
藤枝市Uターン・地元就職応援プロジェクト制度賛同事業者台帳
（令和4年4月15日現在）

No. 事業者名 事業所住所（市区町村） 業種
1 株式会社　中央防犯 藤枝市 サービス業
2 株式会社　佐藤工業所 藤枝市 製造業
3 社会福祉法人　花草会　特別養護老人フォーム　うたしあ 牧之原市 医療/福祉業
4 株式会社　山田組 藤枝市 建設業
5 東弘化成　株式会社 島田市 製造業
6 株式会社　キラメイク 藤枝市 製造業
7 株式会社　藤枝江﨑新聞店 藤枝市 情報通信業
8 ショウケンガリレイ　株式会社 焼津市 製造業
9 株式会社　丸川組 藤枝市 建設業

10 株式会社　みらい 藤枝市 医療/福祉業
11 株式会社　オール・メンテナンス 焼津市 製造業
12 株式会社　大塚 島田市 建設業
13 有限会社　雛常 藤枝市 製造業
14 株式会社　チューセイ 藤枝市 製造業
15 エフシー中央薬理研究所　株式会社 藤枝市 製造業
16 有限会社　佐野石材 藤枝市 製造業
17 フェイスラボ　株式会社（飲食部門：旬楽） 焼津市 飲食サービス業
18 株式会社　プラックケミカル 藤枝市 製造業
19 株式会社　小桜建設工業 島田市 建設業
20 有限会社　山﨑建設 藤枝市 建設業
21 大石ユニオン　株式会社 焼津市 製造業
22 株式会社　中村建設 藤枝市 建設業
23 株式会社　秋山機械 静岡市駿河区 製造業
24 橋本工業　株式会社 藤枝市 製造業
25 株式会社　飛鳥エンタープライズ 藤枝市 製造業
26 株式会社　田子重 焼津市 卸売業/小売業
27 あおい税理士法人 焼津市 サービス業
28 株式会社　静環検査センター 藤枝市 サービス業
29 医療法人社団　八洲会　誠和藤枝病院 藤枝市 医療/福祉業
30 青島ポンプ工業　株式会社 焼津市 建設業
31 株式会社　城南メンテナンス 藤枝市 サービス業
32 有限会社　ワクカワ製作所 藤枝市 製造業
33 社会福祉法人　凰会　特別養護老人ホーム　ふじトピア 藤枝市 医療/福祉業
34 株式会社　鈴勝 焼津市 製造業
35 株式会社　南食品 焼津市 製造業
36 株式会社　金虎 焼津市 製造業
37 株式会社　テクノサイト 島田市 情報通信業
38 株式会社　ムラマツ 藤枝市 卸売業/小売業
39 学校法人　藤枝学園　藤枝順心中学校・高等学校 藤枝市 教育/学習支援業
40 ハラダ製茶　株式会社 島田市 製造業
41 株式会社　扶桑工業 藤枝市 建設業
42 株式会社　サンワ開発 藤枝市 不動産業/物品賃貸業
43 株式会社　カヨウコーポレーション 藤枝市 製造業
44 石田缶詰　株式会社 焼津市 製造業
45 松林工業薬品　株式会社 藤枝市 卸売業/小売業
46 株式会社　ＷＰＩ 焼津市 製造業
47 株式会社　共栄製作所 焼津市 製造業
48 医療法人社団平成会　藤枝平成記念病院 藤枝市 医療/福祉業
49 日発運送　株式会社 焼津市 交通/運輸業
50 社会福祉法人　富水会　特別養護老人ホーム　開寿園 藤枝市 医療/福祉業
51 株式会社　原川土木 焼津市 建設業
52 メイセー機械　株式会社 藤枝市 卸売業/小売業
53 (株)　パドック 焼津市 交通/運輸業
54 株式会社　ニシムラ 藤枝市 交通/運輸業
55 株式会社　ヤマシタ 焼津市 製造業
56 有限会社　ジェイウォール静岡 藤枝市 建設業
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藤枝市Uターン・地元就職応援プロジェクト制度賛同事業者台帳
No. 事業者名 事業所住所（市区町村） 業種

57 株式会社　エクノスワタナベ 藤枝市 建設業
58 島田テクノロジー　株式会社 島田市 製造業
59 北堀電気工事　株式会社 藤枝市 建設業
60 フルカワクリエイト　株式会社 藤枝市 建設業
61 有限会社　仲田工務店 藤枝市 建設業
62 株式会社　ヤギショー 藤枝市 製造業
63 数野自動車　株式会社 藤枝市 交通/運輸業
64 鈴木電装　株式会社 島田市 製造業
65 スズキグラビア　株式会社 藤枝市 製造業
66 株式会社　宮村鐵工所 島田市 製造業
67 仲山鉄工　株式会社 藤枝市 製造業
