


（敬称略順不同：2019年5月24日現在）
※㌻…2019PRガイドブック掲載頁番号

しんきんフェア静岡2019小間利用予定先一覧
（商談会：業種別）

【Ａ】金属・機械製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ａ1 株式会社アイ・ピーオー 島田掛川 島田本店営業部 1
Ａ2 株式会社秋山機械 しずおか焼津 丸子 2
Ａ3 アステック株式会社 島田掛川 袋井 3
Ａ4 有限会社岩倉溶接工業所 島田掛川 六合 5
Ａ5 株式会社エスケー精工 上田 丸子 7
Ａ6 株式会社エヌシー精工 しずおか焼津 榛原 8
Ａ7 株式会社エムケーセラ 飯田 地域サポート部 8
Ａ8 大瀧重工株式会社 しずおか焼津 藤枝 10
Ａ9 興津螺旋株式会社 しずおか焼津 興津 11
Ａ10 岸萬塗装株式会社 しずおか焼津 まるせい営業部 13
Ａ11 株式会社キラックス 桑名三重 中川 14
Ａ12 株式会社群協製作所 しののめ 高崎東 14
Ａ13 承元寺工業株式会社 しずおか焼津 興津 21
Ａ14 シンセイ工業株式会社 しずおか焼津 押切 22
Ａ15 先生精機株式会社 しずおか焼津 興津 23
Ａ16 有限会社ダイエー製作所 甲府 加納岩 23
Ａ17 司工業株式会社 島田掛川 吉田北 25
Ａ18 手塚産業株式会社 しずおか焼津 長田南 26
Ａ19 株式会社テルミック 岡崎 半城土 26
Ａ20 株式会社ニッシン しずおか焼津 石津 29
Ａ21 株式会社野口製作所 しののめ 本店営業部 29
Ａ22 株式会社ファウスト しずおか焼津 道原 13
Ａ23 株式会社マツダ しずおか焼津 富士 34
Ａ24 株式会社松永特殊溶接 しずおか焼津 焼津 34
Ａ25 有限会社丸山精工 諏訪 川岸 35
Ａ26 株式会社向田工業所 しずおか焼津 藤枝水守 37
Ａ27 有限会社弥生製作所 沼津 大岡 39
Ａ28 菱和工業株式会社 城南 羽田 41

【Ｂ】木材・木製品・繊維製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｂ1 大橋木工所 しずおか焼津 新富 44
Ｂ2 株式会社きんぱら しずおか焼津 籠上 46
Ｂ3 有限会社駿河突板店 しずおか焼津 新川 48
Ｂ4 株式会社松岡カッター製作所 しずおか焼津 古庄 50
Ｂ5 株式会社レスト しずおか焼津 御門台 53

【Ｃ】紙・印刷製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｃ1 株式会社アライデザイン工芸 浜松いわた 駅南 56
Ｃ2 株式会社カナエ 長野 善光寺下 57
Ｃ3 株式会社共立アイコム しずおか焼津 高洲 57
Ｃ4 児玉紙器株式会社 しずおか焼津 興津 58
Ｃ5 星光社印刷株式会社 しずおか焼津 小黒 60
Ｃ6 株式会社セルリンク しずおか焼津 羽鳥 60
Ｃ7 株式会社タケイ 平塚 営業統括部 61
Ｃ8 株式会社たけまる 甲府 敷島 61
Ｃ9 中央印刷株式会社 諏訪 川岸 61
Ｃ10 株式会社中央パッケージング しずおか焼津 小鹿 61
Ｃ11 有限会社つかもと印刷 しずおか焼津 籠上 62
Ｃ12 株式会社辻村 沼津 高島町 62
Ｃ13 有限会社ティーパワー しずおか焼津 石田 62
Ｃ14 株式会社パイオニア印刷東海 しずおか焼津 まるせい営業部 64
Ｃ15 松菱製紙株式会社 富士 厚原 66

【Ｄ】電気・電子製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｄ1 エフビットコミュニケーションズ株式会社 しずおか焼津 本店営業部 70
Ｄ2 株式会社協和富士 山梨 上野原 70
Ｄ3 株式会社久田見製作所 東濃 下恵土 71
Ｄ4 株式会社弘和電材社 城南 蓮沼 71
Ｄ5 株式会社サワエ 城南 綱島 72
Ｄ6 株式会社ニューエレキテル しずおか焼津 東新田 74

【Ｅ】化学・窯業製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｅ1 藤垣窯業株式会社 東濃 旭ケ丘 79

【Ｆ】食品製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｆ1 株式会社イーシーセンター 富士 森島 81
Ｆ2 株式会社一粒万倍 三島 函南 82
Ｆ3 彩農園 蒲郡 北田原 83
Ｆ4 株式会社UMEMARUInc． さがみ 地域元気創造部 83
Ｆ5 株式会社海老屋 甲府 東 84
Ｆ6 川口精機株式会社 しずおか焼津 草薙 88
Ｆ7 株式会社金トビ志賀 蒲郡 八百富 88
Ｆ8 株式会社クルミサワ 長野 墨坂 89
Ｆ9 小石安之助商店 しずおか焼津 まるせい営業部 89
Ｆ10 株式会社新丸正 しずおか焼津 まるせい営業部 93
Ｆ11 大栄食品株式会社 岐阜 笠松 95
Ｆ12 株式会社大晃 しずおか焼津 静岡 96
Ｆ13 田形青果株式会社 しずおか焼津 長田南 96
Ｆ14 株式会社田丸屋本店 しずおか焼津 追手町 97
Ｆ15 株式会社ドリームフィールド 蒲郡 曙 98
Ｆ16 株式会社ヌベール 岐阜 本店営業部 99
Ｆ17 葉っピイ向島園株式会社 しずおか焼津 藤枝上 100
Ｆ18 有限会社浜名湖ファーム 蒲郡 湖西 101
Ｆ19 株式会社不二工芸製作所　不二バイオファーム 富士宮 本店 103
Ｆ20 株式会社松田商店（真茶園） しずおか焼津 藤枝上 105
Ｆ21 株式会社村松精肉店 しずおか焼津 駅南 109
Ｆ22 酪農王国株式会社 三島 函南 113

【Ｇ】その他製造業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｇ1 有限会社アール・シーウメハラ 静清 沓谷 116
Ｇ2 有限会社浅原工業 しずおか焼津 藤枝 117
Ｇ3 井上ビニール株式会社 しののめ 若宮 119
Ｇ4 株式会社ＳＮＣ しずおか焼津 羽鳥 120
Ｇ5 小田原紙器工業株式会社 さがみ 地域元気創造部 123
Ｇ6 株式会社キザキ 上田 小諸 124
Ｇ7 株式会社共栄設機 富士 八幡町 124
Ｇ8 株式会社キラメイク 静清 藤枝 125
Ｇ9 栗田工業株式会社 しずおか焼津 追手町 125
Ｇ10 株式会社小池スチロール しずおか焼津 大富 126
Ｇ11 株式会社スギエピプロ しずおか焼津 御門台 130
Ｇ12 株式会社スワラクノス 諏訪 清水町 131
Ｇ13 株式会社静光化学 しずおか焼津 小鹿 131
Ｇ14 ダイトー水産株式会社 しずおか焼津 田尻 133
Ｇ15 株式会社ディーエフエス しずおか焼津 前島 135
Ｇ16 有限会社美研堂 しずおか焼津 吉原 139
Ｇ17 伏見縫製株式会社 しずおか焼津 清水 141
Ｇ18 株式会社フューチャーズクラフト 甲府 長坂 142
Ｇ19 合同会社ポライトテクノ 東濃 尾張旭 144
Ｇ20 ポラリス株式会社 島田掛川 五和 144
Ｇ21 丸太石陶材株式会社 東濃 笠原 145
Ｇ22 ヤブタ塗料株式会社 さがみ 地域元気創造部 147
Ｇ23 株式会社依田工業所 静清 東新田 148
Ｇ24 株式会社レウドパック しずおか焼津 焼津 149

