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50音順　会員企業一覧

加盟協議会
業　　種掲載頁名　　称

環境光医療機器航空宇宙自動車
●●●●金属製品製造業70アークテック　株式会社あ

●その他338株式会社　アーネストエキスパートサービス
●－－あ〜るえす　株式会社

●●●●電気機械器具製造業192株式会社　アール・ティー・シー
●－－株式会社　アーレスティ栃木

●●●金属製品製造業71株式会社　アイ・シイ・エス
●●●電気機械器具製造業193株式会社　アイ電子工業

●その他339株式会社　アイファ電気商会
●その他340株式会社　アイ・レック
●●●金属製品製造業72有限会社　愛和精密製作所

●－－アインズ　株式会社
●●●－－株式会社　青木製作所

●●●●●一般機械器具製造業120有限会社　青柳製作所
●－－青山特殊鋼　株式会社　宇都宮営業所

●その他の製造業302アキレス　株式会社
●－－有限会社　アクティブスターズ

●－－有限会社　アクリート
●●－－株式会社　アグリフォース

●精密・医療機械器具製造業274朝野エンジニアリング
●窯業・土石製品製造業56朝日分光　株式会社

●●－－麻布成形　株式会社
●金属製品製造業73アジア熱処理技研　株式会社

●●●－－アシザワ・ファインテック　株式会社　微粒子技術研究所
●●その他の製造業303安達成型所

●－－アプリハウス　株式会社
●鉄鋼業、非鉄金属製造業62株式会社　アムテック

●●●一般機械器具製造業121株式会社　アヤラ産業
●●その他の製造業304荒川技研　株式会社

●●●●ソフトウェア業330株式会社　アンサリードシステム　宇都宮システムセンター
●ソフトウェア業331株式会社　アンシブル
●●電気機械器具製造業194株式会社　イーアンドエムい

●●－－株式会社　EFJ
●－－有限会社　飯島製作所

●－－株式会社　飯野製作所
●－－イオン化学　株式会社

●金属製品製造業74株式会社　生澤製作所
●－－株式会社　池田理化

●輸送用機械器具製造業218株式会社　イケヤフォーミュラ
●●●●一般機械器具製造業122株式会社　石井機械製作所

●金属製品製造業75石川ガスケット　株式会社
●●その他341石川興産　株式会社

●鉄鋼業、非鉄金属製造業63石橋理化工業　株式会社
●一般機械器具製造業123株式会社　石原技研
●－－いすゞ自動車　株式会社　栃木工場

●－－株式会社　板垣製作所
●一般機械器具製造業124有限会社　糸井製作所

●一般機械器具製造業125イトウ工業　株式会社
●－－株式会社　伊藤製作所

●●●●●一般機械器具製造業126株式会社　井上製作所
●一般機械器具製造業127株式会社　iwaoコーポレーション

●一般機械器具製造業128株式会社　岩崎鉄工所
●－－岩野金型　株式会社

●－－株式会社　岩舟鉄工
●その他342株式会社　イングス

●一般機械器具製造業129ウエサワワークス　株式会社う
●－－上野工業　株式会社　栃木工場
●－－株式会社　上広製作所

●－－株式会社　ウェブネットテクノロジー
●一般機械器具製造業130宇都宮機器　株式会社

●－－宇都宮機工　株式会社
●金属製品製造業76宇都宮興業　有限会社

●●●一般機械器具製造業131宇都宮精機　株式会社
●－－有限会社　ウナイ
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50音順　会員企業一覧

加盟協議会
業　　種掲載頁名　　称

環境光医療機器航空宇宙自動車
●－－株式会社　エイチワン　烏山工場え

●－－HCCソフト　株式会社
●電気機械器具製造業208株式会社　栄電舎　那須営業所

●輸送用機械器具製造業219株式会社　エイム
●精密・医療機械器具製造業275株式会社　ALT

●輸送用機械器具製造業220エーシーエム栃木　株式会社
●窯業・土石製品製造業57AGCオートモーティブウィンドウシステムズ　株式会社
●－－有限会社　エービーエス

