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1 あいキッズランド㈱ 小澤澄子
https://www.aikidsland.c
om

藤枝市田沼3-20-28
その他（保

育園）
藤枝市、焼津市にある
小規模保育園です。

藤枝市内に２園、焼津市に２園あります小規模保
育園です。職員３３名在籍しています。

当園では、家庭的保育園の特徴を活かし、一人ひ
とりのお子さんの個性を大切にし、子供第一の保
育を目指しています。個人差のある発育や発達の
様子を家族とともに見守りながら、愛しんで保育を
進めていきます。

2
池田佳道税理士事務
所

池田佳道
https://yikeda-
zeirishi.tkcnf.com/

藤枝市岡出山1-17-
16

サービス 税理士業

・法人設立、開業支援に関する業務
・法人税、所得税、各種税務に関する業務
・経理、会計、決算に関する業務
・経営相談、経営計画策定に関する業務
・自計化支援に関する業務　など

何でも気軽に相談できる身近な税理士を目指して
おります。些細な事でもお気軽にご相談ください。

3
エレガンスフラワー
ミルローズ

佐藤ちえ
http://www.eleganceflo
wer-millrose.com/

藤枝市駅前2-17-14 卸売

・フラワーデザイン（ヨー
ロピアン）の主体にオリ
ジナルの作品を制作
・ボランティアで老人
ホームにて活動

フラワーデザイナーがプロデュース＆アレンジする
“森の小さなお花屋さん”です。

記念日や誕生日プレゼント、ご贈答品にヨーロピア
ンデザインのオリジナルアレジメントをお届けいたし
ます。

4 お店どっと混む 田上淳一
http://streetviewdeomise.c
om

静岡県藤枝市八幡472-
4

サービス
インターネットマーケ
ティング業

GoogleストリートビューとはGoogleが提供する、室
内や屋外を360°パノラマで見渡すことのできる
サービスです。
撮影ポイントを連続して移動しながら撮影し、
googleマップにアップすることで、お客様には居な
がらにして店舗の様子を確認することができ、お店
選びの強力なツールとなります。
強力なGoogleの検索サービスを利用してあなたの
お店をアピールしましょう！

今やスマホさえあれば何でもできる時代。 行きた
い場所、やりたいことを探すには… そう、まずは
Google検索やGoogle Map検索！！ あなたのお
店を探しているかもしれないお客様があなたのお
店にヒットした瞬間、店内を３６０°見渡せるインド
アビューが目の前に現れれば、他店より興味を引く
ことは間違いありません。

5 ㈱MOAY 中野 友美
http://www.makoto-
hasebe-sportsclub.jp/

藤枝市田沼1丁目

プロサッカー選手、長谷
部誠が立ち上げたサッ
カースクールの運営を
しております。

6
㈱アウトソーシングテク
ノロジー

茂手木雅樹
https://www.ostechnology.
co.jp

東京都中央区八重洲1-
2-16　TGビル本館6階

情報サービ
ス業

技術者派遣、請負業

藤枝版クラウドソーシング「藤枝くらシェア」の運営
をおこなっています
働きたい人と仕事を出したい人をマッチングする
サービスです

藤枝くらシェアは人手不足や突発的な案件の発注
先を探す等の課題にたいして働き手をマッチングし
て解決できるサービスです
また、企業の閑散期等に空き工数を藤枝くらシェア
で仕事を見つけて有効活用もできます！

7 ㈱サンルート 渡邉良則
http://www.sunroute-
jp.com

藤枝市堀之内1729 小売
農業資材、健康関連
商品卸・小売業

「人間も動物も植物も生命の基本は同じ」を理念
に、医療・福祉・農業・食品・環境などの社会的な
問題点を「医食住同源」の考え方により根本解決
を目指すオンリーワン事業を展開。土壌改良剤
「スーパーE・R」により、第２４回静岡県ニュービジ
ネス大賞特別賞受賞、第1回世界土壌微生物オリ
ンピック金銀銅受賞、農業技術大系「土壌施肥
編」に掲載されるなど、日本国内のみならず海外
からも大変注目されているビジネスを展開。

医療、農業、住宅を代表とする各分野が企業や分
野の垣根を越え、協力して活動することにより、子
供たちに明るい未来を繋ぐことができると考えま
す。利益追求だけの企業経営でなく、利他の精神
に則った事業展開をしています。

