「健康づくり推進事業所」宣言事業所一覧
認定番号

認定年月日

事業所名（敬称略）
日本システム･エイト 株式会社

住所

0001

平成28年1月4日

水戸市 けやき台 三丁目3番地

0002

平成28年1月14日 株式会社 武井工業所

石岡市 若松 1-3-26

0003

平成28年1月19日 郡司建設 株式会社

土浦市 右籾 ２７７５－３

0004

平成28年1月20日 株式会社 計装機器製作所

水戸市 元吉田町 1042

0005

平成28年1月21日 株式会社 エスアールティー

ひたちなか市 阿字ケ浦町 356-5

0006

平成28年1月22日 平山設備工業 株式会社

行方市 宇崎 938

0007

平成28年1月25日 株式会社 ジーエス茨城製作所

北茨城市 磯原町 磯原 1564-4

0008

平成28年1月26日 大洗タ―ミナル 株式会社

東茨城郡 大洗町 港中央 1

0009

平成28年2月1日

株式会社 大洗輸送

東茨城郡 大洗町 磯浜町8253-32

0010

平成28年2月1日

株式会社 常創

水戸市 住吉町 ２―２５

0011

平成28年2月1日

医療法人 弘仁会

水戸市 泉町 1-7-38

0013

平成28年2月2日

株式会社 久信田観光

水戸市 赤塚 1-2005-12

0014

平成28年2月4日

国土建設コンサルタント 株式会社

水戸市 堀町 新田 1133-18

0015

平成28年2月5日

医療法人 それいゆ会 高萩それいゆ病院

高萩市 上手綱 赤塚 268

0016

平成28年2月5日

株式会社 イバデン

水戸市 南町 2-6-39

0017

平成28年2月5日

株式会社 茨城製作所

日立市 神峰町 4-7-10

0018

平成28年2月5日

株式会社 市毛造園

ひたちなか市 馬渡 1285-5

0019

平成28年2月5日

株式会社 髙砂鐵工所

北茨城市 関本町 関本中 2669-1

0020

平成28年2月8日

有限会社 錦工業

日立市 諏訪町 太平田 1107-1

0021

平成28年2月8日

東京フ―ド 株式会社

つくば市 上大島 神明 1687-1

0022

平成28年2月8日

株式会社 トレンデイ茨城

水戸市 谷津町 1-30

0023

平成28年2月8日

社会福祉法人 清河会

常陸大宮市 西野内 1537-1

0024

平成28年2月8日

清峰金属工業 株式会社 土浦工場

土浦市 宍塚 ３３４

0025

平成28年2月8日

株式会社 茨城製砥

常総市 大塚戸町 3145

0026

平成28年2月8日

株式会社 山本パネル

水戸市 萱場町 906-18

0027

平成28年2月9日

成井工業 株式会社

常陸太田市 久米町 1436

0028

平成28年2月9日

医療法人社団 聖嶺会

笠間市 八雲二丁目 12-14

0029

平成28年2月9日

日本化工機 株式会社 鹿島工場

神栖市 知手 中央 2-5-10

0030

平成28年2月9日

さ志まや製菓 株式会社

ｻｼﾏｸﾞﾝ ｻｶｲﾏﾁ 358

0031

平成28年2月9日

社会福祉法人 敬和会

桜川市 大国玉 4514-2

0033

平成28年2月9日

医療法人財団 県南病院

土浦市 中 1087

0034

平成28年2月9日

大窪炉材株式会社

日立市 幸町 1-22-1 朝日生命日立ビル 2Ｆ

0035

平成28年2月9日

日興建設 株式会社

高萩市 安良川 915-4

0036

平成28年2月9日

八紘運輸 株式会社

牛久市 小坂町3398-117

0037

平成28年2月9日

株式会社 加藤鐵工所

日立市 多賀町 1-18-3

0038

平成28年2月9日

株式会社 ＨＨＣ

猿島郡 五霞町 元栗橋 5206

0039

平成28年2月9日

株式会社 セキネネオン

潮来市 古高 3480-1

0040

平成28年2月12日 株式会社 潮来自動車教習所

潮来市 辻799

0041

平成28年2月12日 ほほえみ歯科診療所 飯村 一弘

下妻市 古沢 7-1

0043

平成28年2月12日 黒川建設 株式会社

日立市 大久保町 2-1-20

0044

平成28年2月15日 株式会社 茨城荷役運輸

東茨城郡 茨城町 長岡 3474-1

0045

平成28年2月15日 有限会社 サンロジスティックス

牛久市 岡見町字須賀久保 2886-5

0046

平成28年2月15日 大栄システム 株式会社