【Ｈ】サービス業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｈ1 株式会社アクラス しずおか焼津 清水 154
Ｈ2 株式会社アルバイトタイムス しずおか焼津 本店営業部 154
Ｈ3 株式会社E－CON しずおか焼津 竜南 155
Ｈ4 株式会社インデックス しずおか焼津 本店営業部 158
Ｈ5 株式会社エイチプラス しずおか焼津 押切 160
Ｈ6 エジップスメンバーズクラブ株式会社ビープラン しずおか焼津 高松 161
Ｈ7 株式会社エスクリエイト しずおか焼津 清水 161
Ｈ8 株式会社SBSプロモーション しずおか焼津 業務サポート部 162
Ｈ9 オフィスKOE しずおか焼津 駅南 169
Ｈ10 カラダまち しずおか焼津 松富 166
Ｈ11 株式会社クア・アンド・ホテル　駿河健康ランド しずおか焼津 興津 177
Ｈ12 株式会社クリエイティブリゾート 山梨 河口湖 168
Ｈ13 グロスウィズ株式会社 しずおか焼津 追手町 168
Ｈ14 コマーシャルフォトB́ しずおか焼津 高松 170
Ｈ15 株式会社C4C しずおか焼津 長田南 173
Ｈ16 株式会社ストライク しずおか焼津 業務サポート部 179
Ｈ17 整体院　一歩 しずおか焼津 石田 180
Ｈ18 静和ケミカルサービス株式会社 しずおか焼津 丸子 180
Ｈ19 しずおか焼津 長谷 181
Ｈ20 綜合警備保障株式会社静岡支社 しずおか焼津 本店営業部 155
Ｈ21 株式会社ダイナテック　電気製品安全検査研究所 川口 飯塚 185
Ｈ22 株式会社高山グリーンホテル 高山 駅西 184
Ｈ23 株式会社中央防犯 しずおか焼津 志太 185
Ｈ24 中小企業診断士玉置事務所 しずおか焼津 追手町 185
Ｈ25 トラヤテレビサービス株式会社 しずおか焼津 長谷 187
Ｈ26 株式会社日本М＆Ａセンター しずおか焼津 業務サポート部 189

【Ｈ】サービス業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｈ27 合同会社富士みらいクリエイション しずおか焼津 富士 193
Ｈ28 有限会社ポスネット静岡 しずおか焼津 新富 195
Ｈ29 株式会社マキ商会 埼玉縣 新座 197
Ｈ30 株式会社丸繁 富士宮 北 198
Ｈ31 株式会社MICS 富士 富士岡 198
Ｈ32 株式会社メンテックカンザイ しずおか焼津 静岡 200
Ｈ33 モビリティーパーク しずおか焼津 富士 200
Ｈ34 ライフデザイン響 しずおか焼津 追手町 203

【Ｉ】建設・建築・不動産業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｉ1 有限会社アートブレイン しずおか焼津 古庄 207
Ｉ2 株式会社アップリメイク しずおか焼津 新川 210
Ｉ3 株式会社あんしんりふぉーむ しずおか焼津 焼津西 212
Ｉ4 株式会社イーグルメタル しずおか焼津 西焼津 212
Ｉ5 有限会社岩辺 しずおか焼津 清水 215
Ｉ6 内野建装 しずおか焼津 竜南 216
Ｉ7 株式会社カンパイ 城南 小机 227
Ｉ8 株式会社協和 静清 清水 227
Ｉ9 三洋静岡設備株式会社 しずおか焼津 静岡 236
Ｉ10 株式会社CSA不動産 しずおか焼津 本店営業部 237
Ｉ11 有限会社ジェイウォール静岡 しずおか焼津 志太 238
Ｉ12 株式会社杉村工務店 しずおか焼津 藤枝 244
Ｉ13 スマートブルー株式会社 しずおか焼津 瀬名 245
Ｉ14 靜高建設株式会社 しずおか焼津 小鹿 246
Ｉ15 株式会社中部特機設備 静清 大坪 251
Ｉ16 株式会社辻工務店 しずおか焼津 前島 252
Ｉ17 長房工務店 しずおか焼津 豊田 256
Ｉ18 株式会社ナチュラルスタイル しずおか焼津 長谷 256
Ｉ19 株式会社ニッケーコー しずおか焼津 東新田 257
Ｉ20 発電マン・ベリーズ株式会社 しずおか焼津 籠上 259
Ｉ21 しずおか焼津 興津 260
Ｉ22 株式会社廣川組 島田掛川 吉田北 261
Ｉ23 藤田電気株式会社 しずおか焼津 静岡 263
Ｉ24 株式会社M.A.C しずおか焼津 本店営業部 268
Ｉ25 株式会社松永畳店 しずおか焼津 追手町 269
Ｉ26 丸寛総建株式会社 しずおか焼津 瀬名 269
Ｉ27 株式会社もちひこ しずおか焼津 興津 273
Ｉ28 株式会社ヤマトアパレイユ しずおか焼津 高洲 275
Ｉ29 良知樹園株式会社 しずおか焼津 田尻 277
Ｉ30 株式会社リメックス しずおか焼津 駅南 278

【Ｊ】小売業
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｊ1 静岡矢崎サービス株式会社 しずおか焼津 西脇 293
Ｊ2 有限会社ジドウシャ工房 福岡ひびき 新門司 294
Ｊ3 トラベルオート／株式会社TRAVEL　BOOK　STORE しずおか焼津 石田 298
Ｊ4 株式会社堀内製作所 甲府 加納岩 304
Ｊ5 ミエーレ・ジャパン株式会社 城南 祖師谷 305
Ｊ6 株式会社ユニフォームセンター しずおか焼津 藤枝上 307

【Ｋ】卸売・商社
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｋ1 株式会社ウイング 城南 新橋 314
Ｋ2 河辺商事株式会社 しずおか焼津 本店営業部 317
Ｋ3 株式会社サンルート しずおか焼津 志太 320
Ｋ4 合同会社シー・ラバーズ・モード しずおか焼津 富士 320
Ｋ5 昭源通商株式会社 しずおか焼津 大住 321
Ｋ6 株式会社鈴木商店 蒲郡 八百富 322
Ｋ7 しずおか焼津 清水 323
Ｋ8 鈴与商事株式会社情報通信営業部 しずおか焼津 清水 323
Ｋ9 有限会社多美咲 沼津 長泉町 324
Ｋ10 東海機材株式会社 浜松いわた 野口 325
Ｋ11 株式会社トリヤマ商会 しずおか焼津 静岡 326
Ｋ12 株式会社中根屋機工 しずおか焼津 静岡 327
Ｋ13 株式会社中村機工 しずおか焼津 八千代 327
Ｋ14 株式会社濵村屋 しずおか焼津 竜南 328
Ｋ15 株式会社藤屋 しずおか焼津 安西 331
Ｋ16 株式会社プロスパー しずおか焼津 小黒 331
Ｋ17 マリントレーディングリミテッド有限会社 山梨 谷村 333
Ｋ18 株式会社マルフク しずおか焼津 大富 333
Ｋ19 丸和貿易株式会社 東濃 瑞鳳 334
Ｋ20 MOSTLAB株式会社 しののめ 前橋営業部 335
Ｋ21 株式会社山清片山 しずおか焼津 本店営業部 336
Ｋ22 株式会社りす医療器 しずおか焼津 本店営業部 337
Ｋ23 株式会社Lisse 城南 蓮沼 337

一般社団法人全国相続協会
相続支援センター静岡市葵区相談室

鈴与商事株式会社エネルギー
システム営業部電力営業課

Ｐanasonicリフォームclub
池田建設株式会社
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しんきんフェア静岡2019小間利用予定先一覧
（商談会：業種別） （敬称略順不同：2019年5月24日現在）

※㌻…2019PRガイドブック掲載頁番号

【Ｌ】IT関連
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｌ1 アイ・コーポレーション しずおか焼津 瀬名 340
Ｌ2 株式会社アイエルシー しずおか焼津 藤枝上 340
Ｌ3 株式会社アイル しずおか焼津 駅南 340
Ｌ4 株式会社アドテクニカ 静清 中田 341
Ｌ5 株式会社イースタイル しずおか焼津 石田 341
Ｌ6 株式会社エストリンクス しずおか焼津 長田南 342
Ｌ7 株式会社ジープロシューマーズ 富士 八幡町 344
Ｌ8 株式会社静岡オフィスオートメーション しずおか焼津 長田南 344
Ｌ9 静岡県ソフトウェア事業協同組合 しずおか焼津 安西 344
Ｌ10 株式会社シップス 甲府 石和 344
Ｌ11 スリーカウント株式会社 遠州 和田 345
Ｌ12 株式会社ティーケーシステム しずおか焼津 押切 345
Ｌ13 TERACOM株式会社 しずおか焼津 追手町 346
Ｌ14 株式会社Bonds しずおか焼津 竜南 347
Ｌ15 マーズコンピュータ株式会社 しずおか焼津 吉原 347