8
デジタル・マーケティン
グ・アドバイス

長坂祐二
https://peraichi.com/lan
ding_pages/view/n1ay3

藤枝市末広4-18-8 サービス
ICT・IoT・業務改善
アドバイザー

ICT・IoT・デジタルマーケティング・業務改善・講師
（1）デジタルマーケティング支援　Web・SNS・動
画・サイネージ・広街広報・TVCM
（2）ICT業務支援　会計・給与・販売・生産管理・ク
ラウドサービス
（3）IoT企画開発支援　製造・流通・公共・教育・
IoT企画構築運用対応
（4）改善コンサルティング支援　現場改善・経営改
善・物流改善・５S５定指導
（5）セミナー開催　ICT・IoT・デジタルマーケティン
グ・業務改善セミナー

アドバイザー、派遣登録、公的支援ご利用くださ
い。
（1）中小企業庁　ミラサポ派遣事業登録
（2）静岡県ICT推進課　ICTエキスパート派遣事業
登録
（3）（公財）静岡県産業振興財団　専門家派遣制
度登録　経営分野・情報化分野
（4）（公財）静岡県産業振興財団　環境改善派遣
ものづくり革新インストラクター
（5）藤枝商工会議所　エキスパートバンク専門家
登録
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9 東海ガス㈱ 植松章治
https://www.tokaigas.co
.jp

藤枝市青木2-29-1 卸売
都市ガス及びLPガスの
販売

焼津市、藤枝市、島田市で都市ガス・LPガスの普
及をすすめております。また藤枝市青木にショー
ルーム「くりっぴープラザ」を構えリフォームの事業
を幅広く展開しております。2014年から福祉用具
レンタルサービスを開始し、お客様の住環境に関
する様々なご要望にお応えできるよう取組んでおり
ます。

私共はお客様の暮らしのために地域とともに成長・
発展し続ける企業として貢献できるよう、これからも
努力してまいります。

10 Parolibre DTP Office 大根田 美子
https://www.parolibredtp.c
om/

焼津市祢宜島403-3　焼
津市インキュベーションオ
フィス No.2

デザイン 専門・技術サービス業

ポストカード、チラシ、ポスター、パンフレットなどの
デザイン提供。文字入力。印刷物用のデータ制
作、印刷手配。ホームページ制作。他

小規模企業・女性起業家の方々を中心に、紙媒
体のチラシやポスター、パンフレットなどのデザイン
を提供し印刷手配・納品まで行います。「チラシを
作るのは初めてで、どうすればいいかわからない」と
いう方は、進め方から丁寧にアドバイスし作業を進
めます。ホームページ制作は、簡単なものから本
格的なものまで、ご希望に合ったホームページを
作成。現在「Jimdo」で作成している方、タイトルま
わりのカスタマイズも承ります。

11 藤枝Itbook㈱ 小林啓男 藤枝市前島1-7-10
その他（IT
コンサルタ

ント業）

IT・ICTに関するコンサ
ルティング

藤枝ICTコンソーシアム推進業務の支援事業者で
あるItbook株式会社の１００％子会社です（Itbook
株式会社執行役員小林啓男が社長を兼務）。藤
枝市及び近郊におけるICTの導入を支援していま
す。Itbook株式会社は行政、独立行政法人、民
間、金融業界の事業分野において、コンサルティ
ングサービスを展開しています（Itbookの事業内
容：https://www.itbook.co.jp/service/)。

志太地区の皆様のICTの有効な活用による経営課
題の解決と競争力の向上を、高度な専門的知識
と経験を有したコンサルタントが、現状の課題やご
希望に合わせてご支援いたします。IT関連の環境
変化の中で、顧客満足度を第一に考えたクリエイ
ティブなコンサルティング業務を通して、志太地区
の皆様の業績アップに貢献してまいります。

12 ㈱ユタカ 阿井貴宏 http://inc-yutaka.com 藤枝市高柳2400-15 製造業
プリント基板実装、回
路・基板設計、各種組
立、検査

車載照明品を主力とした基板実装、回路基板設
計と一連の流れの中で特に手半田を得意としてお
ります。その他、プラスチックや鉄製品などの組
立、加工など行っております。

清潔な職場環境が我が社の誇りです。広い分野へ
視野を広げ、お客様のニーズに合わせ、誠実に迅
速にお答えしてまいります。試作から量産まで熟練
された検査員による高品質な製品をお届けいたし
ます。

