代表取締役　阪口　樹利 鹿嶋市平井1350

第4号 更新 社会福祉法人松濤会 松本　定信 日立市砂沢町1155-1

第5号 更新 一般社団法人 ﾊｰﾓﾆｰﾅｰｽ 在宅看護センター和音 代表理事　黒澤　薫子 東茨城郡茨城町前田1707-360

第6号 更新 株式会社常陽銀行 取締役頭取　笹島　律夫 水戸市南町2-5-5

第7号 更新 株式会社　山本パネル 代表取締役　山本　道子 水戸市萱場町906-18

第8号 更新 センター家庭電器　株式会社 代表取締役　伊藤　正義 水戸市水府町1548番地

第9号 更新 株式会社　筑波銀行 取締役頭取　生田 雅彦 つくば市竹園1-7

第10号 更新 茨城倉庫　株式会社 取締役社長　太田　正明 水戸市木葉下町字冨士山292-22

第11号 更新 (一財)筑波学都資金財団筑波大学学生宿舎管理事務所 所長　信太　郁夫 つくば市天久保2-1-1

第12号 更新 株式会社　伊藤鋳造鉄工所 伊藤　幸司 那珂郡東海村村松3129-43

第13号 更新 株式会社　アイ・エム・エス 伊藤　幸司 那珂郡東海村村松3129-43

第14号 更新 障害者支援施設　ありすの杜 施設長　伊藤　勇一 水戸市下入野町1924-1

第15号 更新 株式会社　石山建設工業 代表取締役　石山　龍也 稲敷郡河内町長竿2495

第16号 更新 土浦大同青果　株式会社 代表取締役　坂本　義治 土浦市卸町１―１０―１

第17号 更新 社会福祉法人　ひたち育成会 理事長　稲川　栄 日立市南高野町2-10-24

第18号 更新 フォージテックカワベ　株式会社 河辺　君男 東茨城郡城里町大字高久801

第19号 更新 障害者支援施設あさひの家 施設長　郡司　征樹 鉾田市上太田464-1

第20号 更新 社会福祉法人　勇成会　ユーカリの里 伊藤　友子 鉾田市上太田465-1

第21号 更新 青柳工業　株式会社 代表取締役　大曽根　哲哉 水戸市青柳町644

第22号 更新 一般財団法人　茨城県薬剤師会検査センター 理事長　横濱　明 水戸市笠原町978-47

第23号 更新 株式会社　トレンデイ茨城 代表取締役　伊藤　忠士 水戸市谷津町1-30

第24号 更新 一般財団法人　古河市地域振興公社 理事長　針谷　力 古河市駒羽根620

第25号 更新 大進電設　株式会社 代表取締役　大越　正彦 那珂市菅谷2471-5

第26号 更新 北つくば農業協同組合 代表理事組合長　𠮷川　君男 筑西市岡芹2222

第27号 更新 日本ナショナル製罐　株式会社 島田　浩行 石岡市柏原９－２

第28号 更新 医療法人　仁寿会　総和中央病院 理事長　岩下　清志 古河市駒羽根825-1

第29号 更新 医療法人　それいゆ会　高萩それいゆ病院 院長　本郷　隆二 高萩市上手綱赤塚268

第30号 更新 大栄システム　株式会社 代表取締役　畠山　博之 鹿嶋市宮津台151-56

第31号 更新 茨城三菱自動車販売　株式会社 代表取締役　木村　英明 水戸市千波町海道付1982

第32号 更新 茨城県国民健康保険団体連合会 理事長　小林　宣夫 水戸市笠原町978-26茨城県市町村会館内

第33号 更新 医療法人　盡誠会　宮本病院 理事長　宮本　佳子 稲敷市幸田１２４７

第34号 更新 小林紙商事　株式会社 代表取締役社長小林　裕明 水戸市吉沢町333-2

第35号 更新 横関油脂工業　株式会社 代表取締役　伊藤　幸一郎 北茨城市中郷町日棚字宝壺644-49

第36号 更新 株式会社　ジェイ･オー･エヌ･七二 鈴木　勝 北茨城市関本町富士ケ丘922-5

第37号 更新 株式会社　後藤工務店 代表取締役　後藤　一憲 常陸太田市和久町1478

第38号 更新 全国健康保険協会　茨城支部 支部長　木城　洋 水戸市南町3-4-57水戸セントラルビル

第39号 更新 美野里デリカ　株式会社 代表取締役社長　大久保　悟 小美玉市納場617-1

第40号 更新 社会医療法人　恒貴会 理事長　中原　昇 筑西市門井1676-1

第41号 更新 医療法人　博仁会 理事長　鈴木　邦彦 常陸大宮市上町313

第42号 更新 社会福祉法人　博友会 理事長　鈴木　邦彦 常陸大宮市野口平146-1

第43号 更新 株式会社　エイチ・エス・ケイ 代表取締役　市毛　慶一 水戸市金町3-1509-1

第44号 更新 医療法人　竜仁会 理事長　牛尾　浩樹 龍ケ崎市馴柴町1-15-1

第45号 更新 医療法人社団　有朋会　栗田病院 栗田　裕文 那珂市豊喰505

第46号 更新 京三電機株式会社 阪　好弘 古河市丘里11-3

第47号 更新 茨城県農業協同組合中央会 代表理事会長　佐野　治 水戸市梅香1-1-4

第48号 更新 茨城県農協健康保険組合 理事長　佐野　治 水戸市梅香1-5-5

第49号 更新 株式会社　玄設計 代表取締役　川津　保 水戸市酒門町４２８７―３

第50号 更新 社会福祉法人　樅山会 理事長　圷　正紀 鉾田市樅山500-1

第51号 更新 エキスパート　株式会社 代表取締役　髙橋　功 つくば市天久保2-21-12

第52号 更新 日章陸運　株式会社 鶴田　竜一 ひたちなか市足崎1474-445

第53号 更新 障がい者サポートセンター　なの花 施設長　岡野　益寿美 ひたちなか市馬渡385-3

第54号 更新 公益財団法人　茨城県総合健診協会 会長　金子　道夫 水戸市笠原町上組489-5

第55号 更新 医療法人　小沢眼科内科病院 小沢　忠彦 水戸市吉沢町246-6

第56号 更新 公益財団法人　筑波メディカルセンター 代表理事　志真　泰夫 つくば市天久保1-3-1

第57号 更新 社会福祉法人　創志会 理事長　伊藤　勝江 つくば市上郷7563-67

第58号 更新 水戸ヤクルト販売株式会社 代表取締役　内藤　学 水戸市谷津町1-35

第59号 更新 株式会社　稲村技研 代表取締役　稲村　惠之 那珂郡東海村大山台2-3-6

第60号 更新 株式会社　はぴ・ねす 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市高場2343-1

第61号 更新 株式会社　ありが園 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市東石川3139-2

第62号 更新 株式会社　Ｓ・Ｆ・Ｐサポート 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市高場2343-1

第63号 更新 株式会社　ライフ商事 代表取締役　住谷　まさ美 ひたちなか市高場2343-1

第64号 更新 有限会社　茨城まごころ介護サ―ビス 高橋　勝弘 鹿嶋市荒井420-2

第65号 更新 大塚製薬株式会社　水戸出張所 石田　清 水戸市千波町2402-6
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第66号 更新 株式会社　うらら 代表取締役　本多　英樹 つくば市千現1-7-2