●電気機械器具製造業195APCエアロスペシャルティ　株式会社
●化学工業46株式会社　エコツー技術研究所

●輸送用機械器具製造業221江崎工業　株式会社
●－－株式会社　SRK

●－－株式会社　エスケイ
●－－エスペック　株式会社

●－－株式会社　エヌ．イー．エス
●●●輸送用機械器具製造業222株式会社　エヌ・エステクニカル

●－－NT音振動計測　株式会社
●●－－株式会社　エネルギー応用技術研究所

●輸送用機械器具製造業223株式会社　エフ・エー・エス
●－－株式会社　エム・エス・テー

●●●ソフトウェア業332株式会社　エム・ソフト
●一般機械器具製造業132有限会社　エムティエム

●精密・医療機械器具製造業276株式会社　エルコム
●－－エレビック株式会社

●－－王子マテリア　株式会社　日光工場お
●●－－応用電子工業　株式会社

●一般機械器具製造業133有限会社　大阿久精工
●精密・医療機械器具製造業277有限会社　大阿久製作所

●－－オーエム産業　株式会社
●－－オーエムシー　株式会社

●精密・医療機械器具製造業278オーエムラボテック　株式会社
●－－有限会社　大垣金型製作所
●－－株式会社　大垣ダイカスト工業

●●●●●一般機械器具製造業134大古精機　株式会社
●その他343株式会社　オートテクニックジャパン

●●金属製品製造業77株式会社　大山製作所
●－－株式会社　オーリス

●金属製品製造業78株式会社　オガタ・エスメック
●●●●金属製品製造業79オグラ金属　株式会社

●精密・医療機械器具製造業279有限会社　小貫光学工業所
●●●●その他の製造業305株式会社　小沼製作所
●●●●電気機械器具製造業196株式会社　小野測器

●●●●輸送用機械器具製造業224株式会社　オノプラント
●●－－株式会社　オフィスエフエイ・コム
●－－株式会社　オプテス

●●●精密・医療機械器具製造業280オプトウエア　株式会社
●－－株式会社　オプトニクス精密
●－－オプトライズ　株式会社　栃木事業所

●●その他344小山鋼材　株式会社
●－－有限会社　小山テクノ

●●●－－オリオン精工　株式会社　栃木工場
●●●金属製品製造業80株式会社　オンワード技研

●繊維工業（衣服・繊維製品を除く）24加栄レース　株式会社か
●－－有限会社　柿沼工業

●－－カゴメ　株式会社　那須工場
●●金属製品製造業81加治金属工業　株式会社

●－－株式会社　カツロン
●－－有限会社　加藤研磨工業

●－－有限会社　加藤鉄工
●輸送用機械器具製造業225株式会社　加藤鉄工所
●－－門屋技術コンサルタント事務所（KADEC）

●金属製品製造業82株式会社　カネコアルトップ
●精密・医療機械器具製造業281金子メディックス　株式会社
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加盟協議会
業　　種掲載頁名　　称

