平成３１年３月１５日 現在
№

業種

企業名

所在地（勤務地と異なる場合があります）

1

秋本食品株式会社

漬物製造及び販売

漬物の製造及び仕入販売（メーカー＆総合商社）、カット野菜事業

2

アクアインテック株式会社

製造業

水処理プラント設計、施工、水処理装置の製造販売、管更生工事に関する資材の
静岡県掛川市伊達方1162-1
製造販売、上下水道･ガス･通信関連資機材の製造販売

3

アサヒサンクリーン 在宅介護センター磐田

介護

訪問入浴、訪問介護、通所介護、有料老人ホーム 等

4

朝日電装株式会社

製造業

二輪車、四輪車、舟艇、ＰＷＣ、船外機、ＡＴＶ、農機、建機、産機等に使用される各
静岡県浜松市浜北区染地台6-2-1
種スイッチ、ロック及び電装品の開発、設計、製造、販売

5

ASTI株式会社

製造業

車載電装品」「ホームエレクトロニクス」「通信・制御機器」等の製造・販売

浜松市南区米津町2804番地

6

アストム株式会社

製造業

電子機器設計および電子機器製造

磐田市駒場7060

7

株式会社渥美

総合設備業

空調換気設備工事、保守メンテナンス業務、給排水衛生設備工事、省エネ エコプロジェクト、消防防災設備工事、建築
工事（リノベーション）、土木工事(上下水道施設 畑地かんがい施設 一般土木)、各種提案 設計業務

静岡県袋井市豊住851

8

ALSOK静岡株式会社

警備業

商業施設・大規模工場の施設警備・受付業務、富士山静岡空港施設保安消防警
備、各種施設の総合管理

静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー 9F

9

石川建設株式会社

総合建設業

土木工事、建築工事、アスファルト舗装工事の設計及び施工請負

磐田市今之浦5丁目1番地の1

10 株式会社イデア

設計・エンジニア業務

自動車部品や家電製品、生産設備の設計～加工・組付などの請負開発業務、コン
磐田市富丘510-3
サルティング及び技術派遣業務

11 磐田化学工業株式会社

製造

有機酸などの原料販売、粉末食品・発酵製品の受託製造、クリーン技術による廃
棄物処理・エネルギー生産

静岡県磐田市中泉3069

12 磐田市役所

その他 官公庁

福祉、子育て、教育、環境などの市民サービス・行政事務等全般

磐田市国府台3-1

13 株式会社 内田建設

総合建設業

土木・建築・舗装等の施工及び設計・施工管理

静岡県袋井市久能2350番地の2

14 株式会社エス・ティー・シー

小売業

ＫＤＤＩの一次代理店として静岡県内に26店舗のauショップと2店舗のUQスポットを
展開

静岡県静岡市駿河区寿町13-18

15 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社

ITサービス業

ソフトウェアの設計・開発（公共・通信・製造等）、ＩＴインフラ構築、システムコンサル
静岡県浜松市中区板山町111-2浜松アクトタワー
ティング

16 エンケイ株式会社

製造業（輸送用機器）

四輪・二輪自動車メーカー向けホイール、自社ブランドアルミホイール、アルミ部品
静岡県浜松市中区板屋町111-2
の設計・開発・製造・販売

17 株式会社遠州イエローハット

小売業

自動車用品販売・取り付け及び自動車整備

袋井市川井865-5

18 遠州中央農業協同組合

サービス業

金融事業、共済事業、営農事業、経済事業、開発事業、旅行事業、加工事業、利
用事業

磐田市見付3599-1

19 遠州トラック株式会社

運輸倉庫業

一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、不動産売買・仲介および
袋井市木原627-3
賃貸業、引越業、自動車整備事業他

