
芳賀町商工会　会員一覧 令和4年7月14日時点

事業所名 業種

【祖母井】

有限会社田川商店 ガソリンスタンド

祖母井タクシー タクシー業

株式会社小金建設 建築

高坂印房 印鑑

生蕎麦 玉屋 飲食（そば）

玉﨑商店 乳製品卸

佐藤呉服店 衣料品、贈答品

有限会社直井乳業 牛乳卸

理容フクダ 理容

栄自動車鈑金株式会社 自動車部品

有限会社宮川商事 ガソリンスタンド

有限会社小林建材工業 建材

株式会社杉田商店 肥料・米穀販売

有限会社加藤金物店 金物・靴販売

紙屋寿司店 飲食（寿司）

喫茶&パブ　くれよん 喫茶・飲食店

ドリームハウスくろさき 化粧品販売

菓子舗　いねや 菓子製造小売

有限会社稲屋自動車整備工場 自動車修理

有限会社北井酒店 酒小売

有限会社ほそや 生花

斉藤タクシー有限会社 タクシー業

菓子処朝日屋 菓子製造小売

うまいもん処 美よし 飲食

有限会社吉永自動車整備工場 自動車修理

株式会社高橋商事 金物

ビューティサロン青山 美容

さいとう時計店 時計

有限会社糸屋旅館 旅館

酒井洋服店 洋服仕立

安直屋食堂 飲食（そば）

古佐野屋 飲食（和食）

竹石建設株式会社 建設

有限会社マルタ 衣料

株式会社森商店 肥料・米穀販売

株式会社交建 食料品・雑貨

小林電気株式会社 電気工事

いせとう商店 食料品・雑貨

株式会社足利銀行芳賀支店 金融業

真岡信用組合芳賀支店 金融業

金子薬局 薬品・化粧品

宇賀神自転車店 自転車修理販売

有限会社藤沼瓦工業 瓦製造・施工

有限会社岩村家具センター 家具・建具

五月女写真館 写真

有限会社酒清商店 鮮魚

寺門商店 冷菓卸



事業所名 業種

株式会社森百貨店 書籍・文具

磯野理美容店 理美容

パール美容室 美容

サイクルショップ吉田 自転車修理販売

有限会社河内屋旅館 旅館

有限会社川又鉄工所 鉄工所

森写真館 写真

HOW PRETTY!!塩田美容室 美容

ふじや 酒小売

Hand of Angel 飲食（カフェ）

株式会社こだま クリーニング

藤スレート 瓦ふき

小玉電設 電気工事

片岡木工所 建具店

有限会社川又建設 建設

小玉産業株式会社 建築・解体

川又測量設計事務所 測量

ゆう美容室 美容

ヘイコーパック株式会社 紙加工

有限会社小峯自動車工業 自動車修理

株式会社安斎重機サービス 建設機械修理販売

有限会社工藤建設 舗装・土木工事

株式会社日本チャンキー 養鶏

富士セイラ株式会社栃木事業所 金属加工

食堂　ニュー鳥 飲食

芳賀町商販協同組合 共同受注販売

芳賀町プロパンガス協同組合 LPガス共同購入販売

株式会社斎藤工業 熱絶縁工事

ひばりカード協同組合 共同販売事業

有限会社芝三グリーンサービス 造園土木

芳賀町物資納入協同組合 共同販売事業

社会福祉法人こぶしの会　けやき作業所 社会福祉業

ビューロマン観光株式会社 一般貸切旅客

キッチン和京 飲食

金田果樹園 果樹園

特定非営利活動法人ロマンいちば 子育て・町づくり支援

小松建築工業 建設業



事業所名 業種

小玉労務管理事務所 社会保険労務士

サン精機有限会社 機械加工

株式会社たいらや芳賀店 スーパーマーケット

朝日屋菓子店 製菓・製パン

株式会社カワチ薬品芳賀店 小売業

發巳 飲食（ラーメン）

Hair Salon Peace 理容

ベルモック 弁当製造販売

有限会社ファミリー交通 旅客運送業

(水沼　敬史) 建築現場管理

小松建築 建築

芳賀町商工会青色申告会 同業団体

一般社団法人真岡法人会芳賀支部 非営利団体

芳賀町建設業協会 同業団体

建災防芳賀町分会 同業団体

ひまわりリサイクル会 非営利団体

モテナス会　　 同業団体

モテナス芳賀連絡協議会 同業団体

株式会社オベロン芳賀町営業所 看板製作業

ステーキ食堂はやぶさ 飲食（ステーキ）

祖母井神社　 神社

成田工業 インターロッキング工事

川上接骨院 柔道整復師

内藤電気保安管理事務所 電気保安管理業

美容室COCO 美容

そば割烹下野はが 飲食（そば）

株式会社フレッシュあい芳賀店 クリーニング

黒﨑興業 建築（とび）

塙工業 建設、解体

天鳳樓 飲食（中華）

フラワーヒルズ芳賀店（㈲マーサーズ） 生花小売

TYC コンサルティング業

貝出汁中華そば　芳 飲食（ラーメン）

セブンイレブン芳賀祖母井店 コンビニエンスストア

【稲毛田】

山本材木店 建築

山本電機 電気製品

サクライ建築 建築

早川魚店 鮮魚・食料品販売

水沼建設 建築

豊田板金工業 建築板金

平野工務店 建築

