
　　　　　敬称略・順不同

令和４年９月３０日現在 ２，０４７，０００円

　　３０，０００円

(株)伸共 (株)サンリツ (株)エスケー・コンポスト

菊池産業(株) (有)正気屋商会 (医)小沼内科胃腸科クリニック

(株)ウォーターエージェンシー (株)オカモト

　　２０，０００円

(株)創建 (株)フジ建設 金子メディックス(株)

　　１５，０００円

(有)熊田工業 はらクリニック (有)横内電機商会

(株)谷黒組 (株)敷島ファーム (株)おまかせオート石川

(医)修心会さいとうクリニック トーモク(株)ホームケア事業部 (有)測新

(株)ジーワン (医)湘風会 (株)むつみコーポレーション

(株)佐藤設備

　　１２，０００円

(有)相馬自動車商工 黒磯いずみ幼稚園認定こども園 (株)相互企画

二宮木材(株) (株)愛ジャパン (有)那須鉄工

(株)ケービールーフ工業

　　１０，０００円

雲照寺 (有)小林モータース 丸山重機(株)

黒磯観光タクシー(株) (有)那須クリーン マテック(株)

(株)八木沢自動車販売 (有)扇屋建設 (有)黒磯製作所

(株)塩那森林サービス (有)水工技研 (株)塩原屋

東関測量(株) (株)長沢建設 阿部衣裳店

(有)小阪製作所 (株)開窓 (労務)鈴木社労士事務所

令和４年度那須塩原市社会福祉協議会

特別会員にご加入いただいた企業・事業所等の皆様をご紹介いたします

みなさまからの会費は自治会主体の地域福祉活動やボランティア活動の
補助金など地域福祉活動の事業費に充てられます



(有)塚下自動車整備工場 (有)ポート・ワン 石川建設(株)

(有)俊電社 北関東環境開発(株) (株)久保重機建設

(株)島田建築 (有)中屋金四郎商店 (有)中山総樹園

(株)那須ビジョン (有)レ・グレン・K (有)北部工業

(株)ソエヤ金属工業

　　９，０００円

(一社)心桜福祉会 なべかけ整骨院 栃木県北アスコン(株)

大和田税理士事務所 (医)健真会大島内科小児科医院 (株)ツカサ・シャトレーゼ西那須野店

共英測量(株) (株)大正堂 (有)那須総合防災センター

金井運送(株) (株)ユーユー商会 マドリエ那須塩原

(有)玉木商店 鈴木電機(株) (株)太田建設

福田建設(株) 深谷建設(株) (株)三和住宅

(医)聖慶会せきぐち歯科医院 USUI工務店(株) (有)相馬建設

　　６，０００円

那須車輌整備(株) しんたくレディースクリニック 佐藤建材工業(株)

礒歯科医院 (株)秋元設計 佐藤自動車整備工場

大谷畳店 (株)永山木材 (有)荒井板金塗装工業

富士発條(株) (有)タマノアニマルクリニック (有)やつか商店

宇都宮ヤクルト販売(株) (医)俊紅会那須高原クリニック 中江歯科医院

(株)ブリヂストン (有)那須金属 (有)扇運送店

(医)修英会中川医院 (有)和氣工業

　　５，０００円

司法書士平山明 おこの味亭 (株)髙木ペイント工芸

　　３，０００円

(株)足利銀行黒磯支店 (有)小池組 日瀝道路(株)県北営業所

寿山荘ブランチさきたま (有)宮本運輸 幸乃湯温泉(株)

酪農とちぎ農業協同組合那須高原支所 ふるさとにしなす産直会 電源開発(株)水力発電部東日本支店沼原事務所

コウキュウ建設(株) 小規模多機能ホームよろずや (医)金澤医院

(株)川合ネームプレート製作所 中華料理幸楽苑 (有)マルミ工芸

小出チップ工業(有) (株)地熱工業 (株)大森

(有)新那須開発 (有)大野茶店 那須信用組合黒磯支店

立川堂鍼灸整骨院 ライフサポート遊歩（短期入所） (株)KMクリニック

齋藤恵子税理士事務所 つき邑 ライフサポート遊歩（通所介護）



(株)東陽宅建 (有)常盤鋼業所 (有)白塩舎

戸崎輝海税理士事務所 塩原温泉旅館協同組合 日本レジャー開発(株)

みずぬまクリニック 小島政博税理士事務所 大竹薬局

(有)サンフィール企画 (株)テクノ産業 やしお観光バス(株)

