
●社協法人会員名　（５０音順）

アサヒビール(株)茨城工場 (株)ここみ

(株)ジョイフル本田　守谷店 (有)小林造園

(株)前川製作所　守谷工場 (有)坂設備工業所

(株)佐瀬トータルケアセンター

茨城県信用組合 守谷支店
(株)常陽銀行　守谷支店 (株)シイナクリーン

(有)ぬくとばっこ (医)歯英会

(株)あじかん 守谷工場
(株)常総テクノ

共同印刷(株)守谷工場 (有)新大利根産業

(株)坂巻兄弟建設 新ナジコ興産(株)守谷事業所

松丸工業(株) (有)須賀緑化土木

(株)メディカルサービス (株)鈴裕化学
正和産業(株)

(株)アイ・エス セインジャパン(株)
(有)浅井設備工業 (株)総合保険・富士
アサヒ飲料販売(株) (株)染谷工務店　守谷営業所
旭コンクリート工業(株)茨城工場 太陽電機サービス(株)
鮎川典礼 (株)髙橋合金
(有)イイジマ電気 高橋不動産サービス(有)
(有)一穂 (株)舘野設備工業
茨城ダイハツ販売(株) (福)筑桜会　さくら荘
茨城トヨタ自動車(株)守谷店
(有)入江 (有)デジタルプラン
(福)英伸会　　七福神
(有)エステート坂 (有)寺田工業
(株)笑美寿 東部瓦斯(株)
海老原オート (有)直井ふとん店
オオシン(株) 長塚エンタープライズ
大山設備(株)
(株)大和田
大和田医院 (株)白興
(有)大和田鉄工 (株)八甲商会
岡田動物病院 (有)陽だまり
小川交通(有) フジノヤ(株)
荻野工業(株) (医)古谷あいし会
(有)カミス総合防災茨城西南営業所 (株)文道電気
関東レジン興業(株) (有)ブンドー工業
(医)慶友会 平成セレモニーホール
(株)小泉東関東　守谷営業所 (福)峰林会
(有)高栄 (株)マエバラ
合金サービス みずき野歯科医院
(株)広翔会 (有)水野テクノリサーチ
(医)光仁会 宮代技建(株)
弘和電気工業(株) メークス

　社協法人会員として、市内各法人事業所（４６１社）の皆様にご加入いただき、深
く感謝申し上げるとともに,ここにご報告させていただきます。なお、会費の使途に
つきましては、ボランティアの推進、各種相談事業のほか、地域福祉事業に活用させ
ていただいております。今後も身近な福祉事業に取り組んでまいりますので、法人会
員の皆様の変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

平成３０年度　社協法人会員加入報告

(医)三星会茨城リハビリテーション病院

(医)至心会 よしみ内科・胃腸科医院

(株)ジョイフルアスレティッククラブ守谷

伊藤ハム米久ホールディングス㈱中央研究所

(株)筑波銀行　守谷支店・守谷南支店

(株)デュープレックス・ギャザリング

(株)日本計器製作所つくばテクノロジーセンター
日本通運(株)守谷ロジスティクスセンター事業所



(有)メヤマ (有)ケーユー・コーポレーション
モーリス防災販売(株)守谷営業所 (医)弘明会
守谷市管工事業協同組合 五行商事(株)
守谷市建設業協同組合 (株)小高鉄工所
守谷市商工会 (株)コトブキ
(公社）守谷市シルバー人材センター (株)小林石材工業　守谷営業所
守谷自動車学校(株) (株)小森材木店
(有)守谷製作所 紺野事務所
(有)守谷造園 (株)サイテック
(有)森山商事 (株)サイトウ
(有)守谷薬局 (有)斉藤設備工業
八潮化学(株) 佐藤タイル工業(有)
(株)屋根屋 (有)サン工業
(有)山建工業 (有)三美園小林
(有)山十産業 (有)サンモリヤ
(株)山富造園 (株)シェルパ