68 有限会社　アムトラックス 島田市 サービス業
69 株式会社　アラハタフードマシン 島田市 製造業
70 有限会社　新日邦 藤枝市 生活サービス関連業
71 株式会社　育暮家ハイホームス 藤枝市 建設業
72 島田掛川信用金庫 掛川市 金融業/保険業
73 株式会社　ヤマグチ機械 焼津市 製造業
74 共和食品　株式会社 焼津市 製造業
75 株式会社　マルマコーポレーション 焼津市 製造業
76 株式会社　ヤブ貴 藤枝市 建設業
77 マルコ水産　株式会社 焼津市 製造業
78 株式会社　アンビ・ア　ホテルアンビア松風閣 焼津市 交通/運輸業
79 悠進　株式会社 焼津市 医療/福祉業
80 株式会社　ツチヤコーポレーション 藤枝市 卸売業/小売業
81 Ａuto Ｒaduno 藤枝市 卸売業/小売業
82 株式会社　渡邊商店 藤枝市 建設業
83 株式会社　共立アイコム 藤枝市 サービス業
84 メガロ化工　株式会社 焼津市 製造業
85 社会福祉法人　嬰育会 焼津市 医療/福祉業
86 株式会社　グロージオ 島田市 建設業
87 末廣建設　株式会社 藤枝市 建設業
88 フジ冷凍設備　株式会社 焼津市 建設業
89 株式会社　カネゼン 焼津市 製造業
90 株式会社　フクイ製作所 焼津市 製造業
91 株式会社　メナック 焼津市 製造業
92 株式会社　海伸 焼津市 卸売業/小売業
93 株式会社　杉山工務店 藤枝市 建設業
94 角丸建設　株式会社 藤枝市 建設業
95 特定非営利活動法人　静岡福祉総合支援の会　空と大地と 焼津市 医療/福祉業
96 株式会社　藤枝事務器商会 藤枝市 卸売業/小売業
97 SSPC・HD　株式会社 藤枝市 建設業
98 株式会社　カネセイ水産 焼津市 製造業
99 株式会社　日静機械製作所 藤枝市 製造業

100 太田工作　株式会社 藤枝市 製造業
101 社会福祉法人　正廉会　特別養護老人ホーム　海山荘 牧之原市 医療/福祉業
102 有限会社　塚本興業　じんそくジンベエ 藤枝市 生活サービス関連業
103 積和建設静岡　株式会社 藤枝市 建設業
104 株式会社　山田工務店 焼津市 建設業
105 ナカダ産業　株式会社 島田市 製造業
106 株式会社　サンロフト 焼津市 情報通信業
107 株式会社　武村鋳造所 焼津市 製造業
108 株式会社　島田自動車学校 島田市 教育/学習支援業
109 株式会社　ウイング 焼津市 製造業
110 株式会社　ウィステリア　藤接骨院 藤枝市 医療/福祉業
111 ダン化学　株式会社 藤枝市 製造業
112 高橋電気工業　株式会社 島田市 建設業
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藤枝市Uターン・地元就職応援プロジェクト制度賛同事業者台帳
No. 事業者名 事業所住所（市区町村） 業種
113 静鉄ホームズ　株式会社 焼津市 建設業
114 株式会社　テクニカル・ワークス 島田市 製造業
115 株式会社　藤枝パークインホテル 藤枝市 宿泊業
116 株式会社　増商 島田市 卸売業/小売業
117 杉本製茶　株式会社 島田市 製造業
118 有限会社　マルジン総建 藤枝市 建設業
119 株式会社　山本自動車 藤枝市 卸売業/小売業
120 株式会社　ヒノデ 静岡市駿河区 交通/運輸業
121 有限会社　知久太田会計事務所 榛原郡吉田町 サービス業
122 株式会社　大洋アレスコ 焼津市 建設業
123 日生化工　株式会社 藤枝市 製造業
124 株式会社　カネハチ 榛原郡吉田町 卸売業/小売業
125 株式会社　辻建設 榛原郡吉田町 建設業
126 株式会社　松尾鉄工所 静岡市駿河区 建設業
127 大井川重機　有限会社 焼津市 建設業
128 学校法人　齋藤学園　焼津中央幼稚園 焼津市 教育/学習支援業
129 株式会社　坂田設備 藤枝市 建設業
130 西東石油　株式会社 島田市 卸売業/小売業
131 ワラシナ工業　株式会社 藤枝市 製造業
132 株式会社　中部営繕センター 島田市 建設業
133 株式会社　アイワ不動産 静岡市葵区 不動産業/物品賃貸業
134 株式会社　東名自動車学校 藤枝市 教育/学習支援業
