
中学生対象 職場体験受入企業一覧　※2022年5月25日現在

No. 企業名 業種 住所 電話番号
1 日星電機㈱ 製造業 水戸市田谷町1930 Tel.239-7070
2 森田観光果樹園 梨の収穫・直売手伝い 水戸市木葉下町1016-1 Tel.252-4360
3 与三郎庵 飲食業 水戸市木葉下町1016-1 Tel.252-4360
4 国際ロジテック㈱水戸営業所 貨物運送業 水戸市木葉下町292-28(水戸西流通センター内) Tel.254-1541
5 株式会社アコオ 建設業 水戸市谷津町細田1-12 Tel.251-3016
6 ㈱フジクリーン茨城 建設業 水戸市谷津町細田1-21（水戸西流通センター内） Tel.254-7777
7 水戸ヤクルト販売㈱ 卸売業 水戸市谷津町1-35 Tel.251-8960
8 スコーンドルフィン 菓子製造販売 水戸市双葉台1-1775-26 Tel.291-5535
9 プリンセスリリー リリー幼稚園 教育 水戸市中丸町2052-17 Tel.350-3601
10 (一財)安寿苑 ローズヴィラ 医療・福祉 水戸市堀町1444-1 Tel.254-8111
11 介護老人福祉施設 長生園 医療・福祉 水戸市堀町1185 Tel.251-5345
12 医療法人博仁会 フロイデ水戸メディカルプラザ 医療・福祉 水戸市堀町967-1 Tel.353-8300
13 飛田自動車修理工場 自動車整備 水戸市渡里町3966-1 Tel.221-6831
14 ㈱ハウジングアイ 建設業 水戸市石川1-4008-1 Tel.350-3601
15 日の丸石油㈱ 小売業 水戸市赤塚1-2064-11 Tel.252-7655
16 SHION hair 理美容業 水戸市赤塚1-1997-67 Tel.253-0146
17 フォレストリリー リリーの森幼稚園 教育 水戸市内原町1397－3 Tel.259-2585
18 うちはらスワン保育園 保育園 水戸市鯉淵町2222-1 Tel.259-3481
19 特別養護老人ホーム もみじ館 医療・福祉 水戸市鯉淵町2222-1 Tel.259-9295
20 ㈲ONE TEAM 金融・保険業 水戸市鯉淵町2810 Tel.259-3278
21 株式会社アビリティ 人材派遣・警備 水戸市河和田2-1-10 Tel.303-6766
22 HAIR SPACE Jam 理美容業 水戸市河和田1-1535-5 Tel.291-6877
23 ミナト防災通信工業㈱ 電気工事業・消防点検業務 水戸市河和田町4863 Tel.255-0020
24 学校法人むぎの穂学園 河和田幼稚園 保育・教育 水戸市河和田町1183 宮前 Tel.251-3154
25 ホームシックスタイルショップ水戸店 小売業 水戸市河和田町3755-1 Tel.350-3213
26 ㈱ミカミ まちづくりコンサルタント 水戸市河和田町4471-45 Tel.257-1234
27 ㈱白梅商事 旅客・貨物運送業 水戸市河和田町3956－4 Tel.243-4444
28 シャトレーゼ 水戸姫子店 小売業 水戸市姫子2-769-4 Tel.252-0802
29 憧れ 花のアトリエ 小売業 水戸市見和2-241-1 Tel.257-1187
30 ㈱関川畳商店 製造業 水戸市見和2-232-53 Tel.212-5820
31 社会福祉法人地球の子ども会 

