
事業者名 〒 本店所在地 事業所所在地 業　種

1 株式会社ちば製作所 437-1602
神奈川県高津区坂戸3丁目2番1号
かながわサイエンスパーク西棟509B

御前崎市比木1911-1 輸送用機械器具製造業

2 株式会社荒畑園 421-0407 牧之原市布引原257 牧之原市布引原257 茶の製造・販売

3 新生プラント株式会社 437-1612 御前崎市池新田1572-5 オルネD棟 御前崎市池新田1572-5 オルネD棟 建設業

4 落合刃物工業株式会社 439-0037 菊川市西方58 菊川市西方58 製造業

5 株式会社　日本拓志工業所 437-1604 御前崎市佐倉2060-4 御前崎市佐倉2060-4 建設業

6 株式会社　勝栄 437-1622 御前崎市白羽8513-3 御前崎市白羽8513-3 製造業

7 株式会社　エフエフ住宅 436-0048 掛川市細田293 掛川市細田293 総合建設業

8 株式会社　長尾レッカー 437-1604 御前崎市佐倉1041-1 御前崎市佐倉1041-1 建設業

9 社会福祉法人　草笛の会 437-1521 菊川市上平川７番地の１ 菊川市上平川７番地の１ 社会福祉業

10 川口興産株式会社 437-1622 御前崎市白羽3973 御前崎市白羽3973 機械器具製造業

11 水野建設工業株式会社 421-0501 牧之原市東萩間2918-2 牧之原市東萩間2918-2 建設業

12 丸啓鰹節株式会社 437-1622 御前崎市白羽5808 御前崎市白羽4050-8 食品製造業

13 丸山製茶株式会社 436-0016 掛川市板沢510-3
東京営業所　　東京都墨田区錦糸1-7-15
T’Zビル錦糸町２F

荒茶再製販売

14 株式会社藤本組 436-0114 掛川市高田149-1 掛川市高田149-1 総合建設業

15 株式会社キャタラー 437-1412 掛川市千浜7800番地
本社）掛川市千浜７８００番地
研究開発センター）　磐田市下野部1905-10

輸送用機械器具製造業

16 池新田クレーン株式会社 437-1612 御前崎市池新田7809-1 御前崎市池新田7809-1 建設業

17 社会福祉法人賛育会　東海清風園 437-1612 東京都墨田区大平３丁目１７番８号 御前崎市池新田4094 福祉

18 阿南重工業株式会社 437-1612 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町７番１０号 御前崎市池新田4200-1 建設業