135 サンコー精産株式会社 牧之原市 製造業
136 株式会社　太晴自動車 藤枝市 交通/運輸業
137 東京堂機械　株式会社 藤枝市 製造業
138 静岡瀝青工業　株式会社 静岡市葵区 製造業
139 株式会社　大伸シプレ 藤枝市 卸売業/小売業
140 坪井特殊車体　株式会社 焼津市 製造業
141 ホンダカーズ藤枝東　ホンダモーター藤枝販売株式会社 藤枝市 交通/運輸業
142 株式会社　サンパーツ 藤枝市 製造業
143 株式会社　アキタファインブランキング 島田市 製造業
144 東西工業　株式会社 藤枝市 製造業
145 大藤建設　株式会社 藤枝市 建設業
146 社会福祉法人　東益津福祉会　特別養護老人ホーム　高麓 焼津市 医療/福祉業
147 野原商行　株式会社 藤枝市 製造業
148 株式会社　ダルトン工芸センター 藤枝市 製造業
149 株式会社　奥平測量設計事務所 藤枝市 サービス業
150 医療法人社団　和光会　サニーメディアカルクリニック 藤枝市 医療/福祉業
151 井上玩具煙火　株式会社 島田市 製造業
152 株式会社　ホンダエフワン 島田市 交通/運輸業
153 株式会社　藤枝総合木材センター 藤枝市 卸売業/小売業
154 カワイ樹園　株式会社 藤枝市 建設業
155 株式会社　柏原鐵工所 焼津市 製造業
156 株式会社　新興 藤枝市 製造業
157 株式会社　ホーエイ 焼津市 製造業
158 有限会社　飯塚合金鋳造所 焼津市 製造業
159 静岡運送　株式会社 焼津市 交通/運輸業
160 村松機工　株式会社 焼津市 製造業
161 杉村工務店　株式会社 焼津市 建設業
162 株式会社　小池スチロール 焼津市 製造業
163 株式会社　大和製作所 焼津市 製造業
164 株式会社　協和鉄工所 焼津市 建設業
165 有限会社　富士エコティック 藤枝市 製造業
166 有限会社　土屋製作所 焼津市 製造業
167 株式会社　片山製作所 藤枝市 製造業
168 株式会社　水野建築事務所 焼津市 サービス業
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藤枝市Uターン・地元就職応援プロジェクト制度賛同事業者台帳
No. 事業者名 事業所住所（市区町村） 業種
169 小柳津商事　株式会社 藤枝市 交通/運輸業
170 株式会社　ハローG 焼津市 電気/ガス/熱供給業
171 株式会社　丸紅 島田市 建設業
172 株式会社　紅林建材 藤枝市 製造業
173 池田佳通税理士事務所 藤枝市 サービス業
174 株式会社　ＹＣＬ 焼津市 製造業
175 丸天淡水魚　株式会社 藤枝市 卸売業/小売業
176 酒井工業　株式会社 藤枝市 製造業
177 株式会社　タカシン 焼津市 交通/運輸業
178 株式会社　寺田製作所 島田市 製造業
179 医療法人社団　聖稜会　聖稜リハビリテーション病院 藤枝市 医療/福祉業
180 株式会社　三友機械製作所 焼津市 製造業
181 エイト工業　株式会社 静岡市駿河区 建設業
182 株式会社　斎藤工務店 焼津市 建設業
183 株式会社　D－ケア 焼津市 医療/福祉業
184 株式会社　アトム 焼津市 サービス業
185 株式会社　あんしんりふぉーむ 藤枝市 建設業
186 株式会社　ニッシン 焼津市 製造業
187 株式会社　ニューウェーブ(A-style) 藤枝市 生活サービス関連業
188 株式会社　ロジテムツムラ 藤枝市 交通/運輸業
189 有限会社　ティークラフト　鳴嶋園 島田市 製造業
190 学校法人　島田学園 島田市 教育/学習支援業
191 株式会社　トリエ 島田市 建設業
192 焼津冷蔵　株式会社 焼津市 製造業
193 株式会社　松田商店　(真茶園) 藤枝市 製造業
194 株式会社　朋電舎 焼津市 製造業
195 有限会社　遠藤製作所 藤枝市 製造業
196 きらきら星ピアノ教室 藤枝市 教育/学習支援業
197 有限会社　総和建工 焼津市 不動産業/物品賃貸業
198 株式会社　ミズノテック 藤枝市 製造業
199 株式会社　焼津冷凍 藤枝市 交通/運輸業