20 株式会社 遠州日石

卸し・販売業

石油製品の総合商社・カーリース・レンタカー・車両販売・自動車整備事業（車検の
浜松市中区常磐町２－２
窓口）

21 株式会社遠鉄自動車学校

自動車運転教習業

自動車運転教習所の経営

浜松市東区小池町1552

22 遠鉄タクシー株式会社

タクシー業

移動手段に困っている方の足となり、地域住民の皆様が安心してご利用できる公
共交通機関

浜松市中区上島1-11-15

23 遠鉄の介護サービス ラクラス

介護・福祉

デイサービス・ショートステイ・介護付き有料老人ホームでの食事・排泄・入浴など
の介助、利用者のレクリエーションや作品作り等の企画・実施

浜松市中区上島3丁目37-19

24 株式会社大場上下水道設計

建設コンサルタント

官公庁(国・県・市町村)より発注される上下水道の経営計画、水道料金適正化シ
ミュレーション、設計等

浜松市中区早出町1134

25 株式会社オキソ

製造業

金属製品の表面改質処理（疲労強度の向上、摩擦抵抗の軽減等）

磐田市下岡田110-1

26 株式会社カワイ

小売業

住宅資材の販売・不動産

静岡県磐田市合代島1212

27 カワサキ機工株式会社

機械

製茶機械･茶園管理機・食品機械等の開発製造販売メンテナンス

掛川市伊達方滑川810-1

小売業・飲食業

オートバックスＦＣ事業、飲食店（とんかつ勝富・まいどおおきに食堂他）

焼津市大覚寺三丁目15番地の10

28

株式会社キノシタ
（オートバックス磐田店・袋井インター店）

神奈川県綾瀬市早川2696-11

静岡県磐田市鳥之瀬228-2

平成３１年３月１５日 現在
№

業種

企業名

所在地（勤務地と異なる場合があります）

29 株式会社協栄製作所

輸送用機器製造業

二輪・四輪足回り部品の製品開発・設備設計・製造、鉄道保全用品の開発・設計・
浜松市南区金折町1417-10
製造、四輪自転車開発・製造

30 株式会社共立電機製作所

精密部品製造業

旋盤、フライス、NC, MCによる精密機械部品、幅広い金属製品の機械加工、放電
加工

31 グラウンド・ワークス株式会社

地盤調査・改良工事・住環境・不 地質調査業、地盤改良設計・施工及び管理、断熱材事業、シロアリ対策、不動産
動産
事業

袋井市川井873-4

32 株式会社クリアテック

製造業

鍛造金型の設計・開発・製造、鍛造部品の製造

静岡県磐田市竜洋中島1512

33 株式会社クレオ 静岡プロモーションセンター

広告代理業のプロモーション部
門

全国の量販店及びコンビ二、ドラックストアの販売促進資材の制作

静岡県磐田市敷地1542

34 株式会社コーシンサービス

サービス業

産業廃棄物中間処理・リサイクル、環境計量事業（分析・測定）

磐田市笠梅１２２０－１８

35 株式会社コーリツ

製造業

自動車部品製造（4輪トランスミッション部品、2輪エンジン部品、等速ジョイント部品
静岡県磐田市高見丘1221
などを、一貫加工生産により製造）

36 小林機工株式会社 磐田工場

製造業

自動車、二輪車、アルミ製缶、電子部品等の金型部品製造

37 小松工業株式会社

輸送用機械器具製造業

冷間鍛造から各種部品の一貫加工・自動車(二輪･四輪･ATV）､工作(建設)機械部
磐田市豊岡6115-5
品製造・電動ｱｼｽﾄ自転車､鉄道関係､船外機、その他部品製造

38 株式会社五味八珍

フードサービス

中華ファミリーレストランのチェーン展開、自社工場での食品製造、食材販売（卸売
静岡県浜松市東区小池町2424-3
り、ネット）

39 サーラガス磐田株式会社

ガス器具販売・リフォーム業

小規模リフォームから空間リノベーションまで、大工工事業・管工事業・内装仕上工
磐田市今之浦4-6-1
事業

40 坂井モーター株式会社

サービス業(自動車)