ますや呉服店 衣料品・呉服

株式会社芳賀精機 精密機械製造

ヘアーサロン　カナシキ 理容

J.Sコンヴィニエント 清掃業

有限会社ドンカメ 農業

セブンイレブン芳賀祖母井東店 コンビニエンスストア



事業所名 業種

【上延生】

株式会社平石工業 土木

関本塗装 塗装業

芳賀町ロマン開発株式会社 温泉センター

スマイルサービス 産業廃棄物処理

富 飲食（やきとり）

岩崎農園 農業

NK CERAMICA 製陶業

【下延生】

株式会社大津屋呉服店 衣料品・呉服

有限会社トーキヤ 設備・水道工事

株式会社井筒屋 自動車修理

城興寺 寺院

株式会社ホリウチ石材 石材工事一般

伊佐野自動車整備工場 自動車板金塗装

循環システム研究会 農業

かたおかでんき 電気工事

（大根田貞夫） 農業（花キ）

【与能】

フクダヤ時計店 時計

和食処　てつか 飲食（和食）

田加久 飲食（和食）

有限会社熊谷自動車 自動車板金塗装

アドバンス 歯科技工士

直井内装 内装業

秀明進学塾 学習塾・そろばん

株式会社日本水泳振興会芳賀事業所 サービス業

匠工業　 外構工事・左官

【下高根沢】

有限会社鈴木油店 ガソリンスタンド

ローズ美容室 美容

有限会社小堀商会 電気通信設備

有限会社大林 衣料

有限会社石川魚店 飲食（和食）

アキヤマ農機 農機具販売

沼能酒店 酒・食品小売

有限会社里川 飲食店・たばこ

理容おおやま 理容

有限会社栃木設計 建築設計管理

ケィ・ティ・エンジニアリング 機械設計

有限会社鈴木建材工業 土木建設業

有限会社阿久津金型製作所 金型製作

はが乃家 飲食

本田技研工業株式会社　四輪事業本部ものづくりセンター 内燃機関研究開発

株式会社オートテクニックジャパン 自動車運転テスト

やなぎだ歯科クリニック 歯科医院

株式会社森島工芸 看板業

美容室　ミューゼ 美容

ひろた動物病院 動物病院



事業所名 業種

株式会社桧山工業宇都宮営業所 管工事

かつまる 飲食（とんかつ）

株式会社アール空設 空調設備

味都 飲食（和食）

有限会社野中塗装 塗装業

株式会社伊藤園 飲料販売

有限会社岡本工務店 建設業

有限会社黒﨑乳業 酪農業

(小野　朝次郎） 不動産賃貸

株式会社小柳電設 送電線工事

真岡食品衛生協会　芳賀町分会 同業団体

ミヤタ 太陽光発電

古賀洋菓子店（㈱S＆E） 菓子製造小売

菅又電気 電気工事

ブラウンベア 木工業

穐山農園 農業

京料理とおばんざいの店　ひなた 飲食（京料理）

セブンイレブン芳賀三日市店 コンビニエンスストア

有限会社菅又商店 農業資材卸

株式会社サングランド 不動産業

Flower Salon 87coco 花教室、販売

合同会社HRC 飲食業コンサルタント

整体＆BodyCare"My" 整体業

イシバシ工房 飲食業（キッチンカー）

【芳志戸】

清水屋菓子店 菓子製造小売

黒崎商店 各種小売

落合鉄工所 鉄工所

有限会社綱川工務店 建築

株式会社手塚土建 土木工事

理容山川 理容

黒崎建築 建築

板橋クレーンリース リース業

有限会社芳賀住建 建材業

山野愛子　どろんこ美容COCO　 エステサロン・教室

加藤梨園 農業・学習塾　他

幼保連携型　認定ひばりこども園 認定こども園



事業所名 業種

【八ツ木】

若狭建築 建築

有限会社コボリモードカンパニー 縫製

有限会社大栄ハウジング 建築

ヘアーサロンおおばやし 理容

関矢家具建具店 家具・建具

有限会社斎藤工業 金属加工

コボリ工務店 工事

パティスリー　アルエット 菓子製造小売

綱川空設 空調設備

有限会社サンクリエイト 輸送用機械器具製造

【上稲毛田】

羽石家具建具店 家具・建具

大島建築 建築

加藤石材店 石材

黒崎魚店 鮮魚・食料品販売

有限会社黒崎土建 基礎工事

手打ちめん工房　ひろき 麺類製造販売

黒﨑工務店 建築

【給部】

有限会社小林石材店 石材

彩 飲食店

有限会社現代屋 水道・電気工事

株式会社武蔵野リース ゴルフ場

【東水沼】

有限会社小玉製作所 プラスチック加工

有限会社鈴木自動車整備工場 自動車修理

吉川工務店 建築

小松屋商店 食料品・衣料

和久畳店 畳製造

ヘアーサロン　スウェル 理容

有限会社大根田建築工業 建築

太美城興業有限会社 塗装業

うえーぶはうすミルキィ 美容

板橋歯科技工所 歯科技工士

株式会社和泉造園 造園業

秋山内装 内装業

ケイティ製作所 一般溶接加工業

有限会社葵興業 一般土木

(福田　智彦) アパート経営

(石下　真吾)