ちゃいるどはうすNido＆Infant
保育園 水戸市見和1-321-7 Tel.244-0005

32 ㈱Ｍ’ｓファクトリー 写真スタジオ・ハウス型 水戸市見川2-49-1 Tel.221-3515
33 レコードブック水戸見川 医療・福祉 水戸市見川1-1157-1パークヒルズマルキ１101号 Tel.297-6515
34 ㈱ナムチェバザール 小売業 水戸市末広町2-2-7 Tel.231-8848
35 特別養護老人ホーム もくせい 医療・福祉 水戸市東原3-2-7 Tel.303-7373
36 スワン保育園 保育・教育 水戸市東原3-2-6水高スクエア内 水高スクエア Tel.303-3337
37 株式会社永江楽器水戸 小売業 水戸市西原1-1-9 Tel.226-6540
38 ANNIE水戸東原店 理美容業 水戸市東原2-4-3 Tel.229-0335
39 ㈱Ly-Bright 出張福祉美容 水戸市大工町3-7-1 Tel.212-4850
40 フレッシュグリーン 小売業 水戸市緑町2-2-21 Tel.221-6220
41 ㈱こしば 小売業・建設業 水戸市栄町2-7-23 Tel.231-0570
42 フローリストカトレア 花屋 水戸市五軒町3-1-14白石ビル1F Tel.226-4187
43 サンコー㈱ 飲食業 水戸市大工町1-3-11 Tel.231-3285
44 ホテル・ザ・ウエストヒルズ・水戸 ホテル・旅館 水戸市大工町1-2-1 Tel.300-2050
45 共栄通信工業㈱ 建設業 水戸市青柳町556 Tel.227-6363
46 ㈱さわやか交通 鉄道・旅客・貨物運送業 水戸市金町1-3-35 Tel.353-6522
47 東日本電信電話㈱ 情報・通信・放送 水戸市北見町8-8 Tel.231-2186
48 ㈱白英社 広告・デザイン 水戸市大町2-3-2 Tel.224-4352
49 ㈱文化メディアワークス 広告・デザイン 水戸市泉町1-3-22リリースクエアビル4階 Tel.221-4813
50 水戸証券㈱水戸支店 金融・保険業 水戸市南町2-6-10 Tel.233-0310
51 ㈱横須賀満夫建築設計事務所 建築設計業 水戸市南町2-1-18アーキビル Tel.225-4353
52 社会福祉法人北養会 スワンkidsクラブ三の丸 放課後児童クラブ 水戸市三の丸1丁目3-29 Tel.350-3627
53 水戸京成ホテル ホテル・旅館 水戸市三の丸1-4-78 Tel.226-3116
54 プロカフェ 飲食業 水戸市三の丸1-4-2 Tel.225-8074
55 ヘアーサロン フリースタイル 理美容業 水戸市宮町2-2-28冨士ビル3 1F Tel.233-7273
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56 東京海上日動火災保険㈱ 金融・保険業 水戸市宮町1-3-41水戸ノースフロント8階 Tel.233-9200
57 東部ガス㈱茨城支社 都市ガス事業 水戸市宮町2-8-14 Tel.231-2241
58 ホテルテラスザガーデン ホテル・旅館 水戸市宮町1-7 Tel.300-1200
59 ㈱山忠 建設業 ひたちなか市枝川222 Tel.221-9151
60 ㈱マリアヴェルト 菓子製造販売 水戸市見川町2131-28 Tel.244-4063
61 ㈱ヴィオーラ レンタルおしぼり 水戸市見川町2131-404 Tel.241-8251
62 一般社団法人日本自動車連盟茨城支部 ロードサービス 水戸市千波町2475-7 Tel.244-2660
63 ㈱根子左 建設業 水戸市千波町2830-5 Tel.241-4057
64 エスケーネクステージ㈱ 就労継続支援A型事業

所miraie
医療・福祉 水戸市千波町2832-10 Tel.244-1294

65 スズキアリーナ千波 和興自動車㈱ 自動車販売・自動車整備 水戸市千波町1873-4 Tel.241-3333
66 茨城トヨタ自動車㈱ 自動車販売・自動車整備 水戸市千波町1887 Tel.241-1518
67 茨城電設㈱ 建設業 水戸市千波町1916-1 Tel.241-4047
68 水戸プラザホテル ホテル・旅館 水戸市千波町2078-1 Tel.305-8111
69 ㈱茨城放送 情報・通信・放送 水戸市千波町2084-2 Tel.244-2160
70 ㈱茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメン

ト
イベント関連 水戸市千波町2084-2茨城放送ビル2階 050-1745-68

02
71 ㈱エディファミリー 冠婚葬祭互助会・サービス

業
水戸市千波町1935-1 Tel.303-5000

72 関東ヂーゼル㈱水戸営業所 自動車整備 水戸市千波町1969-1 Tel.241-8671
73 茨城日産自動車㈱ 自動車販売・自動車整備 水戸市千波町1949-1 Tel.241-4123
74 ECRU Colors合同会社 エステ・ネイル 水戸市千波町1953-6AIDYビル101 Tel.305-3475
75 ㈱読売茨城広告社 広告・デザイン 水戸市千波町1953-4 Tel.244-5555
76 茨城県信用組合 千波支店 金融・保険業 水戸市笠原町1374-10 Tel.241-0231
77 社会福祉法人地球の子ども会 

ちゃいるどはうす小さなおうち
保育園 水戸市笠原511-1 Tel.244-0005

78 ㈱MVサービス その他 水戸市笠原町1189-2グリーンヒル西野２F Tel.306-7710
79 仕出し弁当あきもと 飲食業 水戸市笠原町1235-16 090-3479-22

52
80 社会福祉法人地球の子ども会 

ちゃいるどはうす保育園
保育園 水戸市笠原150 Tel.244-0005

81 ㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック その他 水戸市笠原町136-1 Tel.12-7700
82 喜八楽八 笠原店 飲食業 水戸市笠原町600-17 Tel.305-7888
83 ショートステイ安住野 医療・福祉 水戸市笠原町645-1 Tel.244-4165
84 寿司ダイニング福円 飲食業 水戸市笠原町1523-3 Tel.244-1000
85 グローバルキッズアカデミー 英会話教室 水戸市笠原町1560第2信輝ビル2F Tel.306-7322
86 ㈱マルト 小売業 水戸市笠原町978-39 Tel.241-5000
87 社会福祉法人豊心の会 つぼみさく保育園 医療・福祉 水戸市笠原町400-3 Tel.291-4152
88 社会福祉法人地球の子ども会(本部） 