鹿嶋市 宮津台 151-56

0047

平成28年2月15日 医療法人社団誠仁会 都和病院

土浦市 西並木町 3690
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0048

平成28年2月15日 古河合同タクシー 有限会社

古河市 東本町 1-4-22

0049

平成28年2月15日 一般財団法人 古河市地域振興公社

古河市 駒羽根 620

0050

平成28年2月16日 塚田陶管 株式会社

土浦市 藤沢 3578

0052

平成28年2月16日 医療法人 愛正会 田尻ヶ丘病院

日立市 田尻町 3-24-1

0053

平成28年2月16日 株式会社 日立リース機工

那珂郡 東海村 村松 2808-4

0054

平成28年2月16日 社会福祉法人 小川会 児童養護施設 こどもの里

水戸市 成沢町 904-6

0057

平成28年2月16日 株式会社 大和システムエンジニア

日立市 若葉町 1-17-1 常陸第１ビル

0059

平成28年2月17日 医療法人財団 古宿会 小美玉市医療センター

小美玉市 中延 651-2

0061

平成28年2月17日 東神電池工業 株式会社

水戸市 城東 1-4-4

0062

平成28年2月17日 大泉産業 株式会社

神栖市 平泉東二丁目５番地１４

0063

平成28年2月17日 ダイイチリケン 株式会社

日立市 久慈町 2-33-5

0064

平成28年2月17日 山田空調設備 株式会社

土浦市 高岡 2390-1

0065

平成28年2月17日 茨城ビジネス 株式会社

日立市 東多賀町 2-10-34

0066

平成28年2月17日 社会福祉法人 豊里園特別養護老人ホーム 美健荘

つくば市 上郷 1438-3

0067

平成28年2月17日 松尾建設 株式会社

稲敷郡 阿見町 実穀 １３３３

0068

平成28年2月17日 社会福祉法人 ひたち育成会

日立市 南高野町 2-10-24

0069

平成28年2月17日 株式会社 ジェイ･オー･エヌ･七二

北茨城市 関本町 富士ケ丘 922-5

0071

平成28年2月17日 株式会社 ヨシダ

水戸市 塩崎町 ２３６３

0072

平成28年2月17日 美野里デリカ 株式会社

小美玉市 納場 617-1

0073

平成28年2月17日 医療法人 大橋会

水戸市 見川町 ２１３１―１５６０

0074

平成28年2月19日 有限会社 北條製作所

那珂郡 東海村 石神内宿 1168-35

0075

平成28年2月19日 昭和産業 株式会社

筑西市 玉戸 1007

0076

平成28年2月19日 緑化開発 株式会社

笠間市 小原 2811

0077

平成28年2月19日 社会福祉法人 うぇるさんて

鉾田市 上幡木 1512-4

0078

平成28年2月22日 公益財団法人 日立市公園協会

日立市 宮田町 5-2-22

0079

平成28年2月22日 社会福祉法人 淑徳会 常陸東海園

那珂郡 東海村 村松 2804-4

0080

平成28年2月22日 一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター

水戸市 笠原町 978-47

0081

平成28年2月22日 株式会社 ガスハウジングセンター

日立市 多賀町 1-15-11

0082

平成28年2月22日 株式会社 としまや

北茨城市 磯原町 磯原 200-3

0083

平成28年2月22日 坂田工業検査 株式会社

神栖市 木崎 2375

0084

平成28年2月22日 株式会社 光星

筑西市 森添島 1916-4

0085

平成28年2月22日 有限会社 桜井運輸

古河市 高野 903-1

0086

平成28年2月22日 日立観光開発 株式会社

日立市 滑川町 3033

0087

平成28年2月22日 株式会社 大久保材木店

常総市 水海道宝町 2718

0089

平成28年2月22日 筑波観光鉄道 株式会社

つくば市 筑波 1

0090

平成28年2月24日 株式会社 筑波学園ホテル

つくば市 吾妻 1-1364-1

0091

平成28年2月24日 医療法人 光風会 回春荘病院

日立市 大みか町 6-17-1

0096

平成28年2月26日 株式会社 今橋製作所

日立市 十王町伊師 20-42

0097

平成28年2月26日 有限会社 野原設備

鉾田市 半原 816

0098