【Ｍ】医療・福祉
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｍ1 社会福祉法人アンサンブル会 飯田 地域サポート部 349
Ｍ2 社会福祉法人駿河会特別養護老人ホーム晃の園 しずおか焼津 新富 351
Ｍ3 医療法人社団平成会介護老人保健施設マインド しずおか焼津 藤枝駅 354
Ｍ4 ヤザキ工業株式会社 しずおか焼津 富士 354

【Ｏ】その他
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｏ1 特定非営利活動法人ＩＴ静岡 信金中央金庫 静岡 367
Ｏ2 一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 しずおか焼津 業務サポート部 367
Ｏ3 安間製茶株式会社瓦粋 島田掛川 袋井 368
Ｏ4 ELJソーラーコーポレーション株式会社 しずおか焼津 小黒 368
Ｏ5 イマジン協同組合 しずおか焼津 羽鳥西 369
Ｏ6 独立行政法人工業所有権情報・研修館（INPIT） しずおか焼津 業務サポート部 375
Ｏ7 公益財団法人国際人材育成機構（アイムジャパン） 遠州 和田 376
Ｏ8 株式会社コム・サイド しずおか焼津 羽鳥 376
Ｏ9 静岡英和学院大学短期大学部 しずおか焼津 業務サポート部 378
Ｏ10 静岡エフエム放送株式会社（Ｋ-mix） しずおか焼津 業務サポート部 378
Ｏ11 静岡県企業立地推進課 しずおか焼津 業務サポート部 378
Ｏ12 静岡県工業技術研究所 しずおか焼津 業務サポート部 378
Ｏ13 公益社団法人静岡県国際経済振興会 しずおか焼津 業務サポート部 379

【Ｏ】その他
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｏ14 静岡県静岡南警察署 しずおか焼津 業務サポート部
Ｏ15 静岡県商工金融課 しずおか焼津 業務サポート部 379
Ｏ16 静岡県商工振興課 しずおか焼津 業務サポート部 379
Ｏ17 静岡県新産業集積課 しずおか焼津 業務サポート部 379
Ｏ18 静岡県信用保証協会 しずおか焼津 業務サポート部 379
Ｏ19 静岡県地域産業課 しずおか焼津 業務サポート部 379
Ｏ20 静岡県よろず支援拠点 しずおか焼津 業務サポート部 380
Ｏ21 静岡県立科学技術高等学校 しずおか焼津 本店営業部 373
Ｏ22 静岡県公立大学法人静岡県立大学 しずおか焼津 業務サポート部 380
Ｏ24 静岡市環境創造課 しずおか焼津 業務サポート部 380
Ｏ25 ツインメッセ静岡・B-nest静岡市産学交流センター しずおか焼津 小黒 380
Ｏ26 静岡市清水産業・情報プラザ しずおか焼津 清水 381
Ｏ27 静岡市役所産業振興課 しずおか焼津 業務サポート部 381
Ｏ28 株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 しずおか焼津 業務サポート部 381
Ｏ29 株式会社静岡第一テレビ しずおか焼津 新川 382
Ｏ30 国立大学法人静岡大学 しずおか焼津 業務サポート部 382
Ｏ31 しずおか焼津信用金庫　ビジネスクラブ　若手経営者塾 しずおか焼津 業務サポート部 383
Ｏ32 静岡６次産業化サポートセンター しずおか焼津 業務サポート部 383
Ｏ33 有限会社するが通商 しずおか焼津 藤枝 386
Ｏ34 株式会社テレビ静岡 しずおか焼津 業務サポート部 389
Ｏ35 東京中小企業投資育成株式会社 しずおか焼津 業務サポート部 389
Ｏ36 独立行政法人国際協力機構（JICA）中部センター しずおか焼津 業務サポート部 377
Ｏ37 日本貿易振興機構（JETRO） 静岡 しずおか焼津 業務サポート部 384
Ｏ38 ＨＡＮＡイノベーション株式会社 蒲郡 牟呂 391
Ｏ39 株式会社藤枝事務器商会 しずおか焼津 藤枝上 330
Ｏ40 株式会社バハティ しずおか焼津 静岡南 391
Ｏ41 株式会社ファミールカンパニー しずおか焼津 本店営業部 392
Ｏ42 副業アドバイザー　伊藤 しずおか焼津 古庄 374
Ｏ43 富士山静岡空港利用促進協議会 しずおか焼津 業務サポート部 392
Ｏ44 富士山プロダクト（株式会社フォネット） 甲府 西 393
Ｏ45 株式会社富士テレネット しずおか焼津 業務サポート部 393
Ｏ46 松浦計量器株式会社 浜松いわた 都田 394
Ｏ47 山梨県 山梨 営業統括部 397

【Ｔ】展示
小間№ 事業所名 信用金庫 部店 ㌻
Ｔ1 株式会社アーティスティックス 沼津 本店 340
Ｔ2 ARTLINE株式会社 しずおか焼津 小黒 312
Ｔ3 アイリスオーヤマ株式会社静岡営業所 しずおか焼津 本店営業部 69
Ｔ4 株式会社あんどぷらす しずおか焼津 本店営業部 341
Ｔ5 有限会社エム・ケイ機器 沼津 下香貫 121
Ｔ6 株式会社加藤商会 甲府 南 350
Ｔ7 協立電機株式会社 しずおか焼津 西脇 318
Ｔ8 共和成産株式会社 しずおか焼津 藤枝駅 46
Ｔ9 有限会社Ｋ・Ｋプランニング しずおか焼津 丸子 230
Ｔ10 株式会社三豊工業 しずおか焼津 長田南 236
Ｔ11 株式会社サンロフト しずおか焼津 さかなセンター 344
Ｔ12 ジェイワークスプランニング株式会社 しずおか焼津 吉原 321
Ｔ13 株式会社事務機器センター しずおか焼津 安西 321
Ｔ14 有限会社T.N.Ｍ.INTERNATIONAL しずおか焼津 東新田 49
Ｔ15 有限会社手造り家具の金鱗 しずおか焼津 羽鳥 49
Ｔ16 東洋テック株式会社 北伊勢上野 菰野 346
Ｔ17 株式会社ハイブリッド駿軽事業部 沼津 三島 30
Ｔ18 株式会社モータープラザカワイ しずおか焼津 大富 305
Ｔ19 有限会社渡辺モータース（ハーレーダビッドソン静岡） しずおか焼津 石田 310

信金別小間利用数
信金中央金庫 1 甲府信用金庫 16 浜松いわた信用金庫 3 高山信用金庫 1
しののめ信用金庫 4 山梨信用金庫 6 沼津信用金庫 6 東濃信用金庫 6
埼玉縣信用金庫 1 長野信用金庫 2 三島信用金庫 2 岡崎信用金庫 2
川口信用金庫 1 上田信用金庫 4 富士宮信用金庫 5 蒲郡信用金庫 12
平塚信用金庫 2 諏訪信用金庫 4 島田掛川信用金庫 8 北伊勢上野信用金庫 1
さがみ信用金庫 3 飯田信用金庫 3 富士信用金庫 5 桑名三重信用金庫 1
東京東信用金庫 1 しずおか焼津信用金庫 244 遠州信用金庫 2 福岡ひびき信用金庫 1
城南信用金庫 9 静清信用金庫 6 岐阜信用金庫 2 合計 364
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　●午前の回　11：00～12：40(開場10：30)
　　　　　　　　　　お一人様1,000円(税込)　定員約1,000名様

【観覧には事前のお申込と、入場料が必要です。】

                   ※特産販売会お買物割引券(500円分)プレゼント

　●午後の回　14：30～16：10(開場14：00)
　　　　　　　　　　お一人様1,000円(税込)　定員約1,000名様
　　　　　　　　　　※特産販売会お買物割引券(500円分)プレゼント