自動車整備・車検(車検のコバック6店舗)、車両販売、大型車両整備、鈑金塗装、
保険代理店

浜松市東区上西町1309-2

41 株式会社サカエ

機械工具卸売業

機械部品販売、生産設備販売、生産設備のソリューション提案

浜松市中区野口町336

42 三恵株式会社

輸送用機械器具製造業（自動車
自動車プラスチック部品の成形から塗装・めっき・組立
プラスチック部品製造）

磐田市西平松2261

43 三和電子サーキット株式会社東海工場

電子部品・デバイス・電子回路・
情報通信機器製造業

プリント配線板の製造・設計・販売

磐田市海老塚793-1

44 株式会社サンワＮＥＴＳ

総合物流業

一般貨物輸送業、倉庫業、納入代行業、流通加工業、宅地建物取引業、人材派遣
静岡県袋井市堀越350-1
業、化粧品製造業

45 自衛隊静岡地方協力本部袋井地域事務所

陸・海・空自衛官

陸・海・空自衛隊それぞれの任務全般

静岡県袋井市永楽町143 朝日生命ビル3F

46 株式会社ジェイテック

その他の専門サービス業

自動車・精密機器・家電製品などのハード設計、及びソフト開発事業

静岡県浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー10階

47 静岡県警察

警察官・警察行政職員

個人の生命・身体・財産の保護、犯罪の予防・捜査、被疑者の逮捕、交通の指導・
静岡県静岡市葵区追手町9-6 静岡県警察本部
取締り、その他公共の安全と秩序の維持をするための任務に従事

48 静岡製機株式会社

製造業

農産物関連機器、業務用熱機器、環境配慮機器の企画・開発・製造・販売 等

49 静岡トヨタ自動車株式会社

自動車販売

新車販売（TOYOTA、LEXUS）、U-car販売・買取、車両整備全般、損害・生命保険
静岡県静岡市駿河区国吉田２丁目３－１
取扱 等

50 静岡森紙業株式会社浜松事業所

製造業

段ボール製造及び販売

磐田市飛平松２０３番地

51 芝原工業株式会社

製造業／機械／板金加工

板金製品の製作（加工および組立）

磐田市匂坂中1600-30

52 シブヤ精機株式会社

一般機械器具製造業

選果機をはじめとしたFAシステムの開発設計から製造、アフターサービス

浜松市東区篠ヶ瀬町630

53 ショーダテクトロン株式会社

製造業

プリント基板加工装置、ガラス加工装置の製造・販売・修理

静岡県浜松市西区桜台5-1-1

54 株式会社 新川製作所

製造業

自動車関連 精密金属加工

磐田市松本165

55 株式会社スカイ

製造業

木造軸組住宅の構造体設計及びプレカット加工、木材製材品の販売、住宅建設に
磐田市上野部2740-5
関する一般施工

56 株式会社スズキ自販浜松

小売業、卸売業

スズキ四輪自動車の販売・中古車の販売

袋井市深見1500

静岡県磐田市匂坂中1600の27

静岡県袋井市山名町４－１

静岡県浜松市西区篠原町21339
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57 須田産業株式会社