平成28年2月26日 株式会社 緑エンジニアリング

龍ケ崎市 若柴町 字長沼 ２９９１―７

0099

平成28年2月26日 スズキ造園土木 株式会社

つくば市 寺具 1011-1

0100

平成28年2月26日 株式会社 蓮田工務店

ひたちなか市 東石川 1-14-7

0101

平成28年2月26日 社会福祉法人 康和会 すみれ保育園

ひたちなか市 枝川 2560

0102

平成28年2月26日 関彰商事 株式会社

筑西市 一本松 1755-2
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0103

平成28年2月26日 株式会社 山忠

水戸市 南町 2-4-54

0104

平成28年2月26日 株式会社 かね喜

土浦市 下高津 １－１８－１０

0105

平成28年2月26日 医療法人社団 啓和会

水戸市 白梅3-4-8

0106

平成28年2月26日 株式会社 花木

下妻市 長塚 乙 47-2

0107

平成28年2月26日 和知商事 株式会社

水戸市 若宮 1-2-7

0108

平成28年2月26日 公益財団法人 日立市体育協会

日立市 東成沢町 2-15-1

0109

平成28年2月26日 常総市商工会

常総市 水海道橋本町 3552-1

0110

平成28年2月26日 東関東警備保障 株式会社

ひたちなか市 津田 1868-4

0111

平成28年2月26日 株式会社 常陸建設

筑西市 蓬田 ３５０-４

0112

平成28年2月26日 有限会社 江連自動車

筑西市 布川 927-3

0113

平成28年2月26日 株式会社 サンヨーホーム

牛久市 中央 5-18-1 2F

0114

平成28年2月26日 医療法人 恒貴会

筑西市 門井 1676-1

0115

平成28年2月26日 大内建設 株式会社

筑西市 小川 1453

0116

平成28年2月26日 株式会社 ﾃｰｹｲｱｰﾙﾏﾆﾕﾌｱｸﾁﾔﾘﾝｸﾞｼﾞﾔﾊﾟﾝ 茨城工場

東茨城郡 茨城町 下土師 １８２７－１

0118

平成28年2月26日 社会福祉法人 勇成会 あさひの家

鉾田市 上太田 464-1

0119

平成28年2月26日 社会福祉法人 勇成会 ありすの杜

水戸市 下入野町 1924-1

0120

平成28年2月26日 社会福祉法人 勇成会 ユーカリの里

鉾田市 上太田 465-1

0121

平成28年2月29日 株式会社 幸和義肢研究所

つくば市 大白硲 341-1

0122

平成28年2月29日 公益財団法人 鹿嶋市文化スポーツ振興事業団

鹿嶋市 宮中 325-1

0123

平成28年2月29日 筑西畜産 株式会社

筑西市 西方 250

0124

平成28年2月29日 社会福祉法人 愛友福祉会 なかや保育園

ひたちなか市 佐和 西辻内 612-3

0125

平成28年2月29日 公益社団法人 茨城県水質保全協会

水戸市 吉沢町 650-1

0126

平成28年2月29日 社会福祉法人 笠間市社会福祉協議会

笠間市 美原 ３―２―１１

0127

平成28年2月29日 田岡建設株式会社

日立市 多賀町 4-2-30

0128

平成28年2月29日 株式会社 ソーシャルワーカーズオフィス吉田

かすみがうら市 下稲吉 2673-155

0130

平成28年3月1日

株式会社 コバヤシ

結城市 鹿窪 204

0131

平成28年3月1日

さくら自動車株式会社

稲敷郡 美浦村 信太字信太原2869-1

0132

平成28年3月1日

株式会社 金安商事

神栖市 須田 1328-3

0133

平成28年3月1日

フルハシタイヤ販売 株式会社

下妻市 下妻 戊 112

0134

平成28年3月1日

日東絶縁 株式会社 茨城事業所

日立市 桜川町 4-7-12

0135

平成28年3月1日

県南陸運 株式会社

土浦市 板谷 7-635-2

0136

平成28年3月2日

医療法人社団 海里会 池羽レディースクリニック

結城市 結城 10622-1

0137

平成28年3月2日

常陽メンテナンス 株式会社

水戸市 けやき台 3-35-1

0138

平成28年3月2日

社会福祉法人 ふたば福祉会

結城市 結城 7104-1

0139

平成28年3月2日

伊藤歯科医院 伊藤 寿

土浦市 乙戸 921-1

0140

平成28年3月2日

鹿島庭園 株式会社

鹿嶋市 宮中 1992-1

0141

平成28年3月2日

株式会社 鎌倉電通