　●募集期限　令和元年9月30日(月)
　●お申込先　信用金庫お取引店
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しんきんフェア静岡2019小間利用予定先一覧
（特産販売会） （敬称略順不同：2019年5月24日現在）

※㌻…2019PRガイドブック掲載頁番号

ふるさと特産販売会2019
小間№ 事業所名 都道府県 信用金庫 部店 ㌻
南1 相生ユニビオ株式会社 愛知 蒲郡 しもまち 80
南2 青木農園 山梨 甲府 加納岩 367
南3 有限会社浅原工業 静岡 しずおか焼津 藤枝 117
南4 株式会社アドライン 静岡 富士宮 本店 341
南5 株式会社イトー 静岡 島田掛川 島田北 43
南6 うしづまチーズ工場 静岡 しずおか焼津 松富 357
南7 エコ・技研株式会社 静岡 しずおか焼津 羽鳥 285
南8 株式会社エス・アール・シー 静岡 しずおか焼津 小鹿 359
南9 大井川商工会 静岡 しずおか焼津 大井川 371
南10 岡部町商工会 静岡 しずおか焼津 岡部 372
南11 株式会社沖友 静岡 しずおか焼津 高洲 316
南12 株式会社オルゴール 長野 諏訪 湖浜 123
南13 オンラインショッピングモールまなびや 静岡 しずおか焼津 石田 342
南14 インターネットショッピングモール　「国府まなびや」（熊本国府高等学校） 熊本 しずおか焼津 業務サポート部 369
南15 株式会社カネサ大石佐太郎商店 静岡 しずおか焼津 まるせい営業部 86
南16 株式会社カネシンＪＫＳ 静岡 しずおか焼津 まるせい営業部 86
南17 株式会社カネナカ 愛知 蒲郡 牟呂 87
南18 株式会社カネヨ 静岡 しずおか焼津 小川 87
南19 株式会社カネヨシ水産 静岡 しずおか焼津 まるせい営業部 87
南20 金精軒製菓株式会社 山梨 甲府 韮崎 125
南21 蔵好三坂屋 静岡 しずおか焼津 竜南 289
南22 有限会社京昌園 静岡 しずおか焼津 吉原 358
南23 有限会社珈琲屋佐藤 山梨 山梨 上野原 359
南24 株式会社山ヨ榊原商店 愛知 蒲郡 御津 306
南25 三共食品株式会社 静岡 しずおか焼津 道原 91
南26 静岡羽毛販売株式会社スリーピングハウス 静岡 しずおか焼津 小黒 378
南27 静岡県水産株式会社 静岡 しずおか焼津 まるせい営業部 92
南28 静岡市清水商工会 静岡 しずおか焼津 興津 381
南29 静岡市役所介護保険課 静岡 しずおか焼津 業務サポート部 381
南30 株式会社静岡パワープラス 静岡 しずおか焼津 押切 92

ふるさと特産販売会2019
小間№ 事業所名 都道府県 信用金庫 部店 ㌻
南31 シフォンケーキのお店kahon静岡店 静岡 しずおか焼津 石田 92
南32 株式会社次郎長屋 静岡 しずおか焼津 清水 294
南33 株式会社末廣 静岡 しずおか焼津 御門台 94
南34 駿河湾水産振興協議会 静岡 しずおか焼津 業務サポート部 386
南35 株式会社大桂商店 長野 上田 丸子 96
南36 有限会社大信 静岡 しずおか焼津 長田南 96
南37 有限会社大鵬 東京 城南 蓮沼 296
南38 株式会社竹内農産 長野 上田 よだくぼ 97
南39 株式会社ディ・エッチ・エー・マリンフーズ 静岡 しずおか焼津 草薙 98
南40 株式会社寺岡銈吉商店 静岡 しずおか焼津 中央 136
南41 中源商店 静岡 しずおか焼津 焼津北 98
南42 ナガハシ印刷株式会社 静岡 しずおか焼津 駒形 63
南43 有限会社西尾商店 静岡 しずおか焼津 興津 99
南44 有限会社仁科商店 静岡 しずおか焼津 長田南 88
南45 野﨑農園 静岡 しずおか焼津 羽鳥西 299
南46 ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅＳｏｕｒｉｒｅ 静岡 しずおか焼津 大住 101
南47 株式会社はの字食品 静岡 しずおか焼津 田中 101
南48 有限会社羽山商店 静岡 しずおか焼津 まるせい営業部 102
南49 株式会社一言 静岡 しずおか焼津 藤枝上 102
南50 株式会社フーズ・ユー静岡工場 静岡 しずおか焼津 吉田 93
南51 株式会社フードアイ（惣菜の花城） 静岡 しずおか焼津 石田 103
南52 Boulangerie Homi 静岡 しずおか焼津 石田 302
南53 株式会社フールミーソリューションズ 東京 東京東 新小岩 103
南54 株式会社藤一 神奈川 城南 大和 141
南55 富士高砂酒造株式会社 静岡 富士宮 北 103
南56 ホーミーコスメティクス株式会社 静岡 富士宮 本店 303
南57 株式会社富士見物産 静岡 しずおか焼津 押切 302
南58 プチ・プラム 山梨 甲府 石和 104
南59 株式会社プラス・ファン 静岡 しずおか焼津 大井川 347
南60 株式会社フリーデン 神奈川 平塚 営業統括部 104

ふるさと特産販売会2019
小間№ 事業所名 都道府県 信用金庫 部店 ㌻
南61 株式会社BULL Ventures 山梨 甲府 朝気 104
南62 株式会社プロクック 静岡 しずおか焼津 大富 104
南63 株式会社豊月堂 静岡 しずおか焼津 小鹿 104
南64 株式会社ほうじゅ倶楽部 山梨 甲府 笛吹 143
南65 マー君のケーキ屋さん　Fee・de・Verte 静岡 しずおか焼津 御門台 363
南66 真富士屋食品株式会社 静岡 しずおか焼津 駅南 105
南67 マルコ醸造株式会社 岐阜 東濃 稲津 106
南68 有限会社丸生食品 静岡 しずおか焼津 まるせい営業部 106
南69 有限会社まるととづか 静岡 しずおか焼津 榛原 107
南70 株式会社マルヒコ松柏堂本店 静岡 しずおか焼津 小鹿 107
南71 株式会社丸政 山梨 甲府 長坂 108
南72 有限会社三浦豆腐店 静岡 しずおか焼津 藤枝上 145
南73 水谷商店 静岡 しずおか焼津 興津 108
南74 めぐみ株式会社 山梨 甲府 加納岩 109
南75 紅葉コーポレーション株式会社 静岡 蒲郡 湖西 306
南76 株式会社森下商店 静岡 しずおか焼津 瀬名 110
南77 焼津商工会議所 静岡 しずおか焼津 焼津西 396
南78 焼津冷蔵株式会社 静岡 しずおか焼津 石津 111
南79 山﨑合資会社 愛知 岡崎 幡豆 111
南80 有限会社ヤマサ水産 静岡 蒲郡 湖西 112
南81 株式会社ヤマ十増田商店 静岡 しずおか焼津 小川 112
南82 やまゆスイーツ 静岡 しずおか焼津 いかるみ 113
南83 合同会社ゆずすけ 長野 飯田 地域サポート部 113
南84 有限会社六曜舎コーナーポケット 山梨 甲府 藤井 113
南85 株式会社若翔 神奈川 山梨 相模原中央 338
南86 有限会社和食処松屋 愛知 蒲郡 豊川北 365