環境光医療機器航空宇宙自動車
●金属製品製造業83株式会社　鎌田スプリングか

●－－亀田産業　株式会社
●－－カルソニックカンセイ宇都宮　株式会社

●●●一般機械器具製造業135有限会社　川喜田製作所
●●－－株式会社　川崎精工所

●輸送用機械器具製造業226有限会社　川崎製作所
●－－河淳　株式会社

●－－有限会社　川田製作所
●－－株式会社　環境生物化学研究所
●その他345株式会社　環境ラボ

●精密・医療機械器具製造業282カンタツ　株式会社
●その他346関東インフォメーションマイクロ　株式会社

●●●●●その他347関東特機　株式会社
●飲食料品・飼料製造業22株式会社　関東農産
●－－関東バイオマスエナジー　株式会社　那須塩原支店

●その他の製造業306神戸化成工業　株式会社
●化学工業47有限会社　カンポテクニコ

●一般機械器具製造業136ギガフォトン　株式会社き
●●●一般機械器具製造業137菊地歯車　株式会社

●精密・医療機械器具製造業283技研精機　株式会社
●一般機械器具製造業138株式会社　キット
●－－鬼怒川ゴム工業　株式会社　真岡事業所

●●－－キヤノン　株式会社　宇都宮事業所
●その他の製造業307株式会社　共栄デザイン

●●●一般機械器具製造業139有限会社　協悦
●●金属製品製造業84株式会社　共伸

●－－共陽精密　株式会社
●●●－－協立機興　株式会社

●輸送用機械器具製造業227株式会社　協立工機
●一般機械器具製造業140共立精機　株式会社

●一般機械器具製造業141協立電機　株式会社
●－－共和化工　株式会社　益子事業所
●●●－－株式会社　清国

●輸送用機械器具製造業228株式会社　キリウ
●●●●●一般機械器具製造業142錦正工業　株式会社

●金属製品製造業85クックベッセル　株式会社く
●その他348クラフトワーク　株式会社
●パルプ・紙・紙加工品製造業40クリエイトパックス　株式会社

●衣服・繊維製品製造業28株式会社　クリハラ
●金属製品製造業86株式会社　黒坂鍍金工業所

●●●●●金属製品製造業87桑名商事　株式会社
●●●●●一般機械器具製造業143株式会社　恵伸精密け
●●●●その他349株式会社　計測技研

●その他350株式会社　ケーシーエスエンジニアリング
●輸送用機械器具製造業229京浜精密工業　株式会社　栃木工場
●輸送用機械器具製造業230株式会社　ケーヒン
●－－株式会社　ケーヒン那須

●－－研光精機　株式会社
●衣服・繊維製品製造業29有限会社　小池経編染工所こ

●●精密・医療機械器具製造業284KOIDE　JAPAN　株式会社
●化学工業48株式会社　抗菌研究所

●輸送用機械器具製造業231有限会社　光伸
●精密・医療機械器具製造業285株式会社　光星電機

●その他351河内山工業　株式会社
●出版・印刷・同関連産業42晃南印刷　株式会社

●●鉄鋼業、非鉄金属製造業64株式会社　神戸製鋼所
●その他の製造業308光洋産業　株式会社

●●その他352晃洋設計測量　株式会社
●その他353光陽電気工事　株式会社
●金属製品製造業88株式会社　晃和

●輸送用機械器具製造業232Goken　NIHON株式会社
●●●●●その他354株式会社　古賀
●●一般機械器具製造業144株式会社　古口工業
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加盟協議会
業　　種掲載頁名　　称

環境光医療機器航空宇宙自動車
●一般機械器具製造業145株式会社　コスモテックこ

●輸送用機械器具製造業233小平産業　株式会社
●－－株式会社　小沼金型製作所
●－－株式会社　小林産業

●●●精密・医療機械器具製造業286有限会社　小林製作所
●金属製品製造業89有限会社　小林製作所

●●一般機械器具製造業146株式会社　小藤製作所
●●一般機械器具製造業147株式会社　コベルコ科研

●－－駒形石灰工業　株式会社
●一般機械器具製造業148株式会社　小松工業
●●電気機械器具製造業197株式会社　サーマルさ

●輸送用機械器具製造業234埼玉車体　株式会社
●－－斎藤医科工業　株式会社

●－－齋藤通商
●●－－株式会社　サカエ

●●その他の製造業309株式会社　サカエ工業
●金属製品製造業90株式会社　坂本工芸社

●－－有限会社　坂本精密
●ゴム製品製造業52櫻護謨　株式会社

●精密・医療機械器具製造業287有限会社　佐藤化成工業所
●金属製品製造業91佐藤金属工業　株式会社

●－－有限会社　佐藤精機
●一般機械器具製造業149佐藤精工　株式会社
●●●－－有限会社　佐野機工
●●化学工業49SABICジャパン合同会社

●－－サワ精機　株式会社
●一般機械器具製造業150株式会社　澤本製作所

●－－有限会社　三愛金型
●一般機械器具製造業151株式会社　三栄マシニング

●－－有限会社　サンエンジニアリング
●その他355山王テック　株式会社

●●一般機械器具製造業152三起精工　株式会社
●輸送用機械器具製造業235三京　株式会社

●－－三協電産　株式会社
●その他356株式会社　サンコーマテリアル

●●●●●輸送用機械器具製造業236株式会社　サン テクノロジー
●家具・装備品製造業38株式会社　サンテック
●●●●金属製品製造業92株式会社　三洋製作所
●－－山洋電気　株式会社