(手塚　郁) 農業（園芸）

庭工房　隼 外構工事

カフェ　ミクマリ 飲食店

髙橋電設 サービス、建設

大永工業 エクステリア業

エス・イー内装 内装業

crep Uraomote 飲食業



事業所名 業種

【西水沼】

三菅自動車整備工場 自動車修理

小川家具センター 家具販売

板橋家電 電気製品

大山園 造園業

有限会社塩田屋百貨店 衣料品販売・ガソリンスタンド

やまぐち薬局 衣料・化粧品

おしゃれサロン　ブローネ 美容

岡田農機具店 農機具販売

ヘアーステーションBE BE 美容

有限会社荒井ボーリング ボーリング

安井酒店 酒小売

有限会社石井電機工業 電気工事

塩田歯科医院 歯科医院

小林輪業 自転車修理販売

桜井建築 建築

小沼設計事務所 建築設計

有限会社ヤマト 金庫設置

理容　ツシマ 理容

有限会社渡辺断熱 断熱板金工事

株式会社吉野工業所宇都宮工場 プラスチック加工

TMKエレクトロニクス 電器部品加工

板橋石材店 石工

株式会社沼野建設 建設業

有限会社荒井農園 米集荷業

宗教法人天満宮 神社

miimo hair and faciol 美容

セブンイレブン芳賀西水沼店 コンビニエンスストア

【西高橋】

有限会社岸工業 土木・建築

マミー理容室 理容

菅谷豆腐店 豆腐製造

有限会社荒井商店 製麺・精米

阿久津モータース 自動車修理

植木酒店 酒・食料品販売

インテリア山本 内装

おおたつ建築 建築

大関建築 建築

堀江理容 理容

直井左官 左官

島田商会 農機具販売・修理

新高テック株式会社 空調設備

(島田　昌宏) 農業（稲作）

有限会社シードマン タイヤホイール販売

大根田建築 建築



事業所名 業種

【東高橋】

北井酒店 酒・食料品販売

戸祭建設株式会社 建築

松山建築 建築

小林商店 酒・食料品販売

小林電機 電気製品

関本畳店 畳製造

塩沢表具内装店 表具・内装

株式会社藤観光バス 旅客運送業

ロマン農園 農業（ニラ等）

エヌエヌ商事株式会社 一般貨物運送業

【芳賀台】

池田興業株式会社宇都宮支店 建設・貨物取扱業

株式会社ホンダテクノフォート 運転テスト業

株式会社栗崎歯車製作所 精密歯車製作

有限会社岡田自動車鈑金 自動車鈑金

株式会社日高精機 自動車部品

SBSロジコム株式会社 運送業

株式会社エフテック　芳賀テクニカルセンター 自動車部品研究開発

柳下技研株式会社 精密部品加工

ホンダ開発株式会社　栃木事業部 不動産・保険代理業

日東化工機株式会社栃木工場 一般産業用機械装置製造

山王テック株式会社 情報処理

三菱UFJ信託銀行　栃木芳賀センター 金融業

東上ガス株式会社　栃木支店 プロパンガス製造販売

山本建設株式会社　東部営業所 建設業

株式会社オークコーポレーション 製函梱包業

株式会社三共電気商会 電気工事業

東鉄運輸株式会社 運送・倉庫業

山崎設備株式会社 管工事業

東洋ビューティ株式会社　宇都宮工場 化粧品製造業

株式会社リブドゥコーポレーション　栃木芳賀工場 紙おむつ製造

ジェーピーエス製薬株式会社　栃木工場 医薬品製造

協永堂印刷株式会社 印刷業

株式会社ホットライナー 一般貨物運送業

清光電子株式会社 製造業

ジェイアールバス関東株式会社　宇都宮支店 旅客自動車運送

サンクーレル株式会社 一般貸切旅客運送事業

とちぎコープ生活協同組合 生協の宅配事業

【その他】

有限会社朝日ビニール加工場 ビニール加工

株式会社宮崎工作所 カメラレンズ加工

塩沢建築 建築業

JFEソーラーパワー芳賀株式会社 電気業

株式会社インターセック 警備業

株式会社エースステージ イベント設営

株式会社ダイサン 印刷業

接骨　菊田 柔道整復