200 株式会社　Sweets Investment 静岡市駿河区 不動産業/物品賃貸業
201 株式会社　大塚工務店 藤枝市 建設業
202 株式会社　駿河建機 藤枝市 サービス業
203 医療法人社団　瑞祥会　あまの耳鼻咽喉科クリニック 藤枝市 医療/福祉業
204 株式会社　堀江鐵工所 焼津市 製造業
205 有限会社　三共椎茸 藤枝市 製造業
206 株式会社　サスナ 焼津市 製造業
207 焼肉　ホルべえ 藤枝市 飲食サービス業
208 社会福祉法人　春風寮 焼津市 医療/福祉業
209 株式会社　ホームプラザ大東 藤枝市 建設業
210 株式会社　ウインテック静岡 焼津市 製造業
211 株式会社　松永製作所 焼津市 製造業
212 有限会社　羽山商店 焼津市 製造業
213 有限会社　カネ五片山商店 焼津市 卸売業/小売業
214 株式会社　マルテ小林商店 焼津市 製造業
215 株式会社　カネヨシ水産 焼津市 製造業
216 株式会社　岡田建設 藤枝市 建設業
217 hair la.chouchou 藤枝市 サービス業
218 ファースト工芸　株式会社 藤枝市 製造業
219 株式会社　いちまる 焼津市 製造業
220 有限会社　清水興産 藤枝市 建設業
221 株式会社　大黒屋 藤枝市 卸売業/小売業
222 マルミヤ製茶　株式会社 藤枝市 卸売業/小売業
223 有限会社　オーコク 藤枝市 卸売業/小売業
224 株式会社　あい不動産 藤枝市 不動産業/物品賃貸業
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藤枝市Uターン・地元就職応援プロジェクト制度賛同事業者台帳
No. 事業者名 事業所住所（市区町村） 業種
225 医療法人社団　クリウォ英　水守B整形外科 藤枝市 医療/福祉業
226 株式会社　小杉苑 藤枝市 飲食サービス業
227 株式会社　エールフォルム 焼津市 生活サービス関連業
228 株式会社　大正亭 藤枝市 飲食サービス業
229 株式会社　カネセイ食品 藤枝市 製造業
230 有限会社　ホンダファミリー　Honda Cars 藤枝中央 藤枝市 交通/運輸業
231 株式会社　大井産業機械 島田市 製造業
232 I・KIND　株式会社 藤枝市 建設業
233 株式会社　アサイテック 焼津市 サービス業
234 株式会社　ストーク 焼津市 交通/運輸業
235 サカイ産業　株式会社 島田市 製造業
236 マツバ製茶　株式会社 藤枝市 製造業
237 株式会社　nexus静岡 焼津市 教育/学習支援業
238 わんぱくルーム 藤枝市 サービス業
239 有限会社　イーグル空調設備 焼津市 建設業
240 榊原産業　株式会社 焼津市 不動産業/物品賃貸業
241 さかきばら不動産　株式会社 焼津市 不動産業/物品賃貸業
242 消防設備保全　株式会社 藤枝市 建設業
243 株式会社　潤い総研 藤枝市 医療/福祉業
244 株式会社　カナック 藤枝市 製造業
245 株式会社　焼津ミール 焼津市 製造業
246 岡村建設工業　株式会社 焼津市 建設業
247 社会福祉法人　葉月会　特別養護老人ホーム　亀寿の郷 藤枝市 医療/福祉業
248 株式会社　焼津水産振興センター 焼津市 サービス業
249 有限会社　森崎モータース 藤枝市 サービス業
250 株式会社　柳屋本店 焼津市 製造業
251 株式会社　藤田電機 藤枝市 建設業
252 有限会社　小口工務店 藤枝市 建設業
253 株式会社　ヤマナ茶業 焼津市 製造業
254 深澤冷蔵　株式会社 焼津市 交通/運輸業
255 社会医療法人　駿甲会　コミュニティーホスピタル　甲賀病院 焼津市 医療/福祉業
256 株式会社　チューブコーポレーション 藤枝市 建設業
257 株式会社　岡崎建設 藤枝市 建設業
258 株式会社　日央ライン 焼津市 建設業
259 株式会社　焼津精機 焼津市 製造業
260 有限会社　大井食品 焼津市 製造業
261 カネギ東海フーズ　株式会社 焼津市 製造業
262 株式会社エクセルホーム　石窯パン工房パトン　藤枝店 藤枝市 卸売業/小売業
263 株式会社　イシワリ 焼津市 製造業
264 山松水産　株式会社 焼津市 卸売業/小売業