※バス座席数（正45席）には限りがありますのでご承知下さい。満席となりましたら時刻前にも発車いたします。 
　交通事情により、時間通りに運行できない場合もありますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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ア
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社アーティスティックス IT関連 Ｔ1 沼津 本店 340
有限会社アートブレイン 建設・建築・不動産 Ｉ1 しずおか焼津 古庄 207
ARTLINE 株式会社 卸売・商社 Ｔ2 しずおか焼津 小黒 312
有限会社アール・シーウメハラ その他製造業 Ｇ1 静清 沓谷 116
アイ・コーポレーション IT関連 Ｌ1 しずおか焼津 瀬名 340
株式会社アイ・ピーオー 金属・機械 Ａ1 島田掛川 島田本店営業部 1
株式会社アイエルシー IT関連 Ｌ2 しずおか焼津 藤枝上 340
相生ユニビオ株式会社 食品 南1 蒲郡 しもまち 80
特定非営利活動法人ＩＴ静岡 その他 Ｏ1 信金中央金庫 静岡 367
アイリスオーヤマ株式会社静岡営業所 電気・電子 Ｔ3 しずおか焼津 本店営業部 69
株式会社アイル IT関連 Ｌ3 しずおか焼津 駅南 340
青木農園 その他 南2 甲府 加納岩 367
株式会社秋山機械 金属・機械 Ａ2 しずおか焼津 丸子 2
株式会社アクラス サービス業 Ｈ1 しずおか焼津 清水 154
一般財団法人アグリオープンイノベーション機構 その他 Ｏ2 しずおか焼津 業務サポート部 367
有限会社浅原工業 その他製造業 Ｇ2 しずおか焼津 藤枝 117
有限会社浅原工業 その他製造業 南3 しずおか焼津 藤枝 117
アステック株式会社 金属・機械 Ａ3 島田掛川 袋井 3
株式会社アップリメイク 建設・建築・不動産 Ｉ2 しずおか焼津 新川 210
株式会社アドテクニカ IT関連 Ｌ4 静清 中田 341
株式会社アドライン IT関連 南4 富士宮 本店 341
株式会社アライデザイン工芸 紙・印刷 Ｃ1 浜松いわた 駅南 56
株式会社アルバイトタイムス サービス業 Ｈ2 しずおか焼津 本店営業部 154
社会福祉法人アンサンブル会 医療・福祉 Ｍ1 飯田 地域サポート部 349
株式会社あんしんりふぉーむ 建設・建築・不動産 Ｉ3 しずおか焼津 焼津西 212
株式会社あんどぷらす IT関連 Ｔ4 しずおか焼津 本店営業部 341
安間製茶株式会社瓦粋 その他 Ｏ3 島田掛川 袋井 368
ELJ ソーラーコーポレーション株式会社 その他 Ｏ4 しずおか焼津 小黒 368
株式会社イーグルメタル 建設・建築・不動産 Ｉ4 しずおか焼津 西焼津 212
株式会社 E － CON サービス業 Ｈ3 しずおか焼津 竜南 155
株式会社イーシーセンター 食品 Ｆ1 富士 森島 81
株式会社イースタイル IT関連 Ｌ5 しずおか焼津 石田 341
株式会社一粒万倍 食品 Ｆ2 三島 函南 82
株式会社イトー 木材・木製品・繊維 南5 島田掛川 島田北 43
井上ビニール株式会社 その他製造業 Ｇ3 しののめ 若宮 119
イマジン協同組合 その他 Ｏ5 しずおか焼津 羽鳥西 369
彩農園 食品 Ｆ3 蒲郡 北田原 83
有限会社岩倉溶接工業所 金属・機械 Ａ4 島田掛川 六合 5
有限会社岩辺 建設・建築・不動産 Ｉ5 しずおか焼津 清水 215
インターネットショッピングモール　「国府まなびや」(熊本国府高等学校) その他 南14 しずおか焼津 業務サポート部 369
株式会社インデックス サービス業 Ｈ4 しずおか焼津 本店営業部 158
株式会社ウイング 卸売・商社 Ｋ1 城南 新橋 314
うしづまチーズ工場 飲食業 南6 しずおか焼津 松富 357
内野建装 建設・建築・不動産 Ｉ6 しずおか焼津 竜南 216
株式会社 UMEMARUInc． 食品 Ｆ4 さがみ 地域元気創造部 83
株式会社エイチプラス サービス業 Ｈ5 しずおか焼津 押切 160
エコ・技研株式会社 小売業 南7 しずおか焼津 羽鳥 285
エジップスメンバーズクラブ株式会社ビープラン サービス業 Ｈ6 しずおか焼津 高松 161
株式会社エス・アール・シー 飲食業 南8 しずおか焼津 小鹿 359
株式会社ＳＮＣ その他製造業 Ｇ4 しずおか焼津 羽鳥 120
株式会社エスクリエイト サービス業 Ｈ7 しずおか焼津 清水 161
株式会社エスケー精工 金属・機械 Ａ5 上田 丸子 7
株式会社エストリンクス IT関連 Ｌ6 しずおか焼津 長田南 342
株式会社ＳＢＳプロモーション サービス業 Ｈ8 しずおか焼津 業務サポート部 162
株式会社エヌシー精工 金属・機械 Ａ6 しずおか焼津 榛原 8
株式会社海老屋 食品 Ｆ5 甲府 東 84
エフビットコミュニケーションズ株式会社 電気・電子 Ｄ1 しずおか焼津 本店営業部 70
有限会社エム・ケイ機器 その他製造業 Ｔ5 沼津 下香貫 121
株式会社エムケーセラ 金属・機械 Ａ7 飯田 地域サポート部 8
大井川商工会 その他 南9 しずおか焼津 大井川 371
大瀧重工株式会社 金属・機械 Ａ8 しずおか焼津 藤枝 10
大橋木工所 木材・木製品・繊維 Ｂ1 しずおか焼津 新富 44
岡部町商工会 その他 南10 しずおか焼津 岡部 372
興津螺旋株式会社 金属・機械 Ａ9 しずおか焼津 興津 11
株式会社沖友 卸売・商社 南11 しずおか焼津 高洲 316
小田原紙器工業株式会社 その他製造業 Ｇ5 さがみ 地域元気創造部 123
オフィス KOE サービス業 Ｈ9 しずおか焼津 駅南 169
株式会社オルゴール その他製造業 南12 諏訪 湖浜 123
オンラインショッピングモールまなびや IT関連 南13 しずおか焼津 石田 342

 

カ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社加藤商会 医療・福祉 Ｔ6 甲府 南 350
株式会社カナエ 紙・印刷 Ｃ2 長野 善光寺下 57
株式会社カネサ大石佐太郎商店 食品 南15 しずおか焼津 まるせい営業部 86
株式会社カネシンＪＫＳ 食品 南16 しずおか焼津 まるせい営業部 86
株式会社カネナカ 食品 南17 蒲郡 牟呂 87
株式会社カネヨ 食品 南18 しずおか焼津 小川 87
株式会社カネヨシ水産 食品 南19 しずおか焼津 まるせい営業部 87
カラダまち サービス業 Ｈ10 しずおか焼津 松富 166
川口精機株式会社 食品 Ｆ6 しずおか焼津 草薙 88
河辺商事株式会社 卸売・商社 Ｋ2 しずおか焼津 本店営業部 317
株式会社カンパイ 建設・建築・不動産 Ｉ7 城南 小机 227
株式会社キザキ その他製造業 Ｇ6 上田 小諸 124
岸萬塗装株式会社 金属・機械 Ａ10 しずおか焼津 まるせい営業部 13
株式会社共栄設機 その他製造業 Ｇ7 富士 八幡町 124
株式会社共立アイコム 紙・印刷 Ｃ3 しずおか焼津 高洲 57
協立電機株式会社 卸売・商社 Ｔ7 しずおか焼津 西脇 318
株式会社協和 建設・建築・不動産 Ｉ8 静清 清水 227
共和成産株式会社 木材・木製品・繊維 Ｔ8 しずおか焼津 藤枝駅 46
株式会社協和富士 電気・電子 Ｄ2 山梨 上野原 70
株式会社キラックス 金属・機械 Ａ11 桑名三重 中川 14
株式会社キラメイク その他製造業 Ｇ8 静清 藤枝 125
金精軒製菓株式会社 その他製造業 南20 甲府 韮崎 125
株式会社金トビ志賀 食品 Ｆ7 蒲郡 八百富 88
株式会社きんぱら 木材・木製品・繊維 Ｂ2 しずおか焼津 籠上 46
株式会社クア・アンド・ホテル　駿河健康ランド サービス業 Ｈ11 しずおか焼津 興津 177
株式会社久田見製作所 電気・電子 Ｄ3 東濃 下恵土 71
蔵好三坂屋 小売業 南21 しずおか焼津 竜南 289
株式会社クリエイティブリゾート サービス業 Ｈ12 山梨 河口湖 168
栗田工業株式会社 その他製造業 Ｇ9 しずおか焼津 追手町 125
株式会社クルミサワ 食品 Ｆ8 長野 墨坂 89
グロスウィズ株式会社 サービス業 Ｈ13 しずおか焼津 追手町 168
株式会社群協製作所 金属・機械 Ａ12 しののめ 高崎東 14
有限会社Ｋ・Ｋプランニング 建設・建築・不動産 Ｔ9 しずおか焼津 丸子 230
有限会社京昌園 飲食業 南22 しずおか焼津 吉原 358