●－－株式会社　三立
●金属製品製造業93三立工業　株式会社

●●●●電気機械器具製造業198株式会社　三和電機
●－－幸工芸

●－－株式会社　CRDし
●－－有限会社　シーアンドシー硝子研究所

●－－GKNドライブラインジャパン　株式会社
●－－株式会社　CKP

●その他の製造業310株式会社　シーズ
●●●●●ソフトウェア業333ジィスクテクノロジー　株式会社

●－－株式会社　ジーテクト
●－－株式会社　JSP　鹿沼研究所
●●金属製品製造業94JX金属プレシジョンテクノロジー　株式会社

●精密・医療機械器具製造業288株式会社　シオダ
●－－株式会社　システムソリューションセンターとちぎ

●－－株式会社　システム・マチュレ
●その他357株式会社　シスプラ

●－－篠崎運送　有限会社
●●精密・医療機械器具製造業289株式会社　篠原製作所

●●－－株式会社　シバックス　栃木開発センター
●－－渋谷精機工業　株式会社

●一般機械器具製造業153株式会社　島精機製作所
●●●一般機械器具製造業154有限会社　島田製作所

●－－株式会社　ジャパンエコロジーシンキング
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環境光医療機器航空宇宙自動車
●－－有限会社　昭山化工し

●●一般機械器具製造業155株式会社　城北工範製作所
●－－株式会社　勝力電機
●－－株式会社　ショーワ　栃木開発センター
●－－昭和金属工業　株式会社　真岡工場

●一般機械器具製造業156株式会社　昭和製作所
●－－昭和パック　株式会社

●－－ジョンソン・マッセイ・ジャパン　合同会社
●－－白沢電氣　株式会社
●－－株式会社　白金
●－－株式会社　進恵技研
●金属製品製造業95有限会社　新栄精機

●輸送用機械器具製造業237有限会社　新栄精機
●その他の製造業311株式会社　伸光製作所
●その他の製造業312株式会社　シンシ
●一般機械器具製造業157シンテックス　株式会社
●●－－株式会社　シンデン

●その他358新那須温泉供給　株式会社
●●金属製品製造業96神和アルミ工業　株式会社

●－－新和工業　株式会社　佐野工場
●－－有限会社　伸和工作

●●●一般機械器具製造業159晋和テクノ　株式会社
●●●一般機械器具製造業158株式会社　シンワモールド

●●その他359株式会社　シンワルブテック
●●－－株式会社　推津す

●木材・木製品製造業（家具を除く）34すがたかたち
●－－有限会社　鈴木材木店

●●●一般機械器具製造業160株式会社　スズキプレシオン
●一般機械器具製造業161株式会社　スズテック
●●●●●輸送用機械器具製造業238株式会社　雀宮産業

●－－有限会社　須永プラスチック
●－－スバルリビングサービス　株式会社

●●精密・医療機械器具製造業290有限会社　スペクトルデザイン
●－－株式会社　スマイルスタッフ

●－－株式会社　住化分析センター　宇都宮営業部
●金属製品製造業97株式会社　成光製作所せ

●繊維工業（衣服・繊維製品を除く）25株式会社　セイホウ
●－－有限会社　セイリン

●－－青和現代彫刻　株式会社
●一般機械器具製造業162誠和工業　株式会社
●一般機械器具製造業163株式会社　セキテック

●－－株式会社　関根製作所
●－－株式会社　ゼニス
●その他の製造業313ゼビオプラスト　株式会社

●その他の製造業314株式会社　創研そ
●●●ソフトウェア業334株式会社　ソフトシーデーシー

●－－第一化成　株式会社
●その他の製造業315第一レジン工業　株式会社た

●●一般機械器具製造業164株式会社　ダイサン
●－－株式会社　大正光学

●電気機械器具製造業199大星電機　株式会社
●－－株式会社　ダイテックス　関東技術センター

●●－－株式会社　ダイドー
●一般機械器具製造業165株式会社　大都技研

●電気機械器具製造業200大日電機工業株式会社　那須工場
●●●電気機械器具製造業201株式会社　大日光・エンジニアリング

●－－ダイヤ技研　株式会社　足利工場
●－－大和工業　株式会社

●－－有限会社　高久林業
●輸送用機械器具製造業239高田車体　株式会社
●輸送用機械器具製造業240株式会社　高津製作所

●●一般機械器具製造業166有限会社　高橋製作所
●金属製品製造業98高原精機
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●一般機械器具製造業167株式会社　滝口製作所た