265 スズキ商事　株式会社 焼津市 サービス業
266 株式会社　ウインテック 藤枝市 サービス業
267 有限会社　松本紙器製作所 藤枝市 製造業
268 有限会社　スギヤマテック 藤枝市 製造業
269 有限会社　元貴 焼津市 交通/運輸業
270 以和貴冷熱　株式会社 藤枝市 製造業
271 株式会社　メルシー島田 島田市 医療/福祉業
272 株式会社　マルイリフードサプライ 焼津市 卸売業/小売業
273 株式会社　オリジン・コーポレーション 藤枝市 生活サービス関連業
274 有限会社　欧風和楽 藤枝市 卸売業/小売業
275 株式会社　ビーエスエム 藤枝市 交通/運輸業
276 株式会社　シーピーアール 藤枝市 製造業
277 株式会社　片山建設 藤枝市 建設業
278 鈴木智昭税理士事務所 藤枝市 サービス業
279 株式会社　杉村工務店 藤枝市 建設業
280 株式会社　いちまるホーミング 焼津市 建設業
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281 株式会社　小泉建設 焼津市 建設業
282 株式会社　ウェイ 藤枝市 交通/運輸業
283 有限会社　テクニカル・アイ 藤枝市 製造業
284 オリエント工業　株式会社 藤枝市 製造業
285 株式会社　ソーキナカタ 藤枝市 製造業
286 おおいし歯科医院 藤枝市 医療/福祉業
287 有限会社　藤枝電装 藤枝市 卸売業/小売業
288 ティ・エル・サービス　株式会社 島田市 交通/運輸業
289 株式会社　大井川茶園 焼津市 製造業
290 株式会社　藤衛 藤枝市 サービス業
291 焼津神社 焼津市 サービス業
292 株式会社　ＨＡＰ 藤枝市 医療/福祉業
293 株式会社　伊東建設 焼津市 建設業
294 シオンテック　株式会社 焼津市 建設業
295 株式会社　エム・ケー・エンジニアリング 焼津市 製造業
296 株式会社　イケブン 藤枝市 製造業
297 株式会社　イーケーシー 藤枝市 製造業
298 環境のミカタ　株式会社 焼津市 サービス業
299 パティスリー　ウーブリエ 島田市 卸売業/小売業
300 株式会社　立花ガーデン 藤枝市 建設業
301 株式会社ネイビー 藤枝市 製造業
302 有限会社　丸義ロードサービス 焼津市 サービス業
303 大石康夫税理士事務所 焼津市 サービス業
304 プロポ　株式会社 藤枝市 建設業
305 株式会社　タックベンド 焼津市 製造業
306 株式会社　山七 焼津市 製造業
307 株式会社　グリーンテック 焼津市 製造業
308 株式会社　サンテック 藤枝市 製造業
309 株式会社　倉嶋自動車商会 焼津市 卸売業/小売業
310 株式会社　アイズ・ワン 藤枝市 建設業
311 株式会社　新村組 焼津市 建設業
312 株式会社　クボ土木 藤枝市 建設業
313 岸萬塗装　株式会社 焼津市 建設業
314 明宝電設　株式会社 焼津市 建設業
315 株式会社　コハラ 焼津市 卸売業/小売業
316 株式会社　ナカジマテック 牧之原市 製造業
317 株式会社　サンエス 藤枝市 製造業
318 株式会社 ケンコー 島田市 建設業
319 社会福祉法人　富水会　特別養護老人ホーム第2開寿園 藤枝市 医療/福祉業
320 株式会社　はの字食品 焼津市 製造業
321 (有)協和建設 藤枝市 建設業
322 株式会社　キノシタ 焼津市 卸売業/小売業
323 高洲タイヤ加工所 藤枝市 卸売業/小売業
324 株式会社　リクサス静岡 島田市 交通/運輸業
325 株式会社　アーク東海 島田市中河町 建設業
326 やよい産業株式会社 焼津市 交通/運輸業
327 株式会社　S'PLANT 焼津市 情報通信業
328 株式会社　カーケア東海 藤枝市 交通/運輸業
329 医療法人社団　真明会　田中歯科 島田市 医療/福祉業
330 有限会社　一筋運輸 焼津市 交通/運輸業
331 川建有限会社 藤枝市 建設業
332 税理士法人法理舎 藤枝市 サービス業
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