カ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社小池スチロール その他製造業 Ｇ10 しずおか焼津 大富 126
小石安之助商店 食品 Ｆ9 しずおか焼津 まるせい営業部 89
独立行政法人工業所有権情報・研修館 (INPIT) その他 Ｏ6 しずおか焼津 業務サポート部 375
株式会社弘和電材社 電気・電子 Ｄ4 城南 蓮沼 71
有限会社珈琲屋佐藤 飲食業 南23 山梨 上野原 359
公益財団法人国際人材育成機構（アイムジャパン） その他 Ｏ7 遠州 和田 376
児玉紙器株式会社 紙・印刷 Ｃ4 しずおか焼津 興津 58
コマーシャルフォト B́ サービス業 Ｈ14 しずおか焼津 高松 170
株式会社コム・サイド その他 Ｏ8 しずおか焼津 羽鳥 376

 

サ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社山ヨ榊原商店 小売業 南24 蒲郡 御津 306
株式会社サワエ 電気・電子 Ｄ5 城南 綱島 72
三共食品株式会社 食品 南25 しずおか焼津 道原 91
株式会社三豊工業 建設・建築・不動産 Ｔ10 しずおか焼津 長田南 236
三洋静岡設備株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ9 しずおか焼津 静岡 236
株式会社サンルート 卸売・商社 Ｋ3 しずおか焼津 志太 320
株式会社サンロフト IT関連 Ｔ11 しずおか焼津 さかなセンター 344
合同会社シー・ラバーズ・モード 卸売・商社 Ｋ4 しずおか焼津 富士 320
株式会社 CSA 不動産 建設・建築・不動産 Ｉ10 しずおか焼津 本店営業部 237
株式会社 C4C サービス業 Ｈ15 しずおか焼津 長田南 173
株式会社ジープロシューマーズ IT関連 Ｌ7 富士 八幡町 344
有限会社ジェイウォール静岡 建設・建築・不動産 Ｉ11 しずおか焼津 志太 238
ジェイワークスプランニング株式会社 卸売・商社 Ｔ12 しずおか焼津 吉原 321
静岡羽毛販売株式会社スリーピングハウス その他 南26 しずおか焼津 小黒 378
静岡英和学院大学短期大学部 その他 Ｏ9 しずおか焼津 業務サポート部 378
静岡エフエム放送株式会社（Ｋ-mix） その他 Ｏ10 しずおか焼津 業務サポート部 378
株式会社静岡オフィスオートメーション IT関連 Ｌ8 しずおか焼津 長田南 344
静岡県企業立地推進課 その他 Ｏ11 しずおか焼津 業務サポート部 378
静岡県工業技術研究所 その他 Ｏ12 しずおか焼津 業務サポート部 378
公益社団法人静岡県国際経済振興会 その他 Ｏ13 しずおか焼津 業務サポート部 379
静岡県静岡南警察署 その他 Ｏ14 しずおか焼津 業務サポート部
静岡県商工金融課 その他 Ｏ15 しずおか焼津 業務サポート部 379
静岡県商工振興課 その他 Ｏ16 しずおか焼津 業務サポート部 379
静岡県新産業集積課 その他 Ｏ17 しずおか焼津 業務サポート部 379
静岡県信用保証協会 その他 Ｏ18 しずおか焼津 業務サポート部 379
静岡県水産株式会社 食品 南27 しずおか焼津 まるせい営業部 92
静岡県ソフトウェア事業協同組合 IT関連 Ｌ9 しずおか焼津 安西 344
静岡県地域産業課 その他 Ｏ19 しずおか焼津 業務サポート部 379
静岡県よろず支援拠点 その他 Ｏ20 しずおか焼津 業務サポート部 380
静岡県立科学技術高等学校 その他 Ｏ21 しずおか焼津 本店営業部 373
静岡県公立大学法人静岡県立大学 その他 Ｏ22 しずおか焼津 業務サポート部 380
静岡市環境創造課 その他 Ｏ24 しずおか焼津 業務サポート部 380
ツインメッセ静岡・B-nest 静岡市産学交流センター その他 Ｏ25 しずおか焼津 小黒 380
静岡市清水産業・情報プラザ その他 Ｏ26 しずおか焼津 清水 381
静岡市清水商工会 その他 南28 しずおか焼津 興津 381
静岡市役所介護保険課 その他 南29 しずおか焼津 業務サポート部 381
静岡市役所産業振興課 その他 Ｏ27 しずおか焼津 業務サポート部 381
株式会社静岡新聞社・静岡放送株式会社 その他 Ｏ28 しずおか焼津 業務サポート部 381
株式会社静岡第一テレビ その他 Ｏ29 しずおか焼津 新川 382
国立大学法人静岡大学 その他 Ｏ30 しずおか焼津 業務サポート部 382
株式会社静岡パワープラス 食品 南30 しずおか焼津 押切 92
しずおか焼津信用金庫　ビジネスクラブ　若手経営者塾 その他 Ｏ31 しずおか焼津 業務サポート部 383
静岡矢崎サービス株式会社 小売業 Ｊ1 しずおか焼津 西脇 293
静岡 6 次産業化サポートセンター その他 Ｏ32 しずおか焼津 業務サポート部 383
株式会社シップス IT関連 Ｌ10 甲府 石和 344
有限会社ジドウシャ工房 小売業 Ｊ2 福岡ひびき 新門司 294
シフォンケーキのお店 kahon 静岡店 食品 南31 しずおか焼津 石田 92
株式会社事務機器センター 卸売・商社 Ｔ13 しずおか焼津 安西 321
承元寺工業株式会社 金属・機械 Ａ13 しずおか焼津 興津 21
昭源通商株式会社 卸売・商社 Ｋ5 しずおか焼津 大住 321
株式会社次郎長屋 小売業 南32 しずおか焼津 清水 294
シンセイ工業株式会社 金属・機械 Ａ14 しずおか焼津 押切 22
株式会社新丸正 食品 Ｆ10 しずおか焼津 まるせい営業部 93
株式会社末廣 食品 南33 しずおか焼津 御門台 94
株式会社スギエピプロ その他製造業 Ｇ11 しずおか焼津 御門台 130
株式会社杉村工務店 建設・建築・不動産 Ｉ12 しずおか焼津 藤枝 244
株式会社鈴木商店 卸売・商社 Ｋ6 蒲郡 八百富 322
鈴与商事株式会社エネルギーシステム営業部電力営業課 卸売・商社 Ｋ7 しずおか焼津 清水 323
鈴与商事株式会社情報通信営業部 卸売・商社 Ｋ8 しずおか焼津 清水 323
株式会社ストライク サービス業 Ｈ16 しずおか焼津 業務サポート部 179
スマートブルー株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ13 しずおか焼津 瀬名 245
スリーカウント株式会社 IT関連 Ｌ11 遠州 和田 345
社会福祉法人駿河会特別養護老人ホーム晃の園 医療・福祉 Ｍ2 しずおか焼津 新富 351
有限会社するが通商 その他 Ｏ33 しずおか焼津 藤枝 386
有限会社駿河突板店 木材・木製品・繊維 Ｂ3 しずおか焼津 新川 48
駿河湾水産振興協議会 その他 南34 しずおか焼津 業務サポート部 386
株式会社スワラクノス その他製造業 Ｇ12 諏訪 清水町 131
株式会社静光化学 その他製造業 Ｇ13 しずおか焼津 小鹿 131
靜高建設株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ14 しずおか焼津 小鹿 246
星光社印刷株式会社 紙・印刷 Ｃ5 しずおか焼津 小黒 60
整体院　一歩 サービス業 Ｈ17 しずおか焼津 石田 180
静和ケミカルサービス株式会社 サービス業 Ｈ18 しずおか焼津 丸子 180
株式会社セルリンク 紙・印刷 Ｃ6 しずおか焼津 羽鳥 60
一般社団法人全国相続協会相続支援センター静岡市葵区相談室 サービス業 Ｈ19 しずおか焼津 長谷 181
先生精機株式会社 金属・機械 Ａ15 しずおか焼津 興津 23
綜合警備保障株式会社静岡支社 サービス業 Ｈ20 しずおか焼津 本店営業部 155