13
吉川国際特許商標事
務所

吉川晃司 https://www.y-po.net
静岡市駿河区新川
1-11-28

サービス 特許事務所

平成3年開業の特許事務所で静岡県内の企業を
中心に多くの特許出願、実用新案登録出願、意
匠登録出願、商標登録出願等の特許庁に対する
手続の代理を業務としております。

弁理士吉川晃司、弁理士吉川明子の複数弁理
士による体制で、特許出願は機械、メカトロ、金
属、化学、食品、ソフトウェア等の種々の技術分野
に対応可能です。更に、外国で特許権、商標権等
を取得するための外国出願も取り扱っております。
また、所長弁理士吉川晃司は複数の商工会議
所、商工会等の公的中小企業支援機関の専門指
導員等を務めています。

14 Repair craft 相澤健介
藤枝市東町21-6 プリ
エールA102

補修業

新築・賃貸物件などのキズ補修工事を行なってい
るリペアクラフトと申します。
補修(リペア)とは住宅建材の傷そのものを修復す
るお仕事です。いわゆる交換をせずにキズや凹み
などリフォームと同じように綺麗にする、それが補
修(リペア)です。キズの状態にもよりますが新品の
値と比べて約1/3程度にコストを抑えることができ
ます！木部、アルミサッシ、金属、人工大理石、サ
イディング他、たくさんの現状回復が可能です。

弊社は《常にお客様目線》をモットーに施工者1人
でなおすのではなく、お客様と一緒になおす！とい
うスタイルを大切にしております。
補修のプロによる「リペア講習」も承ります！
まずはお見積もりから……お気軽にお問い合わせく
ださい。

15 ピジョンホーク 加藤　哲也 http://pigeonhawk.ftw.jp
藤枝市岡部町岡部
1073-1

サービス
イベント企画・運営・エ
ステサロン

国、県、市町村及び民間のイベント企画・会場設
営・運営等

約20年に渡りイベント企画・運営に携わっておりま
す。学園祭、介護施設、各社の夏祭りや運動会、
コンサート会場、寺社仏閣等、各種多様なイベント
に120％のご満足を頂けるよう対応しております。

16 ㈲あゆみ薬局 高柳卓弘
http://www.ayumi-
yakkyoku.com./index.html

島田市大柳南120
その他（薬

局）
調剤薬局・キエルキン
正規販売店

弊社は、除菌消臭剤「キエルキン」の正規販売店
として活動しております。人や食べ物にもやさしい
次亜塩素酸と水のみで作られました。アンモニア、
タバコ臭、加齢臭さえも消臭。食中毒やインフルエ
ンザウイルスなどの30秒除菌エビデンスを取得して
おり、花粉、カビの対策にも使用できます。キエル
キンは、静岡県学校給食協会、警視庁、日本ボク
シング協会、ローソンなどにも採用され、様々な
ジャンルで信頼され使用されています。

弊社ブースにて、どれくらい瞬時にニオイを消すの
かの実演でしたり、ウイルスがキエルキンによって
一瞬で活動停止する実験動画もご用意しています
ので、ぜひお気軽に立ち寄ってください。よろしくお
願いします。

17
サカイ産業㈱
自動車事業部

酒井昌浩 島田市御請219-1
その他（自
動車整

備）

車検・点検・鈑金塗装
業務

車検・点検・修理・鈑金・車両販売・保険 軽自動車から大型自動車まで自社で整備できま
す。来年、創業５０周年を迎えます。
土曜日も営業しています。法人様の車両整備も可
能です。

https://www.tokaigas.co.jp/
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18
創作居酒屋ダイニング
ZERO

佐野真吾 http://dining-zero.jp
静岡県島田市中河町
285-5

サービス 居酒屋カフェ

総合飲食店。ランチ、ディナー営業にて居酒屋カ
フェを経営。店内にて飲食サービス事業とアパレル
事業とを同時展開。隣のテナントで9月から曜日代
わりのインショップ形態でのカフェやセミナーサロン
講師を雇っての営業も開始。ドリンク種類200種、
50席。夏はテラスでビール。

店舗の2階をスタジオにして、ZEROチャンという地
域交流ネットワーク、インターネットTVにて、情報配
信事業をしています。動画を通して地域の活性化
に繋げます。パーソナリティ、スポンサーは随時募
集中！！

