協賛企業一覧
第17 回ノーブルホームカップ
私たちは、地域の青少年育成を応援しています

一般社団法人

ハウスワランティ
〒130-0026 東京都墨田区両国3-25-5 JEI 両国ビル11階

TEL.03-5638-0086

株式会社インフ・ティーフォー
〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1971-1 TMビル2階

TEL.029-248-6660
映 像の企 画・製作・撮 影・編 集（当大 会 DV D 製作）

株式会社常陽銀行
〒310-0021 茨城県水戸市南町2-5-5

TEL.029-231-2151
https://www.joyobank.co.jp

株式会社

ホリイフードサービス

株式会社

〒310-0803 茨城県水戸市城南3-10-17 カーニープレイス水戸4階

TEL.029-233-5825

https://www.horiifood.co.jp

株式会社トレンディ茨城
〒311-4164 茨城県水戸市谷津町1-30

TEL.029-254-6620

株式会社 茨城放送（LuckyFM茨城放送）
〒310-8505 茨城県水戸市千波町2084-2

TEL.029-244-3997

LIXIL

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町857-2 水戸ショールーム2階

TEL.0570-783-452

センチュリー21
クリック不動産Co.,Ltd.

〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-3-41 水戸ノースフロント7階

TEL.029-233-9206

株式会社グランメゾン水戸
〒310-0841 茨城県水戸市酒門町4372-7

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1249-17

TEL.029-350-5721

株式会社

テックサーベイ

〒310-0851 茨城県水戸市千波町2083-6

TEL.029-306-8961
23

TEL.029-353-8510

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-30 新宿イーストサイドスクエア6階

TEL.03-6233-2281

アクリーコンサルティング株式会社
〒310-0804 茨城県水戸市白梅1-2-11

TEL.029-227-5505

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 YOUビル7階

TEL.03-5643-9061

ワールド化成株式会社

タカマツ土木設計

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-10-14 いちご人形町ビル

〒310-0804 茨城県水戸市白梅1-5-27 森田ビル1階

TEL.03-3662-4945

TEL.029-224-1137

株式会社ファイン 竹内宅建事務所

株式会社大平工業

株式会社秋山工務店

〒314-0033 茨城県鹿嶋市鉢形台3-12-12

〒314-0011 茨城県鹿嶋市港ヶ丘282-139

〒310-0903 茨城県水戸市堀町1108-8

TEL.0299-84-7910

TEL.0299-83-6673

TEL.029-350-7801

司法書士 大曽根 佑一

村松土地家屋調査士事務所

谷藤土地家屋調査士事務所

〒314-0032 茨城県鹿嶋市宮下4-4-5

〒312-0012 茨城県ひたちなか市大字馬渡2832-68

〒314-0131 茨城県神栖市下幡木947

TEL.0299-85-0783

TEL.029-212-6228

TEL.0299-92-3153

水越社会保険労務士事務所

株式会社ビジコンネクスト

茨城日産自動車株式会社

〒310-0817 茨城県水戸市柳町2-3-7

〒311-4153 茨城県水戸市河和田町3810-1

〒310-0851 茨城県水戸市千波町1949-1

TEL.029-233-6902

TEL.0120-964-215

TEL.029-241-4123

株式会社 茨城県民球団

総合資格学院 水戸校 つくば校

株式会社協同エージェンシー

〒312-0042 茨城県ひたちなか市東大島1-24-29 正和ビル4階

〒310-0804 茨城県水戸市白梅1-1-17 水戸NK第一ビル5階

〒107-0062 東京都港区南青山6-12-1 TTS南青山ビル6階

TEL.029-229-2611

TEL.029-300-4721

TEL.03-3409-1851

水戸信用金庫

リコージャパン株式会社

株式会社安心確認検査機構

〒310-0803 茨城県水戸市城南2-2-21

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1074-1

〒310-0805 茨城県水戸市中央1-8-17

TEL.029-222-3311

TEL.029-247-0675

TEL.029-224-8522

パナソニック株式会社 ハウジングシステム事業部
茨城住建営業所

ソニテック株式会社

〒310-0851 茨城県水戸市千波町1825-1

TEL.029-241-4444

〒321-0152 栃木県宇都宮市西川田3-8-17 カーサ・ベネフィック5階