日立市 神田町 307-1

0144

平成28年3月2日

医療法人 仁寿会 総和中央病院

古河市 駒羽根 825-1

0145

平成28年3月2日

日動起業 株式会社

水戸市 赤塚 1-1997-63

0146

平成28年3月2日

一般財団法人 安寿苑

水戸市 堀町 台山 1444-1

0147

平成28年3月2日

社会福祉法人 結城市社会福祉協議会

結城市 結城 7473

0148

平成28年3月2日

タマムラデリカ 株式会社 美野里工場

小美玉市 手堤 198

0149

平成28年3月2日

有限会社 茨城まごころ介護サ―ビス

鹿嶋市 荒井 420-2

0150

平成28年3月2日

社会福祉法人 梅行会

小美玉市 竹原 405-6
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0151

平成28年3月2日

特別養護老人ホーム ゆたか園

那珂市 後台 長堀 2042-1

0152

平成28年3月2日

株式会社 聖工業

鹿嶋市 佐田 470-10

0153

平成28年3月2日

石岡台地土地改良区

石岡市 貝地二丁目５番５号

0154

平成28年3月2日

一般財団法人 茨城県交通安全協会

水戸市 東野町 260

0155

平成28年3月3日

横関油脂工業 株式会社

北茨城市 中郷町 日棚 字 宝壺 644-49

0156

平成28年3月3日

日本ナショナル製罐 株式会社

石岡市 柏原 ９－２

0157

平成28年3月3日

松丸工業 株式会社

守谷市 百合ケ丘 1-2402-1

0158

平成28年3月3日

共同測量 株式会社

水戸市 千波町 369-1

0159

平成28年3月3日

社会福祉法人 つくば市社会福祉協議会

つくば市 筑穂 1-10-4 大穂庁舎内

0160

平成28年3月3日

社会福祉法人 窓愛園

土浦市 殿里 ２０

0161

平成28年3月10日 滝之台電機工業 株式会社

土浦市 中村東 2-1-22

0162

平成28年3月10日 大隅物流 有限会社

稲敷市 下太田 1771-57

0163

平成28年3月10日 社会福祉法人 征峯会 ピアしらとり

筑西市 上平塚 590-1

0164

平成28年3月11日 青柳工業 株式会社

水戸市 青柳町 644

0165

平成28年3月11日 株式会社 朝日精機製作所

日立市 諏訪町 1-19-15

0166

平成28年3月18日 公益財団法人 茨城県総合健診協会

水戸市 笠原町上組 489-5

0167

平成28年3月18日 社会福祉法人 協陟会 ときわ保育園

筑西市 横塚 宮下 795

0168

平成28年3月25日 株式会社 カンズ

取手市 紫水 1-8-12

0169

平成28年3月25日 株式会社 衛生コンサルタント

水戸市 平須町 1820-359

0170

平成28年3月25日 愛友酒造 株式会社

潮来市 辻 205

0171

平成28年4月4日

泉商事 株式会社

日立市 東金沢町 1-11-18

0173

平成28年4月4日

社会福祉法人 水戸市社会福祉事業団

水戸市 河和田町 123-1

0174

平成28年4月4日

株式会社 コウン

行方市 小高 2051

0177

平成28年4月4日

社会福祉法人 陽山会

石岡市 三村 長峰 ２５９５-２

0178

平成28年4月4日

社会福祉法人 和風会

古河市 諸川 2530-4

0180

平成28年4月6日

医療法人 すこやか ひたちなか母と子の病院

ひたちなか市 大成町 31-19

0181

平成28年4月6日

医療法人 竜仁会

龍ケ崎市 馴柴町 １区１５番地１

0182

平成28年4月6日

医療法人社団 土合会

神栖市 土合本町二丁目9809-20

0183

平成28年4月6日

株式会社 水郷物流サービス

稲敷郡 阿見町 塙 ２６６

0184

平成28年4月6日

株式会社 マイドラッグ

筑西市 幸町 3-5-18

0185

平成28年4月6日

株式会社 大湘技研

神栖市 砂山 3-4

0186

平成28年4月8日

社会福祉法人 筑圃苑

筑西市 木戸 354

0187

平成28年4月8日

株式会社 エイチ・エス・ケイ

水戸市 金町 3-1509-1

0188

平成28年4月8日

医療法人 芳栄会 介護老人保健施設 プラタナスの丘

常陸大宮市 宇留野 ３１０９

0190

平成28年4月13日 株式会社 ほーむけあいしやま