ちゃいるどはうす森野ほいくえん
保育園 水戸市平須町2366-1 Tel.244-0005

89 ㈱拓住建 建設業・建築設計業 水戸市平須町1828-279 Tel.244-7097
90 ヘアーサロンB.O.O. 理美容業 水戸市平須町1847-5 Tel.244-7810
91 ㈱フジタビジネスマシンズ 小売業 水戸市城南1-2-8 Tel.225-1755
92 まち鮨 飲食業 水戸市中央1-5-6 Tel.226-1166
93 要建設 建設業 水戸市白梅1-2-36 Tel.226-1166
94 ビオハーヴェスト水戸本店 飲食業・エステ・トータル

ビューティ
水戸市城南1-8-15 Tel.246-6672

95 大黒鮨 飲食業 水戸市元吉田町321-2 Tel.247-7107
96 イエローハット水戸中央店 小売業・自動車整備 水戸市元吉田町字一本松263-1 Tel.304-2220
97 石塚サン・トラベル 旅行業 水戸市城東1-3-17弓和ビル3F Tel.303-7652
98 原外科医院 医療・福祉 水戸市東台1-12-5 Tel.221-3080
99 ㈱新興自動車整備工場 自動車整備 水戸市本町3-21-9 Tel.221-2904
100 水戸経理専門学校 専修学校 水戸市浜田2-11-18 Tel.221-8771
101 ㈱蔭山利兵衛商店 小売業 水戸市本町3-3-7 Tel.221-3666
102 ㈱エコスTAIRAYA浜田店 小売業 水戸市本町3-302-1 Tel.227-5320
103 ㈱日東 小売業 水戸市柳町2-11-36 Tel.231-1271
104 おかしのアトリエ リリス エメルフィオ 小売業 水戸市本町2-7-7 Tel.350-1871
105 デイサービス野ばらしもいち館 医療・福祉 水戸市本町2-5-18 Tel.353-7933
106 ㈱堤理美容商事 卸売業 水戸市城南3-4-24 Tel.226-2330

No. 企業名 業種 住所 電話番号
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107 一般社団法人ふうりん「訪問看護ステーション
ふうりん」

医療・福祉 水戸市元吉田町2354-3 Tel.350-6015

108 This is BarBer 理美容業 水戸市元吉田町1630-2 Tel.210-1767
109 大和ハウス工業㈱茨城支社 建設業 水戸市元吉田町1194-24 Tel.246-0135
110 Poul美容室 理美容業 水戸市元吉田町1389-6さんさろマンション1F 080-1241-00

87
111 （一社）茨城県環境管理協会 イベント関連 水戸市元吉田町1736-20 Tel.248-7431
112 みと東部特別養護老人ホーム 医療・福祉 水戸市酒門町1177-3 Tel.350-6100
113 株式会社OneDo 小売業 水戸市元吉田町1270-1カインズ水戸店内 ペッツ

ワン水戸店
Tel.239-3355

114 ドコモショップ水戸南店 小売業 水戸市元吉田町1776-5 Tel.306-9119
115 畑のGOCHISO 飲食業 水戸市米沢町280 Tel.357-0815
116 特別養護老人ホーム欅倶楽部 医療・福祉 水戸市酒門町3158 Tel.350-2055
117 Japan Pets Trading株式会社 小売業 水戸市酒門町3234-1トモニ―水戸店内 One 

Buddyトモニ―水戸店 
Tel.239-3355

118 ㈲光洋都市技術コンサルタント 測量・土木設計 水戸市吉沢町44-1 Tel.304-1080
119 デイサービス ケアプラスけやき台 医療・福祉 水戸市けやき台3-53-1 Tel.247-2979
120 DSIドローンスクール茨城(DAC㈱) ドローン業種 水戸市酒門町4228-1 Tel.350-2881
121 ㈱セイブ けやき台店 小売業 水戸市けやき台3-38 Tel.246-9211
122 ㈱ガスハウジングセンター（東部ガス プラザ酒

門店）
小売業 水戸市酒門町4240-2 0294-36-252

0
123 ㈱横田建設 建設業 水戸市吉沢町667 Tel.247-0803
124 ㈱セイブ 元吉田店 小売業 水戸市住吉町284-1 Tel.248-1211
125 ホームアクティブハートさかど 医療・福祉 水戸市酒門町4390 Tel.248-5511
126 オリジナルズ　オートリペア＆サービス 自動車販売・自動車整備 東茨城郡茨城町長岡3523-52 Tel.353-8001
127 大黒家 飲食業 茨城町奥谷47-3 Tel.292-0070
128 ㈱イバレイ 卸売業 茨城町大字中石崎５３５-１ Tel.240-8350
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