TEL.028-678-6496
24

株式会社大塚工業

有限会社カナイトレーディング

住友三井オートサービス株式会社

〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1146

〒311-0134 茨城県那珂市飯田2706-5

〒163-1434 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティビル

株式会社大塚商会

株式会社ブレイブ

株式会社日宣メディックス

〒305-0032 茨城県つくば市竹園1-4-1 南3パークビル2階

〒107-0061 東京都港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11階

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町716-3

神山会計事務所

株式会社建築資料研究社 日建学院

クリナップ株式会社

〒311-4153 茨城県水戸市河和田町546-2

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-27 IPICビル3階

〒310-0836 茨城県水戸市元吉田町1166-6

大建工業株式会社 首都圏第一支店 東関東営業所 水戸事務所

株式会社タナカ

YKK AP株式会社 つくば支店

〒310-0847 茨城県水戸市米沢町398-1 TOTO水戸ショールーム内 2階

〒300-4115 茨城県土浦市藤沢3495-1

〒305-0051 茨城県つくば市二の宮1-11-8 TOSビルⅢ1階

TEL.029-255-0609

TEL.029-352-1770

TEL.029-868-7850

TEL.029-255-5755

TEL.03-5358-6311

TEL.03-6427-4451

TEL.029-248-2344

TEL.029-305-5433

TEL.029-248-8511

TEL.029-247-2424

TEL.029-858-4172

TEL.029-862-1234

東部液化石油株式会社 水戸支店

弁護士法人 長瀬総合法律事務所 水戸支所

〒310-0015 茨城県水戸市宮町2-8-14

〒310-0803 茨城県水戸市城南1-4-7 第5プリンスビル7階

TEL.029-291-4111

TEL.029-224-9749

㈱つくば開発

キムラ測量設計事務所・ケンズ設計

ガーデンショップ花みどり

ハウジングギャラリー水戸 / すまいりんぐひたちなか

〒305-0023 茨城県つくば市上ノ室931-5

〒306-0631 茨城県坂東市岩井4790-5

〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町5986

〒310-0852 水戸市笠原町561-1 / 〒312-0005 ひたちなか市新光町22

㈱新生・エージェンシー

㈱関東朝日広告社 茨城支店

㈱エフ企画設計室

一般財団法人 茨城県建築センター

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-51-13 佐久間製菓ビル2階

〒310-0021 茨城県水戸市南町3-4-57水戸セントラルビル3階

〒310-0842 茨城県水戸市けやき台3-26 ヴェルデけやき107号室

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-30

㈱フジコー

タカラスタンダード㈱

㈱鶴弥

㈱オンダ製作所

〒310-0812 茨城県水戸市浜田1-19-13

〒310-0842 茨城県水戸市けやき台3-24

〒475-8528 愛知県半田市州の崎町2-12

〒501-3263 岐阜県関市広見851-3

TEL.029-875-4488

TEL.03-3590-7081

TEL.029-221-8700

TEL.029-231-6177

TEL.029-248-3040

TEL.029-259-6332

TEL.029-291-5677

TEL.0569-29-7311

TEL.029-305-3061 / TEL.029-265-5586

TEL.029-305-7300

TEL.0575-24-5125

あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 茨城支店

㈱サンフジ企画 つくばハウジングパーク

㈱ウッドワン

金子金物㈱

水戸市城南3-11-14 あいおいニッセイ同和損保水戸ビル

千葉県柏市末広町5-16 エスパス柏3階

水戸市元吉田町261-4

水戸市笠原町644-1

司法書士・土地家屋調査士 すず喜総合法務事務所

ABCハウジング

ケイミュー㈱

㈱丸喜木材商会

つくば市学園の森3-33-4

土浦市下高津4-19-7

つくば市竹園1-6-1 つくば三井ビル16階

水戸市渋井町22-1

司法書士 星野明久事務所

すまいポート21

南海プライウッド㈱

マグ・イゾベール㈱

栃木県河内郡上三川町大字西汗1700-9

栃木県宇都宮市上戸祭2-1-30

香川県高松市松福町1-15-10

東京都千代田区麹町3-7

タイセイ測量㈱

㈱読売茨城広告社

ニチハ㈱

三洋工業㈱

土浦市荒川沖西1-14-5

水戸市千波町1953-4

水戸市中央2-6-29 富士火災水戸ビル3階

つくば市研究学園5-5-7