筑西市 玉戸 1602-10

0191

平成28年4月13日 株式会社 常総エナジー

牛久市 下根町 ７８０―３

0192

平成28年4月13日 公益社団法人 取手市医師会

取手市 野々井 １９２６

0193

平成28年4月13日 株式会社 アイジェイエス

水戸市 笠原町 361

0194

平成28年4月13日 社会福祉法人 祥風会

土浦市 小松１丁目３番３３号 ハトリビル６階

0196

平成28年4月20日 株式会社 ニシノ産業

東茨城郡 茨城町 長岡 3472-2

0197

平成28年4月20日 小林紙商事 株式会社

水戸市 吉沢町 333-2

0198

平成28年4月20日 株式会社 大和ＬＩＸＩＬ製作所

桜川市 高久 2121-6

0200

平成28年4月26日 溝口鍍金 株式会社

鹿嶋市 平井 1338-3

0201

平成28年4月26日 東水建設 株式会社

ひたちなか市 平磯町 1576-1
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0202

平成28年4月26日 株式会社 筑波山江戸屋

つくば市 筑波 728

0204

平成28年5月2日

ひたちなか市 十三奉行 2076-2

0205

平成28年5月13日 日本原料 株式会社 高萩営業所

高萩市 安良川 259-1

0208

平成28年5月25日 有限会社 クラモチ企画

土浦市 神立町 3698-27

0211

平成28年6月17日 株式会社 エイコーエンジニアリング

ひたちなか市 山崎 50

0212

平成28年6月27日 ひがの製菓 株式会社

筑西市 蓮沼 1535-18

0213

平成28年6月27日 (一財)筑波学都資金財団筑波大学学生宿舎管理事務所

つくば市 天久保 2-1-1

0214

平成28年7月6日

株式会社 友部自動車学校

笠間市 旭町 304-3

0215

平成28年7月6日

株式会社 東山木材

笠間市 稲田 1410

0216

平成28年7月14日 旭木材工業 株式会社

古河市 釈迦 1286

0217

平成28年7月14日 原子力エンジニアリング 株式会社

那珂郡 東海村 村松 平原 ３１２９―２９

0218

平成28年8月17日 株式会社 玄設計

水戸市 酒門町 ４２８７―３

0220

平成28年8月31日 ワイエスディーメカトロシステムズ 株式会社

筑西市 伊讃美 鬼ヶ久保 1941

0221

平成28年8月31日 株式会社 平田建設

桜川市 猿田 608

0222

平成28年9月7日

株式会社 フルウチ

行方市 井貝 353-10

0223

平成28年9月7日

関城梱包 株式会社

筑西市 関館 225

0224

平成28年9月14日 小松崎機械 株式会社

鹿嶋市 大船津 2528

0226

平成28年9月23日 有限会社 奥村工業

桜川市 友部 219-1

0227

平成28年9月29日 社会福祉法人 東湖園

鉾田市 安房 1670-12

0228

平成28年10月11日 株式会社 日伸合成

筑西市 成田 219

0229

平成28年10月11日 下館食品青果 株式会社

筑西市 乙 155-1

0230

平成28年10月12日 株式会社 初見運輸倉庫

古河市 西牛谷 1387

0231

平成28年10月13日 株式会社 コスダック

ひたちなか市 足崎 1474-270

0232

平成28年10月21日 社会福祉法人 筑西市社会福祉協議会

筑西市 小林 355

0233

平成28年11月8日 有限会社 葵設備

取手市 小文間 4686-6

0235

平成28年11月16日 羽黒石材工業 株式会社

桜川市 友部 958

0236

平成28年11月16日 有限会社 ワイケイ物流サービス

結城市 矢畑 302-7

0237

平成28年11月17日 吉村工業 株式会社

筑西市 関本上 616

0238

平成28年12月1日 株式会社 三友企画

筑西市 西谷貝 291-2

0239

平成28年12月14日 有限会社 飛田組

常陸太田市 岩手町 747

0240

平成28年12月19日 社会福祉法人 寿広福祉会 Ｌ・ハーモニー石下

常総市 原宿 1155

0241

平成28年12月19日 株式会社 昭和観光自動車

古河市 諸川 822-4

0242

平成28年12月19日 株式会社 イチデン

古河市 恩名 1516-3

0243

平成28年12月19日 白田工建 株式会社

