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お車の事なら、何でも助川自動車にお任せください

有限会社 助川自動車工業（茨城県龍ケ崎市）

当社は、龍ケ崎市に根付いた車検・鈑金塗装のプロショップです。
確かな技術でお客様に笑顔になっていただけるようなサービスを
ご提案いたします。車のことなら当社へご相談ください。
http://www.car-techno.co.jp/

いつでも、どこでも、誰にでも。最高の医療をあなたのもとに

医療法人 AGRIE（茨城県つくばみらい市）

ご自宅での治療を希望される地域の皆様に、医師と看護師が定期的
にお宅に伺い良質な医療サービスを提供いたします。24 時間体制
で患者様の安全かつ快適な生活をサポートいたします。
http://www.medagricare.jp/

食卓を彩る美味しさを届けます

有限会社 瑞穂農場（茨城県常陸大宮市）

フラワーギフト・お花のご用命はカントリーフラワーひまわりへ

カントリーフラワーひまわり（茨城県那珂市）

お誕生日・各種お祝いやプレゼント、お悔やみ、お供えなどのお花
の贈り物、ご用途に応じたフラワーギフトを、当店のスタッフが心を
込めておつくりします。
https://himawari106.hanatown.net/?gn=gn_home

金属加工・金属部品のご用命はジーマップグループへ

株式会社 豊和ジーマップ（茨城県結城市）

自社の板金溶接・金型製作技術に加え、北関東を中心とした大小
さまざまな取引会社と製作協力することで、ユーザー様の様々な
用途に応じた金属加工処理に対応いたします。
http://www.gimap.co.jp/

妥協を許さぬ施工をお約束します

有限会社 久松設備（茨城県稲敷郡美浦村）

弊社は給排水設備工事、上下水道の設計及び施工会社です。オフィス
ビル・工場から一般住宅の工事まで、自社職人をフル活用し高い
成功能力・技術でお客様のニーズにお応えします。
http://www.hisamatsu-setsubi.jp/

高度な塗装技術と安心の品質

AD 技研グループ（茨城県稲敷郡阿見町）

当グループは金属やプラスチック等への特殊塗装加工をメイン
とする「株式会社技研」とシリコン加工に特化した「技研プロセス
有限会社」からなる、塗装加工のプロフェッショナル集団です。
https://www.ad-giken.co.jp/

少数精鋭で研究事業を幅広くサポートいたします

日本テクノサービス 株式会社（茨城県牛久市）

バイオ・DNA・理化学機器製造の３事業を柱に、全国へ生産・営業
を展開しております。設計・製造・保守とオールマイティーな対応で
お客様に愛される企業を目指しております。
https://www.ntsbio.com/

表面処理鋼鈑のパイオニア

奥澤産業 株式会社（栃木県小山市）

当社は表面処理鋼鈑専門のコイルセンターとして、豊富な品ぞろえと
短納期・高品質、そして大小ロットさまざまなご要望に対応可能な
体制を武器に、お客様へ鋼鈑の安定供給を実現しています。
https://okuzawa.jp/

こころと技術で未来を創る

株式会社 SKI（茨城県猿島郡境町）

溶接から機械加工はもとより組立及び塗装・亜鉛メッキ等の表面
処理加工まで一貫受注しております。高度な技術を絶やすことなく、

「より高精度、より高品質」な商品を提供いたします。
http://ski3388.com/

お取引先企業の皆様の笑顔の為に

株式会社 トーヨー住建（茨城県常総市）

サッシ・断熱材・各種建材を取り扱う商社です。
ビルダー様、リフォーム会社様向けの各種住宅用商品をご提案させて
いただきます。
https://www.to-yo-jyuken.com/

“いつでも美味しい” 冷凍野菜

水戸冷凍食品 株式会社（茨城県水戸市）
自社農場や 契約農家で生産された国産野菜を、収穫直後の
美味しさのまま冷凍加工しております。安心・安全な冷凍野菜で
お客様の生活をより豊かにできる商品を作り続けてまいります。
http://www.popai.co.jp/

会員ひろば

生乳、肉牛、堆肥生産を一貫で行う乳肉複合農場です。
「生まれ」てから「育てる」までを自分たちで一つ一つ行うことで
消費者一人一人に「美味しい」をお届けします。
https://www.mizuho-farm.co.jp/

　このコーナーでは、「筑波ふれあい倶楽部」会員の皆様を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 2,500 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下さいますようお願い申し
上げます。
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