製造業

プラスチックフィルム包装資材の製造販売

浜松市中区上島3-7-1

58 社会福祉法人聖隷福祉事業団

医療・保健・福祉・介護

医療（病院等）、保健（健康診断等）、福祉（介護老人福祉施設・障がい者支援施設
浜松市中区元城町218-26聖隷ビル
等）、介護サービス（通所・訪問事業等）

59 ゼンウェルオーダード株式会社

製造業

パーツフィーダー（部品整列供給装置）の設計・製造・販売

静岡県磐田市高見丘1218

60 ソフトプレン工業株式会社

製造業

発泡プラスチックの加工

浜松市西区馬郡町3762-22

61 第一工業株式会社

製造業

「自動車部品」「ネジ類」「学校用家具」の製造・販売

浜松市東区大島町955-9

62 第一商事株式会社

石油製品小売業

サービスステーション、中古車販売・買取、レンタカー、車検、損害保険、ＬＰガス・
ガス器具、重油・ボイラー、リフォーム、コインランドリー、不動産賃貸

磐田市鳥之瀬76-1

63 大恵株式会社

金属加工業

自動車プラスチック部品成形の金型製造

磐田市西平松2261

64 大興産業株式会社

物品賃貸業（建設機械・仮設足
場）

建設機械・仮設足場等のレンタル、販売、整備、イベント企画・設営、土木工事施工 静岡県浜松市東区安間町264-1

65 高雄工業株式会社静岡工場

輸送用機械器具製造業

自動車部品及び精密機械部品の製造

袋井市山科2315番地1

66 高砂フードプロダクツ株式会社

製造業

食品添加物（香料）・食品素材の製造

静岡県袋井市湊4207番地の2

67 掛川市・袋井市企業団立 中東遠総合医療センター

医療業

病院運営

掛川市菖蒲ヶ池１番地の１

68 中部ホリー販売磐田支店

建築関連業

建築用仮設足場を中心とした総合仮設サービス業

磐田市今之浦2-6-11 ビジネスプラザ今之浦C号室

69 天龍製鋸株式会社

製造業

鉄鋼・非鉄金属・木質系用超硬チップソー、ダイヤモンドソー及びダイヤモンドチッ
プソー、丸ナイフ、帯鋸等の各種機械鋸・刃物類の製造・販売

静岡県袋井市浅羽3711

70 東京コンピューターサービス株式会社浜松支店

情報通信業（情報サービス業）

システムインテグレーションサービス、システムコンサルティング、その他コンピュー
浜松市中区板屋町111-2 浜松アクトタワー
タ関連事業

71 医療法人社団藤友五幸会

医療・福祉

静岡県西部地域を中心とした医療・福祉サービスの提供（介護老人保健施設おおふじ
静岡県磐田市大久保508-3
五幸ホーム・五洋の里、グループホーム和らぎの家、デイサービスアルクおおふじ）

72 社会福祉法人遠江厚生園

社会福祉事業

介護老人福祉施設・短期入所・訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業所

磐田市大久保522-1

73 DOWAメタニクス株式会社

電子部品向け金属合金材料等
の製造・販売

銅やニッケルの合金材料及び加工部品等の製造

磐田市新貝2630

74 DOWAメタル株式会社

非鉄金属製造業

銅や黄銅、銅合金の条製品（コイル材）の製造

静岡県磐田市松ノ木島767

75 株式会社トダックス

管工事業、建設営繕業、不動産
管工事業、建設営繕業、不動産業
業

掛川市細谷427

76 トッパン・フォームズ東海株式会社

製造業（印刷）

伝票類、ＩＣカード、ＩＣタグ等の製造

静岡県浜松市東区龍光町２－１０１

78 株式会社西山技研

輸送用機器製造

二輪・四輪自動車の開発部品・試作部品製造

袋井市川井1360-4

79 株式会社ニッパ

自動車部品製造業

自動車用ラジエータキャップ、精密小物プレス部品、樹脂成形部品、各種金型、治
静岡県磐田市川袋1550
具の設計製作

80 日豊資材株式会社

建設業

街並空間や住まいの環境調査、企画、設計、施工（一般住宅、住宅団地、集合住宅、店舗、介護施設、公園、
遊歩道、美術館等のエクステリア）,住まいのリノベーション・リフォームの企画提案から施工まで

81 日本原子力防護システム株式会社

警備業

原子力関係施設及び電力関連施設等の防護システム機器の研究・開発・設計・施
東京都港区虎ノ門2-10-1虎ノ門ツインビルディング東棟15階
工・貸付・保守、防護要員による人的警備ほか