桜川市 真壁町東矢貝 683

0244

平成28年12月26日 医療法人 川上医院

水戸市 河和田町 高野坪 862

0245

平成28年12月27日 医療法人恵仁会 アレ―テルつくば

つくば市 北条 １１７４

株式会社 根本鉄工

0246

平成29年1月4日

下妻施設管理株式会社

下妻市 長塚 262

0247

平成29年1月4日

環境エネルギー計画 株式会社

つくば市 下平塚 ８３４

0248

平成29年1月5日

株式会社 グロウ・アップ

神栖市 木崎 2837

0249

平成29年1月5日

合同会社 オー・ゼット

稲敷市 結佐 ２８７５

0250

平成29年1月5日

株式会社 マルタツ

龍ケ崎市 白羽 4-5-8

0253

平成29年1月5日

株式会社 東海テック

日立市 東町 1-8-5

0254

平成29年1月6日

若井 株式会社

龍ケ崎市 上町 ２９１５―３

0255

平成29年1月10日 社会福祉法人 創志会

つくば市 上郷 7563-67
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0256

平成29年1月11日 合同会社 ＳＰＲＩΝＧ

ひたちなか市 三反田 3496-1 イーストヴィラ102

0257

平成29年1月12日 日立中央運送 株式会社

日立市 東多賀町 2-10-15

0259

平成29年1月16日 有限会社 アイエスアイ

那珂郡 東海村 舟石川駅西1-2-1

0260

平成29年1月17日 ティ･エス･ネットワークス 株式会社

日立市 幸町 1-3-8

0261

平成29年1月17日 茨城交通株式会社

水戸市 袴塚 3-5-36

0262

平成29年1月20日 有限会社 東弘自動車

結城市 結城 4410

0263

平成29年1月20日 株式会社 益子鉄筋工業

那珂市 平野 1800-83

0264

平成29年1月20日 茨城県国民健康保険団体連合会

水戸市 笠原町 978-26 茨城県市町村会館内3階4階

0265

平成29年1月23日 多賀土木 株式会社

日立市 東多賀町2-2-3

0266

平成29年1月24日 日本テクノサービス 株式会社

牛久市 中央 1-19-1

0267

平成29年1月24日 茨城ライン 株式会社

日立市 砂沢町 1065-8

0268

平成29年1月24日 横川自動車 有限会社

石岡市 国府 １－２－５－１０１

0269

平成29年1月31日 株式会社 日 東

水戸市 柳町 2-11-36

0270

平成29年1月31日 冨岡産業 株式会社

日立市 大久保町 1981

0271

平成29年1月31日 株式会社 小澤鐵工所

日立市 多賀町 5-4-16

0272

平成29年2月3日

公益財団法人 日立メディカルセンター

日立市 幸町 1-17-1

0273

平成29年2月3日

株式会社 サンセイ

筑西市 大塚 347-4

0274

平成29年2月6日

株式会社 岩井自動車学校

坂東市 辺田 648

0275

平成29年2月10日 特定非営利活動法人 くすの木会

日立市 水木町 1-14-3

0276

平成29年2月10日 株式会社 沼崎商事

稲敷郡 美浦村 受領 49-1

0277

平成29年2月16日 五浦工業 株式会社

北茨城市 大津町 北町 1306-9

0278

平成29年2月16日 株式会社 鈴木建築板金

ひたちなか市 津田 2767-2

0279

平成29年2月16日 株式会社 石匠

桜川市 真壁町田 71-4

0280

平成29年2月28日 有限会社 戸祭電気商会

日立市 東成沢町 3-4-15

0281

平成29年3月1日

坂東市 辺田 1403-1

0283

平成29年3月13日 株式会社 新井紙器

筑西市 東榎生 406

0284

平成29年3月14日 常総産業 株式会社

常総市 水海道天満町 1619-5

0285

平成29年3月14日 浅野物産 株式会社

つくば市 羽成 23-1

0286

平成29年3月23日 社会福祉法人 尚恵学園

土浦市 神立 1791

0287

平成29年3月24日 株式会社 三原物産

小美玉市 中野谷 119-1

0288

平成29年3月24日 株式会社 常陸環境サービス

土浦市 並木 1-1-1 ポートワン並木ビル

日東電線工業 株式会社
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