(有)シノヤ・システム
(株)ＩＳＩライフ・クリエイト　守谷中央薬局 (株)紫峰　けやき台調剤薬局
(株) ＪＯＩＮＵＳ 下村アルミ
(株)ＴＭＥ (株)下村交商
(株)アイアン 下村和裁技術者養成所
(株)アイグランあい保育園百合ヶ丘 自由民主党　守谷支部
(株)アヴァンツァーレ シュトラール　美容室
(株)アキタ製作所 (株)商元
(有)淺川コンクリート工業 （協組）常総匠の会
(株)アズマロジスティクス 庄屋土地(有)
(有)飯嶋 (株)スカイ守谷調剤薬局
(有)イースト 積和建設東関東(株)
(有)飯田工業 (有)雪園
飯沼工務店 セブンイレブン守谷立沢店
石田電子(株) (有)セントラルシステム
一誠商事(株)守谷支店 (医)宗庵
いとう眼科 (有)染谷ガーデン
茨城トヨペット(株)守谷松並店 (有)染谷家具店　守谷店
ウェディングヒルズ　アジュール そめやパック(有)
(株)ウェルビー ダイゴ興業(株)
(株)ウォーターエージェンシー (有)ダイトーファステム
(有)梅木商会 (有)ダイトク
(株)エイワパック 大徳運輸(有)
(有)エム・アールトリード (株)大豊産業
(有)大久保建材店 高木工業所(有)
(株)大塚製作所 守谷工場 (株)たかはし
(有)お菓子の店　メープル 高橋運輸(有)
(有)小野陶業 (有)高宮タイル興業
(有)オフィスアシスト (有)滝本工業
(有)オンザロード (株)タクマテクノス常総事務所
(有)海鮮割烹お好み焼 ひさご亭 (有)タクミホーム
(株)海宝守谷インターナショナルスイミングスクール (株)拓和新技術開発センター
(株)菓子工房あおい 田子金属(株)守谷営業所
(有)柏屋 (有)たなかや
桂不動産(株)守谷支店 (株)中央タウンアスリード
かねこ整形外科クリニック (株)筑波銀行　守谷けやき台支店
(株)壁工房 筑波補償鑑定(株)
(有)軽辺鉄工 つばさ薬局
川口土地(株) (有)テイエムアールツー
(有)河島ギヤー製作所 (有)寺田屋本店
関鉄県南タクシー(株) 東海漬物(株)守谷工場
(株)北島産業電機 (医)同泰会
(有)北守谷商事 東部液化石油(株)
(有)吉右エ門
(有)共栄産業 東明作業(株)守谷営業所
(株)共信 虎屋食品(有)
(株)輝龍フーヅ (有)永井商会
(株)クック・オペレーション焼肉屋さかい守谷店 (有)中村建設
栗原工業(株) (有)ナカヤマ・コーポレーション
(株)景都 (株)西巻製作所

東部ガスリビングサービス(株)守谷事業所



(株)ニチコム ドコモショップ守谷 (有)アイピー安井
(有)根本工務店 (株)アプラム
(有)野口左官工業 (有)飯田薬局 守谷店
(有)長谷川土建 イガラシ綜業(株)守谷営業所
原田公認会計士　税理士事務所 (有)泉屋食品
(株)坂東太郎　ひな野守谷店 いばらきコープ生活協同組合
(有)ビイーン エイ・ティ・ロムジャパン(株)
(株)日田建設工業 (有)エヌ・エヌ・シー
常陸建設工業(株) (株)エミフク　
(有)ヒラチ樹脂 (有)オカミ
(有)ファミーユコーポレーション 柏市村(有)
(有)藤井商店 門口司法書士事務所
フジノエステート(株) (有)神野縫製
富士ビジネスサービス(株) (有)きぬ住販
(有)船津自動車販売 (有)クーロンヌ・ジャポン
(株)フレッシュロジスティック取手センター (株)グランドホームズ
(株)プロテックプランニング グリーンモリヤ
(有)伯耆田製作所 (株)宏機製作所
(有)ホーキタ清運 (有)晃士実業
(株)松井運輸 (有)サンタムール
マツタ電気(株) (株)下野メディカル みずき野薬局
(有)松丸酒店 (株)昌栄
(有)松丸造園工事 常総計装(株)
(有)丸栄建設 新栄住宅(株)
(有)まるなか (株)信生道
(株)三峯コバヤシ (株)新邦
水戸信用金庫　守谷店 (株)ゼン茨城営業所
美濃紙業(株)茨城営業所 (株)全農ライフ茨城みなみ販売所
(株)宮本ダスキン守谷支店 (有)染谷板金工業所
むつみ造園土木(株) (有)空色
(有)明和設備工業 (株)第一シーリング
モスバーガー守谷店 (有)泰伸石油店
守谷園 大東建託(株)守谷支店
(株)守谷商会 (株)たかんしゃ
(株)守谷葬儀社 (有)タケダ鉱物標本
守谷タクシー(有) (有)田原木型製作所 守谷工場
守谷ふれあい薬局 (有)たんぽぽ守谷店
守谷防災 千頭和ＪNＧ(株)
(株)八木澤会計 忠インベストメント(株)
(有)山喜産業
山口建材工業(株) (有)東京山恵
(有)やまこみそ 東名化学工業(株)関東工場
(有)山富 東名輸送(株)
(有)ヤマヒコ 日栄商事(株)守谷支店
(株)ユアビス (株)のぎさき薬局
結城信用金庫 守谷支店 (有)野原工芸
優勝(有) ハンスホールベック(株)
(医)裕進会　飯沼医院歯科 (株)東日本住宅評価センター
(有)ヨコセ工業 (有)ひばり堂　守谷店
(有)吉岡企画 (株)ビューテック
(有)吉岡商事 ひろカイロ整体院
(株)ヨシダ建具 (株)堀越建装
読売センター新守谷 (株)ミルク
理美容そめや 農事組合法人　守谷凍菜組合
(有)リフォーム・アンド・メンテ (株)守谷福祉協会
(医)療英会 ユウアイペット(有)けやき台動物病院
(株)レスト ラーメンく～た
(有)渡海電気
(有)和田電器 (株)０１st