●●－－有限会社　タキタ光器
●一般機械器具製造業168株式会社　竹沢精機

●輸送用機械器具製造業241株式会社　竹中
●精密・医療機械器具製造業291株式会社　タスク

●その他360株式会社　タツテクノス
●●金属製品製造業99株式会社　タツミ

●●電気機械器具製造業202株式会社　田中電気研究所
●金属製品製造業100株式会社　田中鍍金工業

●●精密・医療機械器具製造業292株式会社　TANOI
●●その他361株式会社　ダブル・エー・ピー

●一般機械器具製造業169株式会社　田部井製作所
●金属製品製造業101有限会社　千秋鍍金工業所ち

●輸送用機械器具製造業242中央工機　株式会社
●●●その他の製造業317中興化成工業　株式会社　宇都宮工場

●●●一般機械器具製造業170株式会社　チュウリツ
●●一般機械器具製造業171株式会社　ツール工房つ

●金属製品製造業102株式会社　ツカサ精密
●衣服・繊維製品製造業30有限会社　ツカダ

●その他362株式会社　槌屋
●一般機械器具製造業172株式会社　ツルオカ

●●－－株式会社　ティーアンドエムて
●その他363株式会社　ティー・シー・シー

●電気機械器具製造業203株式会社　ディード
●輸送用機械器具製造業243テイ・エステック　株式会社

●－－株式会社　デイスク
●－－株式会社　テイピー

●－－株式会社　テクノライフジャパン
●輸送用機械器具製造業244株式会社　テツカクリエート

●その他364株式会社　デュプラス
●金属製品製造業103テラウチ産業　株式会社

●電気機械器具製造業204株式会社　テラクリエーション
●その他365電装産業　株式会社

●鉄鋼業、非鉄金属製造業65有限会社　東亜ダイカスト工業所と
●その他366東京ガス　株式会社　宇都宮支社

●●－－東京計器　株式会社　那須工場
●●●－－東京電力　株式会社　栃木総支社
●電気機械器具製造業205株式会社　東光高岳

●電気機械器具製造業206東芝メディカルシステムズ　株式会社
●●●●－－東都工業　株式会社

●●●その他367東富士電機　株式会社
●金属製品製造業105東プレ　株式会社
●－－東北化工　株式会社
●輸送用機械器具製造業245東洋エレメント工業　株式会社
●－－株式会社　東陽テクニカ　宇都宮営業所

●－－株式会社　東和産業　那須事業所
●●●ゴム製品製造業53トーアテック　株式会社

●金属製品製造業106株式会社　トーコー技研
●●●●－－株式会社　トーセツ

●－－株式会社　トープラ
●●－－トーメイダイヤ　株式会社

●金属製品製造業104銅市金属工業　株式会社
●輸送用機械器具製造業246同和工業　株式会社

●●出版・印刷・同関連産業43株式会社　特殊阿部製版所
●輸送用機械器具製造業247徳原工業　株式会社

●その他の製造業318栃木カネカ　株式会社
●－－栃木精工　株式会社

●●－－株式会社　トチギテック
●－－株式会社　栃木ニコン

●－－株式会社　栃木三池
●●●輸送用機械器具製造業248株式会社　栃澤金型製作所

●－－栃誠工機　株式会社
●その他の製造業319株式会社　トチセン
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●●－－凸版印刷　株式会社と

●－－有限会社　轟商事
●－－株式会社　トライエス

●電気機械器具製造業207株式会社　トライターム
●－－株式会社　長井精機な

●－－株式会社　ナガシマ化学工業所
●一般機械器具製造業173長島精器　株式会社
●－－株式会社　永田製作所

●精密・医療機械器具製造業293株式会社　ナカニシ
●輸送用機械器具製造業249株式会社　中根製作所

●●輸送用機械器具製造業250株式会社　中村製作所
●●－－中山金属化工　株式会社
●その他368株式会社　那須環境技術センター

●一般機械器具製造業174株式会社　那須精機
●－－那須土木　株式会社

●－－株式会社　ナチ常盤
●●－－有限会社　ナック

●－－株式会社　ナテックス
●その他369七浦建設　株式会社

●●金属製品製造業107有限会社　成田屋鐵工
●●－－株式会社　成岐

●－－株式会社　二光製作所に
●●●その他370株式会社　錦エンジニアリング
●●●電気機械器具製造業209日冷工業　株式会社
●●●－－株式会社　ニッカトー　北関東営業所