19
㈱ハイナン保険サービ
ス

松下洋輔
http://www.sjnk-
ag.com/a/hainan/

牧之原市細江3486-1
金融・保

険
損害保険、生命保険

損害保険・生命保険の代理業、事故対応、保険
金請求のご案内

牧之原市内では、商工三団体向けの割安な商品
を扱える数少ない代理店です。現在４名ですが、
契約お預かりから、保険金のお支払いまで、一丸と
なって取り組んでいます。

20  Ｌａ　ｍｉｎｙｏｎ 小澤京子 http://minyonss.jp/
島田市本通6丁目
7814

サービス
カフェ&レンタルスペー
スのお店です

カフェでは身体に優しいドリンクを始め、薬膳カレー
や大豆ミートのから揚げなどランチも予約を頂き
やっています。デザートも手作りです。レンタルス
ペースではなでしこ塾と名付け、色んな先生方の
ワークショップ、講座を開催しています。耳つぼセラ
ピー、デトックスマシンも好評です。

55才で会社員を辞め、60才でお店をオープン。人
生初めての借入をし手探りでやってきて、この10月
で3周年を迎える事ができました。笑顔が人を呼
ぶ。笑顔が人と人を繋げる。毎日楽しい出逢いに
感謝しております。

21 ㈱ワイエス 増本重孝 http://yspaint.net/ 島田市落合358-2 サービス
塗り替え塗装と害虫駆
除の専門店

「キレイ」を「ずっとキレイに」をモットーにした塗り替
え塗装
「いい店」を「もっといい店に」をモットーにした害虫
駆除をご提案し続けています。

ゴキブリをゼロにできる唯一の方法を低価格でご提
供。
・効き目が早い　・確かな安全性　・置くだけ簡単で
大反響

22 創増 増田朋也 http://sozo-s.com
島田市稲荷4丁目4-62
105

建設・不動
産

住宅補修・空き家コン
サルティング

住宅補修(リペア)
住宅についてしまった傷、へこみや劣化などの補
修や修繕
空き家コンサルティング
空き家について今後へ向けてのご提案、メンテナン
ス、修繕、解体工事など

  公式LINE ｢創増-sozo-｣
お問い合わせは公式LINEからも受け付けておりま
す。傷を見つけたらお気軽に写真送信を。
  instagram｢sozo_shizuoka｣
不定期更新ですがリペアのbefore→afterも時々
掲載しています。Please follow me♪

23
フィリップモリスジャパン
(同)

シェリー・ゴー
https://www.pmi.com/mark
ets/japan/ja/about-
us/about-us

愛知県名古屋市中区栄
2-3-6 NBF名古屋広小
路ビル9F

たばこメー
カー

加熱式たばこメーカー
喫煙環境改善

たばこメーカーとして、煙のない社会を目指しており
ます。
加熱式たばこIQOSを活用した、事業所の喫煙環境
改善のサポートをしております。

2020年4月に施行される、改正健康増進法の情
報提供、事業所の喫煙に対しての問題点の改善
のサポートを行っております。
サポート内容については、事業所で経費が掛から
ない内容となっております。
みなさんの会社も、非喫煙者に喜ばれる喫煙環境
にしていきませんか？

24 ポラリス㈱ 寺田　融 http://www.polaris.cc 静岡県島田市島117-2 製造業
各種生産設備の設計・
製作・販売・点検

当社は医薬・健食・各種食品・肥飼料等の生産設
備のエンジ、保守点検、バリデーション作業を行っ
ている『プチ・エンジニアリングメーカー』です。乾燥
機・粉砕機・混合機・攪拌タンク等粉体・液体関連
のサニタリー性の高い小型設備・プラントの設計製
作販売や既存設備の改善改良・メンテナンスを
行っています。

①生産設備の『よろず相談所』
　装置間のハンドリング、自動化、省力化の提案や
改造、プラントのエンジニアリング、中古機器の取り
扱い等よろず相談承ります。
②受託加工、研究開発等少量多品種処理用の
混合機『ポットブレンダー』を紹介させて頂きます。

25 リアル野球盤協会 鈴木久雄
https://realykb.jimdo.co
m/

島田市金谷獅土居
2786-2

製造業
リアル野球盤（介護予
防ゲーム）のメーカー

リアル野球盤とは、卓上で行う野球盤の基本はそ
のままにして広い所で人が動いて楽しもう！という
趣旨で考察したレクリエーションゲームです。
このゲームの開発（改善）、製造、販売、ゲームの
指導、用具のレンタルを行っております。
適度な運動と素敵な笑顔が、介護予防（健康寿
命伸延）に、そして誰でも楽しくできるので世代間
交流に役立ちます。人生100年時代、シニアの仲
間で頑張っております。