第67号 更新 株式会社　コーセー 代表取締役　小松　次郎 石岡市柏原6-3フジモリ産業㈱内

第68号 更新 有限会社　錦工業 代表取締役　山本　浩司 常陸太田市岡田町2088-3

第69号 更新 日立商工会議所 会頭　秋山　光伯 日立市幸町1-21-2

第70号 更新 伊奈工業　株式会社 代表取締役　大久保　剛 つくばみらい市城中359

第71号 更新 株式会社　関東技研 代表取締役　小野　洋伸 那珂郡東海村村松405

第72号 更新 株式会社　ほけん相談室 代表取締役　坂場　美泉 日立市鹿島町1-11-11

第73号 更新 いばらく乳業株式会社 代表取締役社長　川﨑　浩 水戸市笠原町1414

第74号 更新 株式会社　オーガスタ 代表取締役　矢口　隆人 水戸市千波町1264-5

第75号 更新 社会福祉法人　豊心の会 理事長　今井　久允 水戸市酒門町字西割4390番

第76号 更新 株式会社　金安商事 代表取締役　金子　大作 神栖市須田1328-3

第77号 更新 株式会社　おおぞら保険 代表取締役　柿﨑　桂一 水戸市開江町647-1

第78号 更新 みなと運送　株式会社 代表取締役　山本　勇 神栖市知手中央十丁目7番43号

第79号 更新 明治安田生命保険相互会社　水戸支社 支社長　岸本　正宏 水戸市南町3-4-14

第80号 更新 有限会社　保険プロ茨城 代表取締役　河合　貴弘 水戸市鯉淵町2810番地

第81号 更新 一般社団法人　茨城県経営者協会 会長　加子　茂 水戸市桜川2-2-35

第82号 更新 株式会社　廣澤精機製作所 代表取締役社長　柴田　清之 つくば市寺具1331-1

第83号 更新 大和リース株式会社　水戸支店 支店長　玉木　秀幸 水戸市笠原町1571-3

第84号 更新 積水ハウス株式会社　関東工場 関東工場長　今田　恵二郎 古河市北利根2番地

第85号 更新 ベストパートナー　株式会社 代表取締役　小倉　貴志 土浦市真鍋三丁目2番5号

第86号 更新 松尾建設　株式会社 代表取締役　松尾　拓也 稲敷郡阿見町実穀１３３３

第87号 更新 昭和産業株式会社　鹿島工場 常務執行役員工場長　髙橋　秀和 神栖市東深芝6

第88号 更新 株式会社　ユードム 代表取締役　森　淳一 水戸市城南1丁目5番11号

第89号 更新 アオキ株式会社 代表取締役　青木　正紀 石岡市杉並1-7-16

第90号 更新 社会福祉法人　征峯会　特別養護老人ホームしらとり 施設長　塙　律雄 筑西市上平塚590番地の1

第91号 更新 社会福祉法人　征峯会　ピアしらとり 施設長　石井　浩之 筑西市小塙861番地

第92号 更新 常磐共同印刷株式会社 代表取締役社長　大石　勝久 北茨城市磯原町磯原1564番地

第93号 更新 医療法人　雄仁会 理事長　楢﨑　克雄 神栖市深芝南2-11-12

第94号 更新 株式会社　光星 代表取締役　野口　慶二 筑西市森添島1916-4

第95号 更新 株式会社クリエイティブ・ソフト 代表取締役　小圷　康夫 水戸市城南1-5-11ＣⅠビル3F

第96号 更新 株式会社　トップビジョン102 代表取締役　小野瀬　泰則 水戸市千波町1795-1

第97号 更新 全国共済農業協同組合連合会茨城県本部 県本部長　柴田　明良 水戸市梅香1丁目5番18号

第98号 更新 株式会社　エムエルエス 代表取締役　平野　和順 筑西市折本333-11

第99号 新規 社会福祉法人青洲会　特別養護老人ホームこほく 施設長　須賀　伸 土浦市　菅谷町　タカノス 1168-1