(株)ナカリュウ (有)相馬運輸 大田原信用金庫西那須野支店

(有)三鈴堂 (有)塚田鉄工 根田屋商店

那須トレーニングファーム (株)アルファ 西那須野幼稚園

日野金属産業(株)栃木営業所 (株)荒井モータース 那須箒根酪農業協同組合

(有)進和建設工業 (有)ハヤシモータース (株)かんすい苑覚楽

(有)ミクニワークス栃木支社 (株)ムロイハウジング (有)鈴川商店

(株)HITEC 黒磯綜合食品卸売(株) (福)エルム福祉会

九峰工業(株) (株)那須板金工業 (特非)ワーカーズコープのはら園

(株)星野アルミ建材 鏑木電気工事(有) (株)ケンサイ

コモリ印店 那須信用組合本店営業部 ケアプラザはつはる

デイサービスきずな (株)植竹虎太商店 カーアカデミー那須高原

川崎屋商事(有) (有)デイリーダイレクト (株)トープラテクノ

(有)川崎屋運送 (株)トラスト精密 (株)三島電気工事

(有)讀商 アースプラン(株) (有)新井衛生社

(株)佐藤光機製作所 永田動物病院 (有)蜂須賀石材店

(有)井上鉄工所 (有)日光建具サッシ製造所 (株)ダイユー

(株)半田設計事務所 (福)京福会ケアタウン安暮里 (福)京福会デイサービスセンター安暮里

(福)京福会グループホーム安暮里 (医)京愛会黒磯病院 (有)小室建設

(有)白崎畜産 (株)真田ジャパン 大村紙業(株)栃木事業部

青木ゴルフパーク (有)竹井新聞店 栃木県北車検センター協同組合

(株)星古物店 西村青果店 手塚石材店

(有)東栄プロパン (有)リサイクル黒磯 ZAPP黒磯

ZAPP西那須野 なでしこ薬局東三島店 (株)渡辺美智雄経営センター

(有)上吉原モータース 認定こども園マロニエ幼稚園 (有)近代ビルサービス

(医)渡部医院 栃木県西那須野自動車学校 (有)クボ

(有)橋本家畜診療所 ますぶち旅館 大和車輛整備(有)

(有)大金電機商会 (有)人見油店 (株)サンリッチスズキ

田代電気管理事務所 小野岡塗装(株) 那須製紙(株)

(有)那須緑地 西那須野商工会 那須塩原市商工会塩原支部

那須塩原市商工会箒根支部 (有)宅老所永寿庵 新生酪農(株)

(特非)バリアフリー総研希望の里にしなすの (株)三川燃料店 (株)IMWホースサプライ黒磯支店

(特非)キッズシェルター (有)ほずみ萬樹園 前田電設(株)

(福)誠心会特別養護老人ホーム那須順天荘 印南歯科医院 那須野農業協同組合

(株)ダスキン栃北 大田原歯科医院 (福)京福会ケアハウスハッピーオーシャン

那須ヘルスセンター(株) 手塚電化サービス 植木労務管理事務所

(有)リモコン電機 らくらくサポートセンター (有)しのぶや

栃木県酪農業協同組合 SUZUの森café (株)ユニオン電子



(株)マルタカ産業 ポニー薬局黒磯店 西那須野内科循環器科クリニック

(株)医療福祉人財センター (株)ユニテク NECプラットフォームズ(株)

(有)那須アカデミー牧場 (有)多摩装美社 栃木トヨペット(株)西那須野店

ミツイ商事(有) (株)アート工測 (株)江連電機

(福)清幸会セルプあじさい (株)晃和ビル管理センター (株)エルコア

藤倉商事(株) (有)田建 北栄建設(有)

(有)栃木北部運送 (有)北斗プラン 和光メガネ那須塩原店

(株)和光 和光メガネ黒磯本店 和光メガネMEGAドン・キホーテ黒磯店

(株)野田新聞販売 乃木神社 (株)那須技研

ビューティ睦美 (有)後藤プロパン商店 長谷川建設(株)

フルヤ工業(株) (株)ウィルフーズ (有)小林農産

金子木材(有) (株)TAKKさくらハウス (特非)障害者・児トータルサポートセンター空

カクヤス商販(株) 阿久津商事(有) (有)竹内油店

(有)三美建設 (有)東那須ゴルフ練習場 (特非)子育てほっともっと

(有)関東プロパンガス商会 (株)松村自動車商会 (株)小出熱機工業

(医)健和会緑の杜クリニック (株)バンテック ヨークベニマル那須塩原店

(株)シマヨシ 横尾電気商会 (特非)バリアフリー総研希望の里みどり

(特非)バリアフリー総研希望の杜さんわ (有)八州 アイ会計事務所那須塩原支店

(株)黒磯中央自動車学校 泉房好建築設計事務所 (株)大向電設

黒磯新建材(株) 虹ヶ丘認定こども園 国際医療福祉大学病院

東レ(株) 美食工房ラトリエ・ムシュー (株)アイ電子工業黒磯事業所

(株)ファミリーエクスプレス 那須塩原市商工会 (株)ウエタケ

(有)藤原設備 (株)アグリパル塩原 うすい美容室

(有)柏電機 三井労務管理事務所 (株)ハニー牧場

(株)フケタ設計那須営業所 (医)博愛会菅間記念病院 (有)ぴっころもんど

那須自動車学校 (株)鈴屋 セブンイレブン那須塩原島方店

(株)生駒組 特別養護老人ホームあじさい苑 日清丸紅飼料(株)

(株)万建設興業 特別養護老人ホームさちの森 指定通所介護事業所さちの森

特別養護老人ホーム寿山荘 (有)朝霞エレクトロ 佐藤酒店

(株)横山リビング (有)まじま荘 (株)サクシード

(株)パン・アキモト (株)赤川索道 (株)キャル

(株)那須電設 (株)泉谷興業 (株)那須環境技術センター

(有)小貫光学工業所 須田医院 (有)陽北電器商会

黒磯工業(株) 小規模多機能型居宅介護事業所よろずや三島の杜 (有)石沢モーターワークス

(有)池上ストアー (株)那須精機 (有)アサノトラベル

(株)タカダ 日藤自動車工業(有) (有)田代油店

(有)カネゴ建設 なすの斎場グループ (株)クリエートインターナショナル

(株)伸光製作所 (有)石川商店 (株)プレテックエンジニアリングエスエフ

(有)柿崎重機興業 すぎのこ三島幼稚園 (有)イナバ

㈱高林精機製作所黒磯工場 ㈱ダイコー建設 グリコマニュファクチャリングジャパン（株）那須工場

㈱交通建設 ㈲笹沼自動車販売 ㈱HOWA栃木