19 株式会社増田組 437-1611 御前崎市新野868番地の２ 御前崎市新野868番地の２ 建設業

20 株式会社フルカワ 437-1621 御前崎市御前崎4401-8 御前崎市御前崎4401-8
給排水衛生設備工事
プロパンガス小売

21 株式会社沖開発 439-0023 菊川市三沢119番地 菊川市三沢119番地 総合建設業　不動産業

22 株式会社加藤組 421-0422 牧之原市静波1637番地 牧之原市静波1637番地 建設業

23 株式会社ユキトシ 437-1622 御前崎市池新田3843-11 御前崎市池新田3843-11
建築業（天然木リノベーション
専用）

24 株式会社静岡カントリー浜岡コース 437-1615 島田市船木3500 御前崎市門屋2070-2 ゴルフ場・ホテル事業

25 社会福祉法人掛川社会福祉事業者 436-0043 掛川市大池648番地 掛川市大池648番地 高齢者福祉事業

26 ウシオケミックス株式会社 437-1302 掛川市大渕字前浜1456-369 御前崎市合戸2252-1 化学薬品の製造

27 戸塚建設株式会社 437-1413 掛川市国安837-2 掛川市国安837-2 総合建設業

28 東海工業株式会社 437-1422 掛川市海戸460 掛川市海戸460 製造業

29 川﨑工業株式会社 439-0031 菊川市加茂1131番地 菊川市加茂1131番地 輸送用機械器具製造業

30 浜電工業株式会社 437-1413 掛川市国安905-5 掛川市国安24-26 電気設備工事業

31 株式会社大平薬局 421-0523 牧之原市羽津3-28 牧之原市羽津3-28 薬局

32 中遠環境保全株式会社 436-0004 掛川市八坂317番3 掛川市八坂317番3

廃棄物処理業、浄化槽保守点検
業、浄化槽清掃業、自動車整備事
業、給排水設備・下水設備・水道
設備工事業

33 双和プラスチック工業株式会社 421-0523 牧之原市羽津1313-8 牧之原市羽津1313-8 プラスチック真空成型

34 株式会社本杉製作所 421-0512 牧之原市大江1406-2 牧之原市大江1406-2 製造業

35 御前崎港運株式会社 437-1623 御前崎市港6129-1 御前崎市港6129-1
港湾荷役業倉庫業
利用運送事業

36 光誠工業株式会社 421-0514 牧之原市菅ケ谷336-1 牧之原市菅ケ谷336-1
製造業
（プラスチック製造加工業）

37 株式会社サン自動車 437-1622 御前崎市白羽2237-7 御前崎市白羽2237-7 自動車販売・修理・保険

38 菱電旭テクニカ株式会社 437-150 菊川市川上930-1 菊川市川上930-1 製造業

39 株式会社するが加工 437-1622 御前崎市白羽5519-17 御前崎市白羽5519-17 ティーバッグ加工

40 株式会社ホンダカーズ駿河 439-0031 菊川市加茂544-1 菊川市加茂544-1 小売業

41 株式会社おいもや 437-1302 掛川市大渕9641 掛川市大渕9641
干し芋、さつま芋スイーツの
インターネット通信販売

御前崎市リターン就職応援プロジェクト賛同事業者の皆さま　



42 株式会社冨士ネーム 439-0031 菊川市加茂1110番地の7 菊川市加茂1110番地の7 製造業

43 株式会社遠興 437-1301 掛川市横須賀1409番地の2 掛川市横須賀1409番地の2 卸売・小売業・建設業

44 釘ケ浦建設株式会社 421-0422 牧之原市静波755番地の1 牧之原市静波755番地の1 総合建設業

45 オルガノサイエンス株式会社 437-1613 御前崎市合戸2125-1 御前崎市合戸2125-1 化学薬品の製造

46 島田掛川信用金庫 436-0028 掛川市亀の甲二丁目203
御前崎市御前崎111-3
御前崎市池新田3945-1　　　他

金融業

47 株式会社山本製作所 436-0341 掛川市倉真3781-1 掛川市倉真3781-1
自動車用ワイヤーハーネス加
工

48 株式会社中遠熱処理技研 436-0083 掛川市薗ケ谷840番地の1 掛川市薗ケ谷840番地の1 輸送用機械器具製造

49 株式会社邦和工業 436-0083 掛川市薗ケ谷900-1 掛川市薗ケ谷900-1 金属塗装

50 株式会社エノテック 421-0414 牧之原市勝俣1589 牧之原市勝俣1589 生産用機械器具　製造業

51 株式会社榛南自動車学校 421-0421 牧之原市細江1731 牧之原市細江1731 自動車教習所

52 カツマタ自動車販売株式会社 421-0421 牧之原市細江2036番地-1 牧之原市細江2036番地-1 自動車販売・修理業

53 社会福祉法人牧ノ原やまばと学園 421-0412 牧之原市坂部2151-2 牧之原市坂部2151-2　　他 高齢者介護・障碍者福祉

54 サンコー精産株式会社 421-0502 牧之原市白井622-14 牧之原市白井622-14 製造業

55 社会福祉法人未来 436-0227 掛川市家代の里1丁目5-1 掛川市家代の里1丁目5-1 社会福祉事業

56 株式会社藤田鉄工所 436-0076 掛川市塩町1番地の1 南工場　掛川市久保二丁目1番1号 輸送用機械器具製造業

57 学校法人くるみ学園 436-0056 掛川市中央二丁目18番地の5 掛川市中央二丁目18番地の5 学校(私立）