 

タ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

大栄食品株式会社 食品 Ｆ11 岐阜 笠松 95
有限会社ダイエー製作所 金属・機械 Ａ16 甲府 加納岩 23
株式会社大桂商店 食品 南35 上田 丸子 96
株式会社大晃 食品 Ｆ12 しずおか焼津 静岡 96
有限会社大信 食品 南36 しずおか焼津 長田南 96
ダイトー水産株式会社 その他製造業 Ｇ14 しずおか焼津 田尻 133
株式会社ダイナテック　電気製品安全検査研究所 サービス業 Ｈ21 川口 飯塚 185
有限会社大鵬 小売業 南37 城南 蓮沼 296
田形青果株式会社 食品 Ｆ13 しずおか焼津 長田南 96
株式会社高山グリーンホテル サービス業 Ｈ22 高山 駅西 184
株式会社タケイ 紙・印刷 Ｃ7 平塚 営業統括部 61
株式会社竹内農産 食品 南38 上田 よだくぼ 97
株式会社たけまる 紙・印刷 Ｃ8 甲府 敷島 61
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タ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社田丸屋本店 食品 Ｆ14 しずおか焼津 追手町 97
有限会社多美咲 卸売・商社 Ｋ9 沼津 長泉町 324
中央印刷株式会社 紙・印刷 Ｃ9 諏訪 川岸 61
株式会社中央パッケージング 紙・印刷 Ｃ10 しずおか焼津 小鹿 61
株式会社中央防犯 サービス業 Ｈ23 しずおか焼津 志太 185
中小企業診断士玉置事務所 サービス業 Ｈ24 しずおか焼津 追手町 185
株式会社中部特機設備 建設・建築・不動産 Ｉ15 静清 大坪 251
司工業株式会社 金属・機械 Ａ17 島田掛川 吉田北 25
有限会社つかもと印刷 紙・印刷 Ｃ11 しずおか焼津 籠上 62
株式会社辻工務店 建設・建築・不動産 Ｉ16 しずおか焼津 前島 252
株式会社辻村 紙・印刷 Ｃ12 沼津 高島町 62
株式会社ディーエフエス その他製造業 Ｇ15 しずおか焼津 前島 135
株式会社ティーケーシステム IT関連 Ｌ12 しずおか焼津 押切 345
有限会社ティーパワー 紙・印刷 Ｃ13 しずおか焼津 石田 62
株式会社ディ・エッチ・エー・マリンフーズ 食品 南39 しずおか焼津 草薙 98
有限会社Ｔ．Ｎ．Ｍ．ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 木材・木製品・繊維 Ｔ14 しずおか焼津 東新田 49
手塚産業株式会社 金属・機械 Ａ18 しずおか焼津 長田南 26
有限会社手造り家具の金鱗 木材・木製品・繊維 Ｔ15 しずおか焼津 羽鳥 49
株式会社寺岡銈吉商店 その他製造業 南40 しずおか焼津 中央 136
TERACOM 株式会社 IT関連 Ｌ13 しずおか焼津 追手町 346
株式会社テルミック 金属・機械 Ａ19 岡崎 半城土 26
株式会社テレビ静岡 その他 Ｏ34 しずおか焼津 業務サポート部 389
東海機材株式会社 卸売・商社 Ｋ10 浜松いわた 野口 325
東京中小企業投資育成株式会社 その他 Ｏ35 しずおか焼津 業務サポート部 389
東洋テック株式会社 IT関連 Ｔ16 北伊勢上野 菰野 346
独立行政法人国際協力機構 (ＪＩＣＡ) 中部センター その他 Ｏ36 しずおか焼津 業務サポート部 377
トラベルオート／株式会社 TRAVEL　BOOK　STORE 小売業 Ｊ3 しずおか焼津 石田 298
トラヤテレビサービス株式会社 サービス業 Ｈ25 しずおか焼津 長谷 187
株式会社ドリームフィールド 食品 Ｆ15 蒲郡 曙 98
株式会社トリヤマ商会 卸売・商社 Ｋ11 しずおか焼津 静岡 326

 

ナ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

中源商店 食品 南41 しずおか焼津 焼津北 98
株式会社中根屋機工 卸売・商社 Ｋ12 しずおか焼津 静岡 327
ナガハシ印刷株式会社 紙・印刷 南42 しずおか焼津 駒形 63
長房工務店 建設・建築・不動産 Ｉ17 しずおか焼津 豊田 256
株式会社中村機工 卸売・商社 Ｋ13 しずおか焼津 八千代 327
株式会社ナチュラルスタイル 建設・建築・不動産 Ｉ18 しずおか焼津 長谷 256
有限会社西尾商店 食品 南43 しずおか焼津 興津 99
有限会社仁科商店 食品 南44 しずおか焼津 長田南 88
株式会社ニッケーコー 建設・建築・不動産 Ｉ19 しずおか焼津 東新田 257
株式会社ニッシン 金属・機械 Ａ20 しずおか焼津 石津 29
株式会社日本М＆Ａセンター サービス業 Ｈ26 しずおか焼津 業務サポート部 189
日本貿易振興機構 (JETRO) 静岡 その他 Ｏ37 しずおか焼津 業務サポート部 384
株式会社ニューエレキテル 電気・電子 Ｄ6 しずおか焼津 東新田 74
株式会社ヌベール 食品 Ｆ16 岐阜 本店営業部 99
株式会社野口製作所 金属・機械 Ａ21 しののめ 本店営業部 29
野﨑農園 小売業 南45 しずおか焼津 羽鳥西 299

 

