
企業名 本社又は人事権を持つ部署の住所 企業の業種 ホームページアドレス

1 インターソシオシステム株式会社 茨城県ひたちなか市春日町8-4 IT・情報通信業 http://www.socio.co.jp

2 株式会社エムティーアンドエス 茨城県日立市大みか町2-14-5 MTビル３F IT・情報通信業 http://www.mtands.co.jp

3 株式会社サイバーテック 茨城県日立市平和町１－１５－１ IT・情報通信業 http://www.cybtech.co.jp

4 株式会社サイプレス･ソリューションズ 東京都中央区日本橋本町4-8-14東京建物第3室町ビル IT・情報通信業 http://www.cypress-sol.co.jp/

5 システム・プロダクト株式会社 茨城県ひたちなか市田彦1652-5 IT・情報通信業 http://www.e-spc.co.jp/

6 泰榮エンジニアリング株式会社 茨城県日立市助川町1-13-23　カクタス日立ビル４階 IT・情報通信業 http://www.taiei-eng.co.jp/

7 東京コンピュータサービス株式会社 東京都中央区日本橋本町4-8-14　東京建物第3室町ビル IT・情報通信業 http://www.tcs-ipnet.co.jp/

8 日本システム・エイト株式会社 茨城県水戸市けやき台三丁目３番地 IT・情報通信業 http://www.nse-inc.co.jp

9 株式会社ＮＥＳＩ 茨城県ひたちなか市新光町38　ひたちなかテクノセンタービル3階 IT・情報通信業 http://www.nesi.co.jp/

10 株式会社マイクロネット 茨城県神栖市堀割3-8-11 IT・情報通信業 http://www.mnc.co.jp/

11 社会福祉法人　上の原学園 茨城県桜川市上野原地新田１５９－１ 医療・介護・福祉 http://www.u-gaku.or.jp/

12 コンテック株式会社 茨城県日立市多賀町２－１０－７ 医療・介護・福祉 http://www.magokoronoie.com/

13 社会福祉法人　山水苑 日立市下深荻町1770 医療・介護・福祉 http://sansuien-care.com

14 社会福祉法人　尚生会 茨城県笠間市笠間1635-2 医療・介護・福祉 www.shoseikai.com

15 医療法人　博仁会　志村大宮病院 常陸大宮市上町313 医療・介護・福祉 http://www.hakujinkai.com/

16 社会福祉法人　武仁会 茨城県小美玉市下吉影2437-109 医療・介護・福祉 http://www.hyakurisunhouse.com

17 プライムケア関東株式会社 茨城県水戸市吉沢町358-1 医療・介護・福祉 http://pc-kanto.co.jp

18 医療法人社団みなみつくば会 茨城県つくば市谷田部６１０７－１ 医療・介護・福祉 http://www.imagawa-gp.jp/

19 社会福祉法人　樅山会 茨城県鉾田市樅山500-1 医療・介護・福祉 http://www.momiyama-kai.org/

20 医療法人渡辺会 茨城県東茨城郡大洗町大貫町915 医療・介護・福祉 http://www.watanabekai.net/

21 茨城交通株式会社 茨城県水戸市袴塚３丁目５番３６号 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.ibako.co.jp/

22 茨城水産株式会社 茨城県水戸市青柳町4566 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.ibarakisuisan.co.jp/

23 茨城三菱自動車販売株式会社 茨城県水戸市千波町海道付1982 卸売・小売・運輸等流通業

24 カンプロ株式会社 茨城県水戸市吉沢町567 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.kanpro-gas.co.jp/

25 株式会社サンユーストアー 茨城県北茨城市磯原町磯原１丁目１２７番 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.sanyu-store.jp

26 常洋水産株式会社 茨城県水戸市青柳町４５６６ 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.joyosuisan.com

27 株式会社全農ライフ茨城 茨城県東茨城郡茨城町下土師字高山１９５０－１ 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.zli.jp/

28 株式会社千葉薬品 千葉県千葉市中央区問屋町1-35ポートサイドタワー28階 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.yacs.jp/

29 東鉱商事株式会社 茨城県日立市幸町１－３－８ 卸売・小売・運輸等流通業 http://tokoshouji.com

30 トヨタカローラ新茨城株式会社 茨城県水戸市水府町1522-1 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.corolla-si.com

31 中山商事株式会社 茨城県日立市相賀町17-9 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.nakayama-co.jp

