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石のことなら何でもお任せ下さい！

株式会社 石原石材（茨城県石岡市）

加波山の一角で採掘される「やさとみかげ」は豊富な埋蔵量を誇り、
熟練の職人の手により高品質な原石を採掘しております。墓石の加
工だけでなく、石のことならなんでも対応が可能です。
https://www.yasatomikage.com/

地域に根ざした住まいづくり！

有限会社 宮田建設（茨城県筑西市）

私達は常に “熱” と “誠” を持ち建築を通して社会に貢献していく
ことを信念としています。世界で一番ホッと安心できる場所をつくる
ことが使命です。
http://www.archi-miyata.com/

家庭用生ごみ処理機「バイオクリーン」は、おかげさまで 2 万台を突破しました

スターエンジニアリング 株式会社（茨城県日立市）

人生を豊かにするための家づくり、私たちと一緒にはじめませんか？ 

株式会社 ジュン・ホーム（茨城県日立市）

土地の形状や立地条件を活かしながら、あなただけのライフスタイル
に合わせた設計を致します。「変形土地にどうやって家を建てよう…」
など、お気軽にご相談ください。
https://www.junhome.co.jp/

日本伝統文化を継承するハイクオリティブランド

有限会社 桂雛（茨城県東茨城郡城里町）

茨城県伝統工芸品指定、茨城県城里町無形文化財認定。
「生まれて初めて触れるアート」をコンセプトに、雛人形、五月人形（甲
冑飾り）、羽子板飾り、破魔弓飾りを取り扱っております。
http://katsurabina.jp/

お家の問題解決隊 ! 総合リフォーム業としてお家に関するお困りごとを解決！！

東部燃焼 株式会社（茨城県水戸市）

スピーディー、スマート、シンシアリティの３つのＳでお客様のお困
りごとを 24 時間・365 日対応で解決いたします！！
どうぞ、いつでもお気軽にお問い合わせください！
http://www.plaza-akatsuka.jp/

地元発着、朝食付き ! 皆で楽しむバスツアー！お食事は地域の名物をご用意！ 

石塚サン・トラベル 株式会社（茨城県水戸市）

国内を中心に海外ツアーも添乗員同行で安心！多種多数なツアープ
ランから思い出作り！お1人様参加はもちろん、ご家族やお友達とお
気軽にお楽しみいただけます！ 
http://www.ishitsuka.co.jp

ダイヤモンド筑波チョコレート。筑波山頂より光り輝くダイヤモンド筑波をそのまま再現 !?

株式会社 セイワ食品（茨城県筑西市）

筑波山を象ったチョコレートはルビー ×クランベリー、キャラメル ×
コーヒー豆、ホワイト× 抹茶、ミルク×ピーカンナッツの 4 種類！茨
城県土産に最適の美しいチョコレートです。
http://www.seiwafoods.co.jp/

全国対応！迅速・丁寧が売りの足場工事会社

株式会社 TSUKADA コンストラクション（茨城県つくば市）

足場仮設から一般建設まで幅広く対応いたします！
ワンストップ作業でコスト低減が可能です。マンション・商業施設等
の高層物件の架設工事などもお任せください！
http://tsukada-c.jp/

私達は循環型林業を目指す、林業のプロ集団です

有限会社 佐川運送（茨城県高萩市）

手入れがされていなかった森林に手を入れ、再生し、植林→育成
→伐採→利用のサイクルを回し、健全な森林の育成とともに木材資
源を持続的に維持していく活動を推進しております。
http://r.goope.jp/sagawaunsou/

雷など落として、良いことは一つもない !  落雷の被害を抑えるのが私達の使命です

株式会社 落雷抑制プロダクツ（茨城県那珂市）

従来の避雷針は、雷が落ちやすい避雷針に落雷を誘導し、保安器
でバイパスする落雷対策でした。弊社は日本唯一の、雷そのもの
を寄せ付けない避雷針をつくっています。
https://www.ls-products.co.jp/

地球環境にやさしい社会に貢献する伐採工事・土木工事のプロフェッショナル

株式会社 きこり屋（茨城県東茨城郡城里町）

「伐採」や「解体」は、次の時代を創っていく第一歩。当社は、法令・
条例・規則を順守し、適正処理・処分・リサイクルといった観点から、
時代が求める循環型社会の形成に貢献していきます。
https://www.kikoriya.ibaraki.jp/

会員ひろば

　このコーナーでは、「筑波ふれあい倶楽部」にご入会いただいている会員様の中から、毎月 24 社を順不同でご紹
介させていただいております。このコーナーを通して、約 2,600 名の会員様に、ご紹介企業の概要や一押し商品な
どの情報をお届けすることで、会員様同士の交流やご商談にお役立ていただけましたら幸いでございます。
　なお、各社の製品・サービスなどに関するお問い合わせは、掲載会員様に直接ご連絡いただきますようお願い申
し上げます。

驚異の長寿命アシドロ  コンポスト分解方式採用で、長期間微生物
基材の追加・取替えが不要！良質な有機堆肥ができます。生ごみを
溜めておく必要がなく、その都度ポイで楽々です。
https://www.stareng.co.jp/
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運動不足やストレス解消に効果的！