イベント参加実績：福島県健康長寿フェスティバ
ル、静岡子供福祉機器展、フェスタシズウェル、し
ずおか元気応援フェア、菊川市高齢者向け健康
教室、静岡県障害者スポーツフォーラム　等
マスコミ紹介：ガイアの夜明け、NHKたっぷり静岡、
Eテレ、団塊スタイル、とびっきり静岡、日経新聞き
らり人財、中日新聞キラリ人生、静岡新聞リアル野
球盤で被災社協を笑顔に　等　注目はされていま
す。

26 大井建設㈱ 池田　豊
https://ooikensetsu.co.jp
/

島田市川根町家山
4153-4

製造業 総合建設業

公共工事から一般の新築住宅やリフォームまで、
建築・土木・水道設備などを手掛ける総合建設業
です。究極の健康住宅「０（ゼロ）宣言の家」、画期
的な土質改良工事の「ラトナ・ソイルハードナー工
法」などを展開しております。

令和元年7月おかげさまで創業70年を迎えること
ができました。「健康」「環境」「高齢化福祉」の3本
柱を軸に、地域のまちづくりに貢献したいと考えて
おります。現在、土質改良工事「ラトナ・ソイルハー
ドナー工法」のパートナー会社を募集中です。よろ
しくお願いいたします。

27 ㈱鈴勝 鈴木良彦
http://www.suzukatsu.co
.jp/

焼津市吉永１９１５ 製造業
醤油・ソース・醤油二次
加工したタレ類の製造
販売

 当社は明治37年、海岸塩の集荷からはじまり、醤
油、ソース、各種調味料の製造へと、日本の基礎
調味料の歴史とともに、家庭食の味を縁の下から
支えてきました。
 創業以来「手軽に本格的な味わいを食卓に」を理
念に、消費者の皆さまが求める商品の開発に真っ
直ぐ取り組んでいます。

 当社は長年にわたり培った技術、ノウハウから、ど
うすればお客様の求める味が出せるかを知ってい
ます。
これまでに創り上げた味覚は数千、その影には何
十倍ものトライ&エラーを経験し、特に和食であれ
ば百様の味覚を実現します。

http://dining-zero.jp/
http://www.sjnk-ag.com/a/hainan/
http://www.sjnk-ag.com/a/hainan/
http://minyonss.jp/
http://yspaint.net/
http://sozo-s.com/
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
https://www.pmi.com/markets/japan/ja/about-us/about-us
http://www.polaris.cc/
https://realykb.jimdo.com/
https://realykb.jimdo.com/
https://ooikensetsu.co.jp/
https://ooikensetsu.co.jp/
http://www.suzukatsu.co.jp/
http://www.suzukatsu.co.jp/


28 LIFESEEDS 駒井龍雄 https://www.lifeseeds.biz 島田市 サービス WEB制作

WEB制作・WEB集客コンサルティング WEB制作・WEB集客コンサルティング・ZEROチャ
ンという地域交流ネットワーク、情報配信事業をし
ています。動画を通して地域の活性化に繋げま
す。

29 アール人材開発（資） 旗持玲子 http://rjinzai.jp/ 焼津市北浜通140-1 サービス
人財育成コンサルティ
ング・組織力強化チー
ムコーチング

・人財育成のための各種研修　　・組織力強化の
ためのチームコーチングを行わせて頂きます

・多くの演習により、仲間と楽しみながら学び、実践
することができます。　・チームコーチングでは、営
業・プロジェクトチームなど、組織力を強化し結果を
出すチームをつくります

30 アサヒ・サプリエ㈱ 池谷公彦 http://asahi-suplie.jp/ 焼津市大栄町2-6-7 卸売
食品卸売販売・魚がし
バッグ雑貨販売

国産山菜水煮等の食品原料を食品メーカー様、
業務用卸問屋様に販売しております。新規事業と
して独自にデザインした魚がしバッグ雑貨ブランド
「UOGASHI MONSTER」の販売をスタートしました。