●一般機械器具製造業175日光金属　株式会社
●－－株式会社　日工社

●輸送用機械器具製造業251株式会社　ニッコークリエート
●－－日産自動車　株式会社　栃木工場

●その他371日神工業　株式会社
●輸送用機械器具製造業252日新工業　株式会社
●－－日信工業　株式会社　栃木開発センター

●一般機械器具製造業176有限会社　日進精機
●化学工業50日泉化学　株式会社

●－－日鉄住金テクノロジー　株式会社
●－－日東電気　株式会社　小山工場

●－－日本通運　株式会社　宇都宮航空支店
●●精密・医療機械器具製造業294有限会社　仁平製作所

●－－日本クラント　有限会社
●●－－日本サーモスタット　株式会社　塩谷工場

●一般機械器具製造業177日本精管　有限会社
●●－－日本炭酸瓦斯　株式会社　都賀事業所

●輸送用機械器具製造業253日本電産エレシス　株式会社
●－－日本電産コパル電子　株式会社

●●●－－日本ピストンリング　株式会社
●●●金属製品製造業108日本プレーテック　株式会社

●－－株式会社　熱学技術ね
●輸送用機械器具製造業254野口精機　株式会社　那須工場の

●－－株式会社　野沢製作所
●－－株式会社　野中工業所

●●●●●金属製品製造業109株式会社　野村鍍金
●－－ハートランド・データ　株式会社は

●電気機械器具製造業210株式会社　パウデック
●●電気機械器具製造業211芳賀精密工業　株式会社

●●輸送用機械器具製造業255株式会社　橋本精機
●電気機械器具製造業212パナソニックデバイスタイコー　株式会社
●－－株式会社　早川工業
●－－ハヤテレ関東　株式会社　

●●ソフトウェア業335パルシステム　株式会社
●●●金属製品製造業110株式会社　バンテック
●電気機械器具製造業213株式会社　バンテック

●その他372阪和工材　株式会社
●その他373ビー・ブラウンエースクラップ　株式会社　栃木工場ひ
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●－－株式会社　東日本技術研究所ひ

●－－光機材　株式会社
●●●●●－－光工業　株式会社
●その他374光産業　株式会社
●－－株式会社　ビジネスアルファ総合研究所

●輸送用機械器具製造業256株式会社　日高精機
●－－日立アプライアンス　株式会社

●－－日立金属　株式会社　真岡工場
●－－株式会社　平出精密
●一般機械器具製造業178有限会社　平山製作所

●－－株式会社　ヒルテイク
●電気機械器具製造業214ヒロセ電子システム　株式会社

●その他の製造業320ファンテック　株式会社ふ
●－－株式会社　フィアロコーポレーション
●金属製品製造業111株式会社　深井製作所

●－－株式会社　福祉用具総合評価センター
●鉄鋼業、非鉄金属製造業66福田精密　株式会社
●その他375富士エアロスペーステクノロジー　株式会社
●輸送用機械器具製造業257富士重工業　株式会社

●金属製品製造業112株式会社　富士精機
●金属製品製造業113富士セイラ　株式会社

●●－－フジセン技工　株式会社
●－－富士通　株式会社　那須工場

●その他376株式会社　富士テクニカルリサーチ
●金属製品製造業114富士発條　株式会社

●－－藤井産業　株式会社
●－－株式会社　フジハン

●●●●一般機械器具製造業179富士フィルター工業　株式会社
●●精密・医療機械器具製造業295富士フイルムオプティクス　株式会社　佐野工場

●－－有限会社　藤原郁三陶房
●一般機械器具製造業180古河産機システムズ　株式会社　小山栃木工場

●その他377古河産業　株式会社
●鉄鋼業、非鉄金属製造業67古河電子　株式会社
●精密・医療機械器具製造業296有限会社　ブル精密

●－－プレス工業　株式会社　宇都宮工場
●－－株式会社　PROPRE

●－－プロミネンス
●●その他378平成理研　株式会社へ

●－－有限会社　ベストテクニカル
●－－宝栄工業　株式会社ほ
●－－豊和繊維工業　株式会社

●木材・木製品製造業（家具を除く）35星野工業　株式会社
●一般機械器具製造業181保泉工業　株式会社
●輸送用機械器具製造業258保立メカニック　有限会社

●－－株式会社　ポリテクニカ
●一般機械器具製造業182株式会社　堀ノ内産業

●●●一般機械器具製造業183有限会社　ホンゴウ
●●一般機械器具製造業184有限会社　本郷精巧

●－－ホンダエンジニアリング　株式会社
●－－本田技研工業　株式会社　パワートレインユニット製造部
●その他379株式会社　本田技術研究所　四輪R&Dセンター
●その他380株式会社　ホンダテクノフォート
●輸送用機械器具製造業259株式会社　ホンダロック　R&Dセンター
●－－マジケ　合資会社ま
●輸送用機械器具製造業260株式会社　増田製作所