株式会社 冨士商事（茨城県取手市）　
ボウリングはご家族みんなで遊べるファミリースポーツです。
ボールを投げて華麗にストライク♪レッツゴーボウリング！
https://fujitoridebowl.wixsite.com/website

江戸時代の文化を肌で体感できるカルチュラルパークです

株式会社 時代村（栃木県日光市）　
広大な敷地には、実物さながらの町並みが再現されており、江戸
人たちとのふれあいや体験イベントを通して、活きた江戸の息吹に
触れることができます。
http://edowonderland.net/

家づくりをより自然に　もっと自由に　真っ白な状態から一つずつ丁寧につくります　

株式会社 池田工務店 スタジオキノコ（栃木県小山市）　
私たちは、ご家族の夢を最適な “広さ” と “コスト” で実現する家
づくりを設計から施工まで一貫体制で行っています。土地探し、設
計相談、資金計画のご相談、随時受付中！ 
https://studiokinoco.jp/

特注 LED 製品・監視カメラ・メンテナンス

株式会社 フォルテ（茨城県つくば市）　
社会の安心・安全・省エネルギーをテーマに監視用カメラシステム、
LED 製品等の専門企業として販売から設置・保守まで一貫してお
客様のニーズに対応いたします。
http://forte-cctv.com/

土木工事の職人集団

有限会社 ヤルキア（茨城県つくば市）　
施工の完成度、クレームゼロを目指し、「作業員の安全優先」の基
本方針のもと、安全・快適・堅実な施工を行います。
https://yarukia.jimdofree.com

地元企業を支える「即戦力」を派遣する人材派遣会社

有限会社 富士三工業（茨城県土浦市）　
製造業・加工業・倉庫業など業務に応じてお求めのスキルや人物
像はもちろん、細やかなご要望やこだわりを聞き取りし、御社に適
した人材をお探しします。
https://fujimi-kougyou.jp/

徹底した顧客目線でスピーディーに対応する運送のエキスパート

株式会社 柳田商事（茨城県つくばみらい市）

年中無休・24 時間対応で、関東一円のルート配送を行っています。
特に、農産物の集荷や出荷は弊社にお任せください！
お客様のご要望にスピーディーにご対応します！
https://yanagida-shoji.jp/

半田付け基板の事なら当社におまかせ！

株式会社 サンケー電機工業（茨城県行方市）　
弊社には熟練工が多数在籍し、共晶・鉛フリーはんだ付け等、様々
な手法にも対応可能です。
小ロット・多品種・短納期もご相談ください。
http://www.e-3k.co.jp/

「四海皆兄弟」の精神。国内はもとより海外でも高い評価を頂いております

愛友酒造 株式会社（茨城県潮来市）　
創業 1804 年、水郷潮来の豊かな土壌から生まれる「湧き水」と「お
米」、確かな「杜氏の技」が愛友の酒造り。一般の方の酒蔵見学
も随時受付けております。※予約不要、無料。
http://aiyu-sake.jp/

麺類や和食が楽しめ、地酒も 400 種類揃えており、一品料理やコース料理も充実

株式会社 三城（茨城県神栖市）　
ホテルの 1 階が三城です。また、ホテルの大浴場付き新館がオー
プンしました。週末など旅行気分で今流行の近旅などいかがでしょ
うか？ぜひお待ちしております。
https://www.hotelwing.co.jp/kasima/restaurant/

買取・回収から加工販売までを行うプラスチックリサイクル業者

有限会社 平成交易（栃木県栃木市）　
各企業様より排出されるプラスチックを分別・回収し、再生原料へ
加工し、販売しております。
廃プラスチックの出張買取・回収なら弊社にお任せください！
http://www.heiseikoueki.co.jp/

雨漏りでお困りの方も外壁リフォームに関する相談はすべて当社が解決いたします

株式会社ビーワークス（埼玉県吉川市）　
外壁塗装についてのご相談は当社にお任せ下さい。
上質で丁寧な施工を一つひとつ行って参ります。ご相談だけでも大
歓迎！！この機会にぜひお問い合わせ下さい。
https://b-works-yoshikawa.com/
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運動不足やストレス解消に効果的！

株式会社 冨士商事（茨城県取手市）　
ボウリングはご家族みんなで遊べるファミリースポーツです。
ボールを投げて華麗にストライク♪レッツゴーボウリング！
https://fujitoridebowl.wixsite.com/website

江戸時代の文化を肌で体感できるカルチュラルパークです

株式会社 時代村（栃木県日光市）　
広大な敷地には、実物さながらの町並みが再現されており、江戸
人たちとのふれあいや体験イベントを通して、活きた江戸の息吹に
触れることができます。
http://edowonderland.net/

家づくりをより自然に　もっと自由に　真っ白な状態から一つずつ丁寧につくります　

株式会社 池田工務店 スタジオキノコ（栃木県小山市）　
私たちは、ご家族の夢を最適な “広さ” と “コスト” で実現する家
づくりを設計から施工まで一貫体制で行っています。土地探し、設
計相談、資金計画のご相談、随時受付中！ 
https://studiokinoco.jp/
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