コラボして販売して頂ける会社様がいらっしゃいま
したら是非ご連絡ください。

31
㈱アンビ・ア
ホテルアンビア松風閣

松永勝裕
https://www.syofukaku.
com/

焼津市浜当目1541 サービス
宿泊業、その他グルー
プにてタクシー・観光バ
ス事業など

富士山と駿河湾を一望できる全室オーシャン
ビューのリゾートホテルです。焼津の新鮮な海の幸
や旬にこだわるお料理を提供しています。

2018年春、開業30周年を迎えリニューアル。宿泊
に宴会、パーティや会議など様々なシーンを演出
します。また1階には中華レストランを新規オープ
ン！是非、お気軽にお越し下さいませ。

32 ㈱キノシタ 木下洋美
http://www.autobacs.net
/

焼津市大覚寺3-15-
10

小売
オートバックス、勝富他
フード店舗展開企業

静岡県下でオートバックス13店舗、名代とんかつ
勝富4店舗、まいどおおきに食堂5店舗、もてなし
桐や、アロハテーブル、シャトレーゼを展開している
企業となります。創業44年、地域に愛される商売
を今後も続けて参ります。

キノシタグループの法人営業をメインに活動してお
ります。オートバックスでは、今話題のドライブレコー
ダーを始め、お車の販売、買取り、車検、板金な
ど、車の事なら何でもご相談下さい。飲食店舗の
宴会等も承っております。

33 ㈱建真工務店 増岡真人
http://www.kenshin-
koumuten.com

焼津市本中根530
建設・不

動産
住宅建設・リフォーム工
事

一般住宅の新築、建替え、リフォーム工事、オリジ
ナル平家住宅

現在は、愛犬家住宅と、シニア世代に向けたリノ
ベーション、平家住宅の推奨をしております。他エ
クステリア等の工事の提案を行っております。

34
(同)トーマス・ベン
チャーズ

石垣 嘉信
https://www.tomas-
ventures.jp

焼津市下小田４６７番地
の２

建設・不動
産

ITサービス及び電気通
信工事業

1. 情報通信システムの設計・施工・保守
2. 情報セキュリティ対策の導入支援
3. ITコンサルティング（PC、LAN/WAN、ビデオ会
議　ITのことならなんでも）

トーマス・ベンチャーズは焼津のIT会社です。地元
に密着し、迅速できめ細やかな対応を心がけてお
ります。「ITに詳しい人がいなくて困っている」「業務
を効率化したい」などITや業務改善に関することな
らなんでもご相談ください！

35 (福)みだらけ福祉会 良知淳行 http://www.aoiso.net 焼津市一色435
介護サー

ビス
特養、ショートステイ、デ
イサービス他

特別養護老人ホームを中心に、相談窓口としての
ケアマネージャー業務から、デイサービス、ショート
ステイまで提供しております。

介護離職は、企業にとって大きな損失となります。
早めの相談、対応により、リスクを最小限にすること
が必要です。是非ご相談下さい。

36 スマートブルー㈱ 塩原太一郎 http://smartblue.co.jp
静岡市葵区千代2-
17-23

建設・不
動産

再生可能エネルギー分
野

・太陽光発電設備の販売、施工、メンテナン
ス　事業所設置　地上設置　営農型発電設
備　　・農業法人運営

弊社は日本におけるエネルギー自給率と食料自
給率を上昇させる一助をになう為に自然エネル
ギーによる発電、設備の設置、耕作放棄地の耕作
地化をめざす営農型、発電設備の普及、また安定
的な収入をもたらす農業の研究にも力を入れてお
ります。