土地家屋調査士 明賀 一博

㈱常陽リビング社

永大産業㈱

㈱常総エナジー

栃木県宇都宮市西2-5-20

土浦市桜ヶ丘町7-10

水戸市吉沢町352-125 STビル201

牛久市下根町780-3

㈱フットボールクラブ 水戸ホーリーホック

茨城弘報㈱

吉野石膏㈱

旭化成アドバンス㈱

水戸市笠原町136-1

水戸市酒門町4269-6

栃木県宇都宮市大通り1-4-22

東京都港区新橋6-17-21 住友不動産御成門駅前ビル8階

一般社団法人 茨城県環境管理協会

国際ロジテック㈱

日本ノボパン工業㈱

㈱クボタケミックス

水戸市元吉田町1736-20

つくば市谷田部1600-1

東京都千代田区外神田1-16-8 Nツアービル3階南

東京都中央区京橋2-1-3 京橋トラストタワー

セコム㈱ 茨城統轄支社

㈱常磐広告

オーデリック㈱

コイズミ照明㈱

水戸市南町1-3-35 オカバ水戸三の丸ビル

ひたちなか市高野450-1

水戸市笠原町1524-1 桂ビル県庁前Ⅲ103号

水戸市元吉田町1041-4 サンビルヂング2階

㈱ケーデーシー

㈱リクルート北関東マーケティング

三菱電機住環境システムズ㈱

TOTO㈱

水戸市新荘2-15-25

群馬県高崎市栄町14-1 高崎イーストセンタービル6階

水戸市桜川1-1-25 大同生命水戸ビル6階

水戸市米沢町398-1

㈱スズキ繊維

㈱足利銀行

三菱ケミカルインフラテック㈱

㈱渡商

ひたちなか市勝田本町22-1

水戸市泉町2-3-8

東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル

栃木県宇都宮市下平出町2328-1

水戸プラザホテル

㈱筑波銀行

東部ガス㈱

㈱イベックス

水戸市千波町2078-1

水戸市泉町2-3-12

水戸市宮町2-8-14

千葉県船橋市海神2-3-10

㈱吉田石油 Dr.Drive水戸元吉田SS

㈱KSK

渡辺パイプ㈱

㈱大三商行

水戸市元吉田町一里塚西1317-3

TEL.029-248-0711

東京都稲城市百村1625-2
TEL.050-3803-8100（代表）

水戸市笠原町1711-16

千葉県市原市八幡北町2-11-1

㈱FUYOU

㈱ユニマットリック

城東テクノ㈱

㈱コロナ

水戸市元吉田町1320-6

東京都中央区日本橋箱崎町4-3 国際箱崎ビル5階

大阪府大阪市中央区今橋3-3-13 ニッセイ淀屋橋イースト14階

水戸市笠原町653-2

㈱エバタコーポレーション

加藤建築設計事務所

旭・デュポンフラッシュスパンプロダクツ㈱

㈱ユニマットライフ

水戸市見川5-4-33

神栖市太田725-236

東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー

水戸市吉沢町119

㈱キャリアプラス

㈱イエタス

㈱ジューテック

水戸市本町2-12-25

東京都千代田区麹町5-4 セタニビル9階

ひたちなか市山崎165

TEL.029-224-2367

TEL.029-875-8931

TEL.0285-39-6050

TEL.029-843-5088

TEL.028-678-2116

TEL.029-212-7700

TEL.029-248-7431

TEL.029-221-6645

TEL.029-228-0880

TEL.029-273-2323

TEL.029-305-8111

TEL.029-239-5511

TEL.029-257-8533

TEL.029-303-7585
25

TEL.0297-35-7115

TEL.0471-43-8581

土浦住宅公園

TEL.029-835-2338

TEL.028-616-1511

TEL.029-244-5555

TEL.029-824-7111

TEL.029-304-5040

TEL.029-839-2100

TEL.029-212-5512

TEL.027-328-7820

水戸支店

TEL.029-231-5183

水戸営業部

TEL.029-231-3171

TEL.03-6264-8899

TEL.0479-46-6085

TEL.03-3230-1215

TEL.050-9000-3383

TEL.029-860-6166

TEL.087-825-3615

TEL.029-231-3145

TEL.029-309-2380

宇都宮営業所

TEL.028-643-6066

TEL.03-5295-2100

TEL.029-277-6150

TEL.029-300-1861

TEL.03-6748-7305

TEL.029-231-2241

TEL.029-305-8700

TEL.06-6786-8601

TEL.03-5521-2600

TEL.029-265-5300

TEL.029-243-4131

TEL.029-224-3056

TEL.03-3288-6636

TEL.029-861-1590

TEL.029-873-2503

TEL.03-5404-5033

TEL.03-3245-3085

水戸営業所

TEL.029-304-6112

水戸営業所

TEL.0120-43-1010

TEL.028-661-1836

TEL.047-420-8533

千葉支店

TEL.0436-41-0355

TEL.029-241-2172

TEL.029-248-8222

（順不同）