ハ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社パイオニア印刷東海 紙・印刷 Ｃ14 しずおか焼津 まるせい営業部 64
株式会社ハイブリッド駿軽事業部 金属・機械 Ｔ17 沼津 三島 30
発電マン・ベリーズ株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ20 しずおか焼津 籠上 259
葉っピイ向島園株式会社 食品 Ｆ17 しずおか焼津 藤枝上 100
Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ  Ｓｏｕｒｉｒｅ 食品 南46 しずおか焼津 大住 101
ＨＡＮＡ イノベーション株式会社 その他 Ｏ38 蒲郡 牟呂 391
Ｐanasonic リフォーム club 池田建設株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ21 しずおか焼津 興津 260
株式会社はの字食品 食品 南47 しずおか焼津 田中 101
株式会社バハティ その他 Ｏ40 しずおか焼津 静岡南 391
有限会社浜名湖ファーム 食品 Ｆ18 蒲郡 湖西 101
株式会社濵村屋 卸売・商社 Ｋ14 しずおか焼津 竜南 328
有限会社羽山商店 食品 南48 しずおか焼津 まるせい営業部 102
有限会社美研堂 その他製造業 Ｇ16 しずおか焼津 吉原 139
株式会社一言 食品 南49 しずおか焼津 藤枝上 102
株式会社廣川組 建設・建築・不動産 Ｉ22 島田掛川 吉田北 261
株式会社ファウスト 金属・機械 Ａ22 しずおか焼津 道原 13
株式会社ファミールカンパニー その他 Ｏ41 しずおか焼津 本店営業部 392
株式会社フーズ・ユー静岡工場 食品 南50 しずおか焼津 吉田 93
株式会社フードアイ（惣菜の花城） 食品 南51 しずおか焼津 石田 103
Boulangerie Homi 小売業 南52 しずおか焼津 石田 302
株式会社フールミーソリューションズ 食品 南53 東京東 新小岩 103
副業アドバイザー　伊藤 その他 Ｏ42 しずおか焼津 古庄 374
株式会社藤一 その他製造業 南54 城南 大和 141
株式会社藤枝事務器商会 卸売・商社 Ｏ39 しずおか焼津 藤枝上 330
藤垣窯業株式会社 化学・窯業 Ｅ1 東濃 旭ケ丘 79
株式会社不二工芸製作所　不二バイオファーム 食品 Ｆ19 富士宮 本店 103
富士山静岡空港利用促進協議会 その他 Ｏ43 しずおか焼津 業務サポート部 392
富士山プロダクト（株式会社フォネット） その他 Ｏ44 甲府 西 393
富士高砂酒造株式会社 食品 南55 富士宮 北 103
藤田電気株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ23 しずおか焼津 静岡 263
株式会社富士テレネット その他 Ｏ45 しずおか焼津 業務サポート部 393
株式会社富士見物産 小売業 南57 しずおか焼津 押切 302
伏見縫製株式会社 その他製造業 Ｇ17 しずおか焼津 清水 141
合同会社富士みらいクリエイション サービス業 Ｈ27 しずおか焼津 富士 193
株式会社藤屋 卸売・商社 Ｋ15 しずおか焼津 安西 331
プチ・プラム 食品 南58 甲府 石和 104
株式会社フューチャーズクラフト その他製造業 Ｇ18 甲府 長坂 142
株式会社プラス・ファン IT関連 南59 しずおか焼津 大井川 347
株式会社フリーデン 食品 南60 平塚 営業統括部 104
株式会社 BULL Ventures 食品 南61 甲府 朝気 104
株式会社プロクック 食品 南62 しずおか焼津 大富 104
株式会社プロスパー 卸売・商社 Ｋ16 しずおか焼津 小黒 331
医療法人社団平成会介護老人保健施設マインド 医療・福祉 Ｍ3 しずおか焼津 藤枝駅 354
株式会社豊月堂 食品 南63 しずおか焼津 小鹿 104
株式会社ほうじゅ倶楽部 その他製造業 南64 甲府 笛吹 143
ホーミーコスメティクス株式会社 小売業 南56 富士宮 本店 303
有限会社ポスネット静岡 サービス業 Ｈ28 しずおか焼津 新富 195
合同会社ポライトテクノ その他製造業 Ｇ19 東濃 尾張旭 144
ポラリス株式会社 その他製造業 Ｇ20 島田掛川 五和 144
株式会社堀内製作所 小売業 Ｊ4 甲府 加納岩 304
株式会社 Bonds IT関連 Ｌ14 しずおか焼津 竜南 347

 

マ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

マー君のケーキ屋さん　Fee・de・Verte 飲食業 南65 しずおか焼津 御門台 363
マーズコンピュータ株式会社 IT関連 Ｌ15 しずおか焼津 吉原 347
株式会社マキ商会 サービス業 Ｈ29 埼玉縣 新座 197
松浦計量器株式会社 その他 Ｏ46 浜松いわた 都田 394
株式会社松岡カッター製作所 木材・木製品・繊維 Ｂ4 しずおか焼津 古庄 50
株式会社 M.A.C 建設・建築・不動産 Ｉ24 しずおか焼津 本店営業部 268
株式会社マツダ 金属・機械 Ａ23 しずおか焼津 富士 34
株式会社松田商店（真茶園） 食品 Ｆ20 しずおか焼津 藤枝上 105
株式会社松永畳店 建設・建築・不動産 Ｉ25 しずおか焼津 追手町 269
株式会社松永特殊溶接 金属・機械 Ａ24 しずおか焼津 焼津 34
松菱製紙株式会社 紙・印刷 Ｃ15 富士 厚原 66
真富士屋食品株式会社 食品 南66 しずおか焼津 駅南 105
マリントレーディングリミテッド有限会社 卸売・商社 Ｋ17 山梨 谷村 333
丸寛総建株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ26 しずおか焼津 瀬名 269
マルコ醸造株式会社 食品 南67 東濃 稲津 106
株式会社丸繁 サービス業 Ｈ30 富士宮 北 198
有限会社丸生食品 食品 南68 しずおか焼津 まるせい営業部 106
丸太石陶材株式会社 その他製造業 Ｇ21 東濃 笠原 145
有限会社まるととづか 食品 南69 しずおか焼津 榛原 107
株式会社マルヒコ松柏堂本店 食品 南70 しずおか焼津 小鹿 107
株式会社マルフク 卸売・商社 Ｋ18 しずおか焼津 大富 333
株式会社丸政 食品 南71 甲府 長坂 108
有限会社丸山精工 金属・機械 Ａ25 諏訪 川岸 35
丸和貿易株式会社 卸売・商社 Ｋ19 東濃 瑞鳳 334
有限会社三浦豆腐店 その他製造業 南72 しずおか焼津 藤枝上 145
ミエーレ・ジャパン株式会社 小売業 Ｊ5 城南 祖師谷 305
水谷商店 食品 南73 しずおか焼津 興津 108
株式会社ＭＩＣＳ サービス業 Ｈ31 富士 富士岡 198
株式会社向田工業所 金属・機械 Ａ26 しずおか焼津 藤枝水守 37
株式会社村松精肉店 食品 Ｆ21 しずおか焼津 駅南 109
めぐみ株式会社 食品 南74 甲府 加納岩 109
株式会社メンテックカンザイ サービス業 Ｈ32 しずおか焼津 静岡 200
株式会社モータープラザカワイ 小売業 Ｔ18 しずおか焼津 大富 305
MOSTLAB 株式会社 卸売・商社 Ｋ20 しののめ 前橋営業部 335
株式会社もちひこ 建設・建築・不動産 Ｉ27 しずおか焼津 興津 273
モビリティーパーク サービス業 Ｈ33 しずおか焼津 富士 200
紅葉コーポレーション株式会社 小売業 南75 蒲郡 湖西 306
株式会社森下商店 食品 南76 しずおか焼津 瀬名 110

 

ヤ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

焼津商工会議所 その他 南77 しずおか焼津 焼津西 396
焼津冷蔵株式会社 食品 南78 しずおか焼津 石津 111
ヤザキ工業株式会社 医療・福祉 Ｍ4 しずおか焼津 富士 354
ヤブタ塗料株式会社 その他製造業 Ｇ22 さがみ 地域元気創造部 147
山﨑合資会社 食品 南79 岡崎 幡豆 111
有限会社ヤマサ水産 食品 南80 蒲郡 湖西 112
株式会社ヤマ十増田商店 食品 南81 しずおか焼津 小川 112
株式会社山清片山 卸売・商社 Ｋ21 しずおか焼津 本店営業部 336
株式会社ヤマトアパレイユ 建設・建築・不動産 Ｉ28 しずおか焼津 高洲 275
山梨県 その他 Ｏ47 山梨 営業統括部 397
やまゆスイーツ 食品 南82 しずおか焼津 いかるみ 113
有限会社弥生製作所 金属・機械 Ａ27 沼津 大岡 39
合同会社ゆずすけ 食品 南83 飯田 地域サポート部 113
株式会社ユニフォームセンター 小売業 Ｊ6 しずおか焼津 藤枝上 307
株式会社依田工業所 その他製造業 Ｇ23 静清 東新田 148

 

ラ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

ライフデザイン響 サービス業 Ｈ34 しずおか焼津 追手町 203
酪農王国株式会社 食品 Ｆ22 三島 函南 113
良知樹園株式会社 建設・建築・不動産 Ｉ29 しずおか焼津 田尻 277
株式会社りす医療器 卸売・商社 Ｋ22 しずおか焼津 本店営業部 337
株式会社 Lisse 卸売・商社 Ｋ23 城南 蓮沼 337
株式会社リメックス 建設・建築・不動産 Ｉ30 しずおか焼津 駅南 278
菱和工業株式会社 金属・機械 Ａ28 城南 羽田 41
株式会社レウドパック その他製造業 Ｇ24 しずおか焼津 焼津 149
株式会社レスト 木材・木製品・繊維 Ｂ5 しずおか焼津 御門台 53
有限会社六曜舎コーナーポケット 食品 南84 甲府 藤井 113

 

ワ
事業所名 主業種 小間No. 信用金庫 部店名 ㌻

株式会社若翔 卸売・商社 南85 山梨 相模原中央 338
有限会社和食処松屋 飲食業 南86 蒲郡 豊川北 365
有限会社渡辺モータース（ハーレーダビッドソン静岡） 小売業 Ｔ19 しずおか焼津 石田 310
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