37 ㈱WONE 嶋津えりか https://w-one.co.jp/ 焼津市北新田365-2 派遣会社 派遣事業

焼津市近郊で派遣を行う当社は、様々なお仕事
を経験したい人のサポートを誠心誠意行っておりま
す。丁寧な対応で最適なお仕事を紹介致します。

人手不足でお困りの企業様、是非当社へご用命
下さい。宜しくお願い致します

38 ㈲中央熱システム 鈴木満子 焼津市田尻874
建設・不

動産

ボイラー及び関連機械
設備の販売、据付点
検、検査工事

ボイラー及び関連機械設備の販売、据付工事、一
般配管工事、溶接配管工事、メンテナンス、蒸気
による温調設備の設計、施工、ボイラー関連薬品
販売

事業所にとって機械設備は大事です。止まってし
まったら大変、防ぐには適切な据付工事、定期的
なメンテナンスが必要。万一の故障の時も素早く
対応します。

39 ㈱日昇運輸 澤下　稔
http://www.nisshou-
unyu.co.jp/

焼津市下小田中町6-
14

運輸 運送業・倉庫業

大型ウイング車～4トン2トン車とお客様のニーズに
お応えできるように幅広く車両数は32台揃えて営
業しています。仕様もユニック車・パワーゲート車・
平車など積載荷物の荷姿によって最適に安全輸
送を徹底しております。近年では個人宅へ家電配
送して取付設置するサービスも行っています。
170坪の倉庫を保有しており様々な荷物を取り
扱っております。保管・入出庫作業・ピッキング作
業・在庫管理など正確な作業をおこなっておりま
す。

顧客に最適な運送プラン提案　コスト削減の明確
な見積もり対応致します。フットワークの速さを得意
とし現場の視察などからご提案させて頂きます。い
くつかの新規案件も成功させています。　倉庫を利
用した一時保管した荷物の配送などお任せくださ
い。大きな荷物から小さな荷物まで丁寧に取り扱
います。

https://www.lifeseeds.biz/
http://asahi-suplie.jp/
https://www.syofukaku.com/
https://www.syofukaku.com/
http://www.autobacs.net/
http://www.autobacs.net/
http://www.kenshin-koumuten.com/
http://www.kenshin-koumuten.com/
https://www.tomas-ventures.jp/
https://www.tomas-ventures.jp/
http://www.aoiso.net/
http://smartblue.co.jp/
https://w-one.co.jp/


40
日本郵便㈱焼津郵便
局

高須博昭
http://www.post.japanpo
st.jp/

焼津市焼津1-4-1 通信業 通信業

日本郵便株式会社は、日本郵政グループにおい
て郵便、物流事業、国際物流事業および金融窓
口事業を営む会社です。郵便サービスをなるべく
安い料金であまねく公平に提供することに加え、ゆ
うちょ銀行から受託する銀行窓口業務およびかん
ぽ生命から受託する保険窓口業務についても、郵
便局を通じて全国のお客さまに提供しています。

-

41 ㈱橋本組 橋本勝策
https://www.hashimotog
umi.co.jp/

焼津市栄町5-9-3
建設・不

動産

建築（住宅・土木・設備
施工管理・不動産の営
業）等々をしております

大正11年の創業以来、社会資本整備の一翼を担
う土木建設業として、静岡県中部地方の公共事業
を中心に、地域に密着した事業展開をしてきまし
た。生コン工場や大型クレーン船を自社所有する
と共に、専門工事を得意とする各種協力業者の
コーディネーターとして、”技術と信頼の橋本組”と
の評価を戴いています。公共事業で培った技術を
民間に転用し、建築やデベロッパー活動等お客様
本位の事業活動にも積極的に進出しています。

株式会社橋本組は、創業97年の総合建設会社で
す。静岡県中部地区に留まらず、東北から九州ま
で、広いエリアでの実績があります。豊富な経験に
より培った技術力を自負しており、建築やデベロッ
パー活動等お客様本位の事業活動を積極的に進
出しています。今後も一つ一つの努力と信頼を積
み重ね、『安心できる良いものをより安く提供する』
ことを心がけ、地域社会の発展に貢献していきま
す。

42
㈱ミヤギコーポレーショ
ン

中山晃一
http://www.miyagi-
c.com

焼津市駅北1-2-3ライ
オンズマンション101号

製造業・
施術、カイ
ロプラク
ティック

プラスチックの再生原
料加工業と体の施術

メーカーから排出されるプラスチックを購入し、再
生原料化して、綿メーカーに販売してます。静脈
産業としてメーカーをささえています。土日祭日
は、人の健康の為、予防医学としてカイロプラク
ティック事業に取組んでいます。

昼の平日はプラスチックの再生。土日祭日は人の
身体の再生と健康を総合指導しています。

43 ㈱ふるはあと 坂本　繁 http://full-heart.co.jp/ 焼津市中新田1058-1
建設・不

動産
不動産の仲介、分譲、
管理、売買及び賃貸

不動産の仲介、分譲、管理、売買及び賃貸　不動
産に関する調査及びコンサルティング業務　上記
に附帯又は関連する一切の事業

金融業務を通じて得た不動産に関するノウハウと、
野球で築いたネットワークにより、地域に密着し安
心してご利用いただける不動産屋を目指していく所
存です。今後ともよろしくお願いいたします。
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