第100号 新規 社会福祉法人太陽会　百合が丘ひまわり保育園 理事長　木村　裕子 水戸市　元石川町 926番地の9

第101号 新規 株式会社　髙砂鐵工所 髙倉　大輔 北茨城市　磯原町磯原 1611-1

第102号 新規 雪印メグミルク株式会社　阿見工場 荻原　秀輝 稲敷郡　阿見町　星の里 22

第103号 新規 土浦ケーブルテレビ株式会社 代表取締役社長　橋本　祐一 土浦市　真鍋　1丁目11-12

第104号 新規 株式会社ひたち農園 代表取締役社長　根本　茂幸 常陸大宮市　大岩 1463-15

第105号 新規 東洋平成ポリマ―株式会社 代表取締役社長　萩原　邦章 かすみがうら市　下稲吉　2591番地

第106号 新規 有限会社　日工自動車サービス 代表取締役　小野﨑　幸弥 日立市　滑川町 1-13-8

第107号 新規 医療法人社団つくば健仁会　とよさと病院 理事長　小池　健 つくば市　田倉　4725

第108号 新規 株式会社　サシノベルテ 久保田　嘉郎 茨城県　石岡市　石岡 2214

第109号 新規 公益財団法人　日立市公園協会 根本　甲 日立市　宮田町 5-2-22

第110号 新規 有限会社　ケイワイ工業 木村　壮一 水戸市　河和田町 4377-34

第111号 新規 有限会社小池工務店 小池　隆夫 笠間市　飯合 572番地

第112号 新規 日鉄物流鹿島株式会社 神川　博文 鹿嶋市　光　3番地

第113号 新規 株式会社𠮷田組 代表取締役　𠮷田　長邦 日立市　十王町友部 1866

第114号 新規 水戸急送株式会社 阿久津　正 水戸市　酒門町 4408-9

第115号 新規 株式会社　日東 代表取締役社長　二川　泰久 水戸市　柳町 2丁目11番36号

第116号 新規 社会福祉法人　北養会 大久保　泰子 水戸市　東原 3-2-7

第117号 新規 株式会社デンサン 代表取締役　大森　清豪 土浦市　港町 2-2-12

第118号 新規 日本ゲ―ジ株式会社 代表取締役　山野内　十一郎 東茨城郡　茨城町　長岡 3652

第119号 新規 横山電工株式会社 横山　角栄 水戸市　吉沢町 352-146

第120号 新規 さ志まや製菓　株式会社 斉藤　哲生 猿島郡　境町 202-1

第121号 新規 社会福祉法人恩賜財団済生会　龍ケ崎済生会病院 院長　海老原　次男 龍ケ崎市　中里　１丁目１番

第122号 新規 株式会社　孝建 代表取締役　長谷川　孝夫 石岡市　真家 533-2

第123号 新規 株式会社　西野精器製作所 代表取締役　西野　信弘 ひたちなか市　山崎 56

第124号 新規 株式会社　飯田製作所 代表取締役　飯田　正之 猿島郡　境町　蛇池 525-4

第125号 新規 古河商工会議所 会頭　蓮見　公男 古河市　鴻巣 1189-4

第126号 新規 五光物流株式会社 小林　章三郎 筑西市　飯島 69-2

第127号 新規 有限会社　小林ブリキ店 代表取締役　小林　誠 坂東市　岩井 4380

第128号 新規 社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会 会長　千葉　繁 稲敷郡　阿見町　阿見 4671-1

第129号 新規 株式会社ウエルシード 塙　徹 つくば市　竹園　1丁目8番地2-413号

第130号 新規 株式会社　ＡＧＲＩ　ＣＡＲＥ 代表取締役　日馬　祐貴 つくばみらい市　伊奈東 37-1