●●●●電気機械器具製造業215松井電器産業　株式会社
●－－株式会社　マックス

●輸送用機械器具製造業261株式会社　マツモトセイコー
●●精密・医療機械器具製造業297マニー　株式会社
●精密・医療機械器具製造業298丸井計器　株式会社

●精密・医療機械器具製造業299株式会社　マルイテクノ
●その他の製造業321有限会社　マルサ工業所

●●●衣服・繊維製品製造業31丸昌産業　株式会社
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●－－有限会社　丸高製作所ま

●●その他381有限会社　マロニエ技術研究所
●その他の製造業322三上化学製鎖　株式会社み

●●－－ミコトマシナリー　株式会社
●その他382株式会社　水環境プランニング

●－－三菱日立パワーシステムズ精密鋳造　株式会社
●－－美濃工業栃木　株式会社

●●●その他の製造業323三福工業　株式会社
●輸送用機械器具製造業262株式会社　三ツ村製作所

●一般機械器具製造業185ミツワ精機　有限会社
●－－MINAテクノロジー　株式会社

●●一般機械器具製造業186三益工業　株式会社
●－－株式会社　三森製作所
●－－有限会社　宮田製作所

●●●－－宮本工業　株式会社
●－－有限会社　宮精密
●窯業・土石製品製造業58村樫石灰工業　株式会社む
●●●●金属製品製造業115村田発條　株式会社

●輸送用機械器具製造業263株式会社　室井製作所
●－－有限会社　室岡合成
●その他の製造業324ムロオカ産業　株式会社
●金属製品製造業116株式会社　ムロコーポレーション
●その他の製造業316株式会社　メイバンプラスチック茂木め

●●一般機械器具製造業187株式会社　メガテック
●●●電気機械器具製造業216株式会社　メックス

●－－株式会社　メディカルプランニング
●－－メドフォースジャパン　株式会社

●－－株式会社　真岡製作所も
●●●その他の製造業325森山産業　株式会社
●－－株式会社　ヤギサワや
●●●●●輸送用機械器具製造業264柳下技研　株式会社

●その他の製造業326株式会社　谷田部
●－－八千代工業　株式会社　栃木研究所開発部

●－－八千代田精密　株式会社
●●●一般機械器具製造業188株式会社　山形屋

●－－株式会社　山口製作所
●－－やまこ産業　株式会社
●－－株式会社　ヤマト　栃木支店

●その他の製造業327大和樹脂　株式会社
●－－株式会社　UACJ　鋳鍛　鋳鍛工場ゆ

●－－株式会社　ユーキャン
●－－株式会社　ユーティエンジニアリング

●その他383株式会社　ユーユーワールド
●－－輸送機工業　株式会社

●輸送用機械器具製造業265株式会社　ユタカ技研
●－－ユニオン合成　株式会社
●輸送用機械器具製造業266ユニプレス　株式会社　栃木工場

●●●●輸送用機械器具製造業267株式会社　湯原製作所
●－－株式会社　ヨコセよ

●●輸送用機械器具製造業268横山工業　株式会社
●－－横山工業　株式会社

●－－株式会社　横山工業製作所
●窯業・土石製品製造業59吉澤石灰工業　株式会社

●－－吉田産業　株式会社
●●輸送用機械器具製造業269ヨシ電子　株式会社

●●金属製品製造業117有限会社　吉成工具研磨
●－－祥裕工業
●●－－米沢工機　株式会社

●輸送用機械器具製造業270株式会社　ヨロズ栃木
●その他384雷電テクノ　株式会社ら
●輸送用機械器具製造業271合同会社　ライフサイズモビリティ

●その他385有限会社　楽電
●－－株式会社　L'artefice
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●●●●●－－ランスタッド　株式会社ら

●●－－株式会社　リベロエンジニアリングり
●一般機械器具製造業189レオン自動機　株式会社れ
●－－株式会社　レックEM益子
●－－レボルト　合同会社れ

●－－ロイコ・ジャパン　株式会社ろ
●●●●ソフトウェア業336株式会社　ロジックデザイン

●－－有限会社　和光製作所わ
●－－株式会社　渡辺製作所

●●●金属製品製造業118株式会社　ワタナベプレス
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