82 株式会社日本設計工業

エンジニアリング及び産業用ロ
ボット製造業

自動車・医療医薬･液晶分野を中心に、最新のヒト型ロボットを用いた生産ライン、
静岡県浜松市北区大原町500
搬送装置、自動化装置のシステム販売

83 ネオファーマジャパン株式会社

医薬品製造業

5-ALA製造事業 / 新薬開発事業、医薬原薬・中間体の製造事業、肥料、飼料事業 袋井市久能3056

84 浜松磐田信用金庫

金融業

預金、貸出、有価証券投資、内国為替、外国為替、代理業務 等

77 中村建設株式会社（都合により不参加）

浜松市中区元目町120-2

浜松市中区元城町１１４－８（磐田市中泉一丁目2番地１）

平成３１年３月１５日 現在
№

業種

企業名

所在地（勤務地と異なる場合があります）

85 浜松魚類株式会社

卸売業

水産物等食品の安定供給

静岡県浜松市南区新貝町239-1

86 浜松光電株式会社

製造業

磁気センサ、圧力センサ及び各種センシングユニットの開発、設計、製造、販売、
浜松ホトニクスグループとしての光センサ製造

静岡県磐田市宮本249-9

87 浜松電子プレス株式会社

金属製品製造業

浜松ホトニクス製 光電子増倍管用プレス電極及びプレス金型の設計製作

静岡県磐田市向笠竹之内1359－11

88 浜松日産自動車株式会社

専門商社（自動車）

日産車・ルノー車・中古車の販売、自動車整備全般・用品販売、損害保険の代理
店業務 他

浜松市東区和田町597

89 株式会社浜松ハイテック工業

金型製造業

樹脂製品用金型の設計、製作、部品加工、金型のオーバーホール等

静岡県浜松市東区常光町372番地

90 株式会社ビッグ富士

小売業

総合食料品小売業、毎日営業のお店「エブリィビッグデー」を静岡県内に２１店舗展
磐田市宮之一色988-3
開中

91 平野建設株式会社

建設業

建築工事、土木工事、道路築造、不動産

静岡県磐田市国府台63番地の2

92 フクデ化学工業株式会社

製造業（化学）

化成品（主に液体）の受託蒸留精製加工

磐田市塩新田582番地18

93 袋井市役所

官公庁

袋井市における行政全般

袋井市新屋一丁目１番地の１

94 ブリヂストンエラステック株式会社

製造業

自動車用並びに一般産業用防振製品・金型の製造

静岡県掛川市千浜4560番地

95 株式会社松下工業

輸送機器製造

鋳造用中子（なかご）の製造、中子用の設備販売,中子用ロボット制作販売、キャラ
磐田市竜洋稗原６５３－１
クターグッズの販売

96 丸尾興商株式会社

専門商社

管工機材、機械工具、住宅設備の専門商社

袋井市川井981

97 株式会社マルニシ鋼機

専門商社

鉄・ステンレス・その他金属の加工、販売機械販売修理

磐田市上岡田430-1

98 丸明建設株式会社

建設業

建設工事/土木工事/設計業務/不動産事業/医療モール開発事業

静岡県袋井市高尾町6-21

99 株式会社 望月プレス工業所

自動車用・輸送用機器製造業

順送金型設計・製造、プレス周辺機器の設計・製造、自動車用電装部品・計器部品
袋井市広岡1359
製造

100 株式会社矢田

サービス業

静岡県西部で7店舗、女性専用30分の健康体操教室カーブスを運営中

掛川市谷の口町69-5

101 山崎電機産業株式会社

電気機械器具卸売業

ＦＡ機器、油空圧機器、電子デバイス、非鉄金属材料の販売、産業用機械の電子
制御装置の設計・製作

浜松市東区流通元町13-2

102 やまと興業株式会社

輸送用機器部品製造、光技術応 二輪・四輪車用パイプ加工・コントロールケーブル製造、ＬＥＤ商品開発・製造販
用製品の開発・製造・販売
売、センサー部品製造、超硬ドリル製造・粉末茶製造販売

浜松市浜北区横渚1136

103 ヤマハ発動機株式会社

輸送用機械器具製造販売

モーターサイクル、電動アシスト自転車、マリン製品等の製造販売

静岡県磐田市新貝2500

日本国内のヤマハ発動機グループの人事・経理・総務に関する業務の受託、労働者派遣事業、リー
ス・レンタル業、通信機器の販売、石油製品類の販売、建設業、不動産業、保険代理店業 など

磐田市西貝塚3377

104

ヤマハモーターサポート＆サービス株式会社（ヤマハ発
その他サービス業
動機ビズパートナー㈱）

105 ユニー株式会社（株式会社ドン・キホーテ）

ディスカウントストア、ＧＭＳ、ＳＭ 家電用品、日用雑貨、食品、ファッション用品等を取り扱うディスカウントストアを中
静岡県静岡市駿河区森下町4番30号 メンテックビル4階 （山静事務所）
など
心に小売業を展開

106 米久おいしい鶏株式会社 静岡事業所

食品製造業

鶏肉の処理及び加工、直営農場による飼育管理

107 理研産業株式会社

小売業

補聴器及び関連商品の販売、補聴器の製造及び修理、医用検査機器の販売及び
名古屋市中区大須四丁目10番20号
修理

108 株式会社竜洋

金属板金加工業

金属製品全般の設計・製造・販売

静岡県磐田市南平松10-1

109 株式会社レンタルシステム東海

物品賃貸業

建設・土木機械のレンタル

静岡県浜松市東区貴平町７４

110 株式会社ロック・フィールド

製造業

そうざいの製造および販売

兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町15-2

磐田市笠梅462番地1