32 日立電鉄交通サービス株式会社 茨城県日立市千石町2-14-10 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.hitachi-dentetsu.co.jp/
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33 株式会社フクダ 茨城県ひたちなか市高場１８１１－５ 卸売・小売・運輸等流通業 http://fukuda-web.jp/

34 株式会社ホンダカーズ茨城 茨城県水戸市青柳町3162-4 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.hondacars-ibaraki.co.jp/

35 株式会社茂木商会 茨城県水戸市東野町西割304-6 卸売・小売・運輸等流通業 http://www.msk.vc

36 株式会社あけぼの印刷社 茨城県水戸市白梅1-2-11 企業向けサービス業 http://www.akebono-print.co.jp/

37 茨城県信用組合 茨城県水戸市大町2-3-12 企業向けサービス業 http://www.kenshinbank.co.jp/

38 株式会社ケーシーエスエンジニアリング 茨城県水戸市桜川2-5-7 企業向けサービス業 http://www.kcsecorp.jp/

39 株式会社常南 茨城県石岡市国府７－８－５ 企業向けサービス業 http://www.kobelconet.com/jonan/

40 株式会社トスネット茨城 水戸市酒門町３２９８－３ 企業向けサービス業 http://www.tosnet.co.jp

41 飯村機電工業株式会社 茨城県日立市若葉町２－６－６ 建設・不動産業 http://www.iimurakiden.co.jp/

42 株式会社岡部工務店 茨城県日立市多賀町２－１０－７ 建設・不動産業 http://www.okabekoumuten.com/

43 株式会社小倉工務店 茨城県結城市若宮１－１４ 建設・不動産業 http://ogr.cc/

44 三秀建設工業株式会社 茨城県日立市日高町１丁目１９番３号 建設・不動産業 http://www.san-syu.com/

45 常総開発工業株式会社 茨城県神栖市賀２１０８－８ 建設・不動産業 http://www.josokk.co.jp/

46 株式会社スマイル本田 茨城県土浦市中村南４丁目１１－１２ 建設・不動産業 http://www.smilehonda.co.jp/

47 株式会社高正建設 茨城県鹿嶋市平井１１８６－１ 建設・不動産業 http://takamasakk.co.jp

48 アイパル株式会社 茨城県北茨城市華川町車1099 消費者向けサービス業 http://www.ipal.co.jp

49 有限会社エイトプランニングオフィス 茨城県日立市大久保町３－１１－１ 消費者向けサービス業 http://www.eightstudio.com/

50 新安全警備保障株式会社 水戸市吉沢町３５７－１ 消費者向けサービス業 http://www.shinanzenkeibi.com/main.html

51 としまや月浜の湯　　　株式会社としまや 茨城県北茨城市磯原町磯原200-3 消費者向けサービス業 http://www.tukihama.co.jp/

52 株式会社トヨタレンタリース茨城 茨城県小美玉市西郷地1563-30 消費者向けサービス業 http://toyota.r-ibaraki.co.jp/

53 株式会社ユーゴー 茨城県小美玉市中延1788 消費者向けサービス業 http://www.u-go.jp/

54 ロイヤル開発株式会社 茨城県常陸太田市増井町1695 消費者向けサービス業 http://www.ibarakiroyalcc.com/

55 茨城グリコ株式会社 茨城県常陸大宮市工業団地653 製造業 https://www.glico.com/jp/company/recruit/subsidiary/ibarakiglico/

56 金砂郷食品株式会社 茨城県常陸太田市高柿町1183-1 製造業 http://sitogi.jp

57 株式会社正栄デリシィ　筑西本社工場 茨城県筑西市野殿1555 製造業 http://www.shoeidelicy.co.jp

58 株式会社武井工業所 茨城県石岡市若松１－３－２６ 製造業 http://www.takei21.co.jp

59 筑波乳業株式会社 茨城県石岡市泉町6番1号 製造業 http://www.tsukuba-milk.co.jp/

60 日本放射線エンジニアリング株式会社 茨城県日立市桜川町１－５－２０ 製造業 http://www.jrec.cc/

61 美野里デリカ株式会社 茨城県小美玉市納場617-1 製造業 http://minoridelica.co.jp/

62 横関油脂工業株式会社 茨城県北茨城市中郷町日棚６４４－４９ 製造業 http://yokozeki-yushi.jp/

63 吉田精工株式会社 茨城県行方市八木蒔660 製造業 http://yoshidaseiko.co.jp

2/2