(有)Ｂｅハウス・アクト
(有)ビッグ・エー　(北守谷店) (同)ＢＯＳＡＢＯＳＡ

　　　　　　　　　

(株)リリーフパートナーズ Ｃonoah
(株)ＥＭプランニング

(合）ＯＮ研究所 (株)ＧＭＪ
(有)ＲアンドＣ茨城サービス ｉ－ｋｉｔｃｈｅｎ　守谷店
(株)ＳＹＮカーサービス JＡ茨城みなみ守谷支店
(株)ＴＮ化成 (株)Ｋ－IＮＮＯＶＡＴＩОＮ

(有)つくば学園通りお煎餅いおり庵ふれあい店



(株)ＲＥＩ ＴＯＲＩＩ (株)てすとぴあ
(株)Social Design　かいほの家　はるかぜ (株)トータルスタッフ
(株)Social Design　新守谷はるかぜ保育園
(株)ＴＧＫ (株)ナガツマ
(株)ＵＱホールディングス (株)南山堂　守谷店
Zero　Point (株)ニチイ学館
(株)アーバンメガネハット守谷店 日本設備管理(株)
アイアール・ファーマシー(株) (有)伯山室 ポッシュ・ドゥ・マモン
(合)愛々ケアプランサービス 原田工房(株)
(株)アイエスレッカーサービス (株)ヒロカンパニー
アイフルホーム守谷店 (株)フェリスコーポレーション
(株)アインファーマシーズ　アイン薬局　守谷店 NPO法人福祉の会　ねこのて
アサヒケアサービス(有)みやびの里　守谷 (株)伏見設備工業所
NPO法人　明日のみずき野を考える会 (株)フューチャーライフ
(株)あっとホーム (株)プラチナコーティング
(株)アドバンス・セーフティ (有)フルスロットル
(有)アリイナ (株)まことプロデュース
学校法人 有松学院　守谷ひかり幼稚園 みらい薬局
アルファーム薬局　みずき野店 (株)毛利一弘建築設計事務所
イーストエクステリア(株) 森塾
イオンタウン(株) (株)モリ匠
イタトイファーム(同) 農事組合法人　守谷ＳＡやさい村
イチイ不動産(株) 守谷管財(株)
(有)伊藤工業 (株)ゆうインタークロス　新守谷センター

(有)吉河設計事務所
茨城グランディハウス(株)守谷支店 (株)ライフステージ２１
宇都宮電子(株)つくば営業所 (同)リソースポート
(株)エクセルウィル (株)レジェンドスタッフ
大津歯科医院 (医)論賛会　渡辺歯科クリニック
(株)おおもり (株)ワーク
(有)オオヤマ建設工業 ワークスタッフ(株)
(株)長田屋 (有)ワールド
(株)カスミ　フードオフストッカー　守谷店 (有)ダイヤマリーン
韓国家
(株)ガンダーラ
(株)キャンイット 非公開　４社
(合)キューブワークス 平成３０年１０月20日現在
(有)栗原自動車工場 （５０音順　敬称略　法人名省略）　
(有)元禄
(株)工業技術研究所　守谷センター
(株)光駿コンサルタント
(株)こどもの森　南守谷児童センター
さくら化成機器(株)
(株)サニクリーン東京　茨城南営業所
(有)サミットアールアンド・デイ
サンテラス歯科
(株)三立通信
(株)三和フード
(株)シアメット・訪問看護ステーション　しあわせ
(同)ジオプレイズ
(株)昭成工業
(有)常総商事
常総生活協同組合
ショウワ(株)
(株)スターティング　アゲイン
スタジオライズ(株)
(有)ステージオプティカル
ステップアップオフィス(株)
(株)スマイル
(株)寿
(株)スミカクリエイト
(株)住工房守谷
(有)大円
(有)ダイワ
(有)髙橋看板工業所
(有)玉川地鶏めん棒　玉川
(株)千葉銀行 守谷支店
ちばらき塗料販売(株)
(有)チャンス守谷店
(有)中央医療商会
(有)筑志学院
(株)ツクバネットワーク
デイサービス優善

(株)イトマンスイミングスクール イトマンスイミングスクール守谷

(株)ナオイオート　フォード茨城守谷店


