
（令和3年8月現在）

加和太建設(株)
河津建設(株）
(株) 幹洋堂
木内建設(株)　　　　　　　　
木村治司税理士事務所
(株) 木村鋳造所
共立運輸（株）
協立電機(株)
（株）協和
金城機工(株)

(株)アイエイアイ 久保田建装(株)           
久能山東照宮

アオイトランスポート（株） (株) グリーンランド
あおいビルマネジメント(株) (弁)　栗田勇法律事務所

(有)ケーティーエス
旭商事（株） (株) コハラ
足羽会計事務所 近藤鋼材(株）
足立会計事務所 サガミシード(株）
株式会社アーバン 桜井資源(株)　　　　　　　
イー・クラフト(株） （株）薩川組
(株) 石井組 (株) サン
石川建設(株) (株) サン・エレック
(株) 伊豆屋 三共食品(株)
磯自慢酒造（株） サンセイ冷熱(株)
(有) 市川商会 サントリービバレッジサービス(株)静岡支店
(株) 市川製茶 (株) サンレックス
市川土木（株） (株) 静岡朝日テレビ　
(株) いちまる (株) 静岡開発
(株) 伊伝 静岡ガス(株)
伊藤園産業(株)　　　　　　　 (株) 静岡銀行
(株) 稲葉商店　　　　　　 (一財)静岡経済研究所　　
(株)イワサキ経営 静岡済生会総合病院　　
宇式エンジニアリング(株)   静岡シェル石油販売(株)
(株) ウッディジョー 静岡市農業協同組合
臼幸産業(株) （株）静岡新聞社
梅沢鋳工（株） 静岡放送(株) 
(株)ヴィノスやまざき 静岡製機(株)
SUS（株） (株) 静岡西部建設　　　　　
（株）エー・エル・シー (株) 静岡茶園
(株) エクノスワタナベ　　　　 (株) 静岡中央銀行　　
(有) エスエスサポート しずおか焼津信用金庫　　　　　　　　　　
江橋工業(株) 静岡焼津りース(株)　　　　
エフ・シー・アイ（株） 静銀リース(株)　　　　　　
（株）エムオーエルロジスティクス静岡 静鉄建設(株)　　
遠州信用金庫　　　　　　　 　　 島田掛川信用金庫　　　　　　　　　　
遠州鉄道(株) (株） 清水銀行
追手町法律事務所　　　　　　　　 清水農業協同組合
(有) 大松商店 清水リース＆カード（株）
おか穂 昭和冷凍(株)　　　　　　　　
(株) 小栗農園　　　　　　　 （株）スギセキ
オスカ化学(株) スティルベーシック(有)
（株）小野寺自動車工業 鈴与(株)
(株)お仏壇のやまき 鈴与建設(株)　　　　　　　　
(株)翔工業 鈴与自動車運送(株)　　　　
（株）加藤製缶鉄工所 鈴与商事(株)　　　　　　　　
(株) 河合楽器製作所 須山建設(株)　　　　　　　

二種会員

静岡県就労支援事業者機構会員紹介

一種会員 二種会員
(一社)静岡県商工会議所連合会
静岡県商工会連合会
静岡県中小企業団体中央会
(一社)静岡県経営者協会
(一社)静岡県建設業協会   
静岡県鉄筋業協同組合　　　　　
(一社)静岡県信用金庫協会   　
(一社)静岡県ビルメンテナンス協会

(株)あいネットサービス

赤武エンジニアリング(株)



駿府警備保障 浜田木材工業（株）
スルガ銀行(株) 浜松磐田信用金庫　　　　　　　　　　
駿河重機建設(株) 浜松倉庫（株）
静甲工業(株) （株）浜名ワークス
静清信用金庫　　             　 原川倉庫運輸（株）
清和海運(株)　　　　　　　　 （企組）　針谷建築事務所
清和トラック輸送（株） (株) ハル・インダストリ　　　
(有) 関根技建 （株）ピーエーシー
セントラルサービス(株)　　 日野自動車（株）静岡営業所
（株）総合美装ワタナベ 平井工業（株）
第一伊藤建設株式会社 (株) ひろせ造園土木
第一建設(株) (株) 福与
(有) ダイエー物産 (司法)ふくろう
太洋紙業(株) 富士信用金庫　　　　　　　　　　
太洋電機(株)　　　　　　 富士スパイラル工業（株）
瀧重機土木(株)             (株) 富士ミルク　　
田中産商(株) (株) 富士冷　　　　　　　　　
(株) 田丸屋本店 (株)扶桑工業
(株) 地建 （株）プレスエイジェント
中央ホールディングス(株） 平和建設(株)
(司法)つかさ　　　 　　 平和みらい（株）
(株)帝装化成 鳳生汽船（株）
(株) テレビ静岡　　　　　　 (株) 朋電舎　　　　　　　　
（株）DRマネジメント (株) ホクサン             
（株）電器堂 （株）ホテイフーズコーポレーション
(株) 東亜ビルサービス (有) 誉
(税法)東海浜松会計事務所 ホライズン(株）
(株) 東海ビルメンテナンス静岡支店 (株) ホンダショップ御殿場
東海木材(株)　　　　　　　 真輝商事(株)
東海溶材(株) 満嬉多うなぎ店
東光ガード(株)　　　　　　 松林工業薬品(株)
(株) 東平商会 (株) マルサン
(株)東名自動車学校 (株) マルハチ村松
東洋電産(株) 丸山販売(株）
東和テック(株) 丸友開発(株)
トヨタユナイテッド静岡（株） 三島信用金庫　　　　　　　 　　　
(株)どんどん 美代司鮨
(株）中島屋ホテルズ (株) 村上開明堂　　　　　
ナカダ産業(株) 村上貿易(株)
永田部品製造（株） (株)メテックス建築事務所
ナガハシ印刷（株） 望月運輸(株)　　　　　　　
(株) 中村組 望月螺旋(株)　　
ナガヤ(株) (学法)森島学園
南條工業(株)　            (株) モリボー
(株)西島鉄工所 （株）山内商店
(株)西野造園 山崎運輸（株）
（株）ニッセー 山下工機(有）
日新興業（株）中部支店 ヤマハ(株)
日進電機(株)　　　　　　　　 (株）山田組
日本ケミカル工業(株)       (株) ヤマムラ倉庫
日本レーベル印刷(株) やよい産業(株)            
沼津信用金庫　　　　　　　　　　 (株) 横山事務器
はごろも運輸（株） (株)四葉商会
はごろもフーズ(株) (株) リースサンキュー
初亀醸造(株) 菱和設備(株)　
花の舞酒造(株) (医法)リラ 溝口病院
(株) ハマキョウレックス　 （株）レント

二種会員



北駿地区協力雇用主会　　　　　
三島地区協力雇用主会
沼津地区協力雇用主会
富士地区協力雇用主会
富士宮地区協力雇用主会
清水地区協力雇用主会
静岡地区協力雇用主会
焼津地区協力雇用主会
藤枝地区協力雇用主会
島田地区協力雇用主会
掛川市地区協力雇用主会　　　　
南磐田地区協力雇用主会
浜松地区協力雇用主会
湖西地区協力雇用主会

更生保護法人静岡県更生保護協会
静岡県保護司会連合会　　　　　　
静岡県更生保護女性連盟　　　　　

静岡県遊技業協同組合　　　　　　
賛助会員

三種会員
伊東地区協力雇用主会

四種会員