58 株式会社フェロー鋼業 437-1622 御前崎市白羽491 御前崎市白羽491 鉄骨建築業

59 株式会社三善 436-0074 掛川市葛川1096番地の1 掛川市葛川1096番地の1
スーパーマーケット
食品販売

60 和興産業株式会社 437-1502 菊川市古谷563-1 菊川市古谷563-1
プラスチック真空成型製品製
造業

61 株式会社クレファール 437-1603 御前崎市宮内266-25 御前崎市宮内266-25 調剤薬局

62 株式会社川島組 436-0042 掛川市二瀬川4番1号 掛川市二瀬川4番1号
総合建設業
宅地建物取引業

63 フジオーゼックス株式会社 439-0023 菊川市三沢1500-60 菊川市三沢1500-60 輸送用機器

64 オプティマイズ株式会社 437-1621 御前崎市御前崎114-21 御前崎市御前崎114-21 業務請負業

65 株式会社ジョブサポート 437-1621 御前崎市御前崎114-21 御前崎市御前崎114-21 労働者派遣業

66
株式会社KTSホスピタリティ
掛川グランドホテル

436-0028 掛川市亀の甲1-3-1 掛川市亀の甲1-3-1 宿泊業

67 株式会社NTN御前崎製作所 437-1604 御前崎市佐倉4681番地の3 御前崎市佐倉4681番地の3 製作所

68 御前崎プラスチック株式会社 437-1621 御前崎市御前崎79-22 御前崎市御前崎79-22 プラスチック製品製造業

69 株式会社うおとも 421-0532 牧之原市地頭方1581-50 牧之原市地頭方1581-50 サービス業

70 株式会社やまま満寿多園 437-1601 御前崎市上朝比奈1687 御前崎市上朝比奈1687 緑茶製造販売

71 エイケン工業株式会社 437-1615 御前崎市門屋1370番地 御前崎市門屋1370番地 輸送用機械器具製造業

72 藤浦工業株式会社 421-0414 牧之原市勝俣1334-1 牧之原市勝俣1334-1 プラスチック射出成形業

73 松下金属工業株式会社 436-0011 掛川市満水1000-7 掛川市満水1000-7 自動車部品製造

74 山本電機株式会社 421-0414 牧之原市勝間684-3 牧之原市勝間684-3 設計・製造

75 有限会社水野エレクトロニクス 437-1621 御前崎市御前崎60番地の26 御前崎市御前崎60番地の26 製造業

76 エルアンドビー総合保険株式会社 437-1621 御前崎市御前崎103-56 御前崎市御前崎103-56 保険代理店業

77 株式会社西島土木 437-1611 御前崎市新野811の1 御前崎市新野811の1 建設業

78 株式会社ダイシン 421-0403 牧之原市中1346番地1 牧之原市中1346番地1 自動車小型部品の成形、組立

79 株式会社山下工業研究所 437-1402 掛川市中方656 掛川市中方656 金属製品製造業

80 株式会社マルマ 437-1614 御前崎市塩原新田1146 御前崎市塩原新田1146 製造業

81 社会福祉法人白翁会 439-0005 菊川市潮海寺682-1 菊川市潮海寺682-1 介護・福祉事業

82 増田工業株式会社 421-0502 牧之原市白井622-17 牧之原市白井622-17 製造業

83 イトウシャディ株式会社 437-1612 牧之原市波津828-1 御前崎市池新田5832-1イオンタウン浜岡内 小売業

84 中部電力株式会社 461-0006 名古屋市東区東新町1番地 名古屋市東区東新町1番地 電気業

85 株式会社テクノ中部 437-1604 名古屋市港区大江町3番12 御前崎市佐倉5561 その他サービス

86 中電防災株式会社浜岡総合事業所 437-1604 愛知県名古屋市港区楽2丁目5番13号 御前崎市佐倉5561 警備・防災業

87 港建設株式会社 437-1622 御前崎市白羽7262番地の5 御前崎市白羽7262番地の5 建設業

88 有限会社戸塚組 437-1611 御前崎市新野596-1 御前崎市新野596-1 建設業



89 株式会社野川商店 437-1613 御前崎市合戸2571-3
浜岡バイパス給油所：御前崎市池新田
桜ケ池給油所：御前崎市佐倉

ガソリンスタンド

90 鈴与御前崎荷役サービス株式会社 437-1623 御前崎市港6129-1 御前崎市港6129-1 総合物流業

91 株式会社木村鋳造所　御前崎製作所 411-0905 駿東郡清水町長沢1157 御前崎市門屋1番地 銑鉄鋳造業

92 静岡県労働金庫 420-0851 静岡市葵区黒金町5-1 掛川市大坂405-2 協同組織金融業

93 日弘ビックス株式会社 103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-8
田源ビル6階

御前崎市池新田8022-1
池新田工業団地

製造業

94 株式会社鈴木鉄工所　御前崎工場 426-0037 藤枝市青木2丁目10-25 御前崎市白羽254 製造業

95 株式会社榛原電業 437-1622 御前崎市白羽5711-5 御前崎市白羽5711-5 建設業

96 栗田産業株式会社 422-8071 静岡市駿河区豊原町3番6号 御前崎市池新田8557 鋳造業

（令和４年８月現在　９６社）


