企業の部
順位 ゼッケン

チーム名
チーム名

タイム結果
タイム結果

1

10

西松建設㈱ 湯船原出張所

3'55.73

2

14

日立ハイテクサイエンス Aチーム

4'09.93

3

1

株式会社パジコ 御殿場工場研究開発課

4'10.15

4

5

JA御殿場足柄支店 Ｗ40 ＪＡ御殿場足柄
支店

4'12.46

5

13

沼津土木事務所 御殿場支所A

4'16.24

6

31

ＪＡ御殿場足柄支店「チームちょリス」

4'16.42

7

19

奥村組土木興業㈱ 一色工事Ｂ

4'20.79

8

26

持田製薬株式会社 花組

4'21.16

9

23

持田製薬株式会社 星組

4'22.88

10

27

日立ハイテクサイエンス Gチーム

4'23.18

11

25

大東螺子株式会社 Ｃチーム

4'28.51

12

11

JA御殿場足柄支店 3代目ＪＡソウルブラ
ザーズ ＪＡ御殿場足柄支店

4'30.62

13

21

日立ハイテクサイエンス Eチーム

4'30.68

14

4

持田製薬株式会社 雪組

4'36.74
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新東名高速道路の湯船原トンネル工事から
やって参りました西松建設です。これから3年
小山町でお世話になりますので、連続出場目
指して頑張ります。今後とも宜しくお願いしま
す。
日立ハイテクサイエンスは日立ハイテクグ
ループの分析計測装置メーカーです。表面分
析、元素・物性分析、分光・分離分析などの
各領域で、最先端の製品や高品質なソリュー
ションを、最前線のお客様へグローバルにご
提供しています。
造形用粘土、UVレジンを中心に、教材・ホ
ビー製品を製造・販売しています。おかげさま
でもうすぐ50周年を迎えます。これからも変わ
らぬご愛顧をよろしくお願いします。
昭和51年生まれコンビ40（しじゅう）にして惑
わずゴールまで一直線です。ボーナスはＪＡ
御殿場市と小山町の県道、河川等の管理を
しています、静岡県沼津土木事務所 御殿場
支所です。この静岡県を皆様がより安全・安
心に暮らせるよう日々努めております。本日
は全力を尽くしたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
一生懸命漕ぎます。優勝狙ってます。応援し
て下さい。
新東名高速道路 一色工事 用沢から一色
までの施工をしています。
医薬品・ヘルスケアなどの分野で、人々の健
康・福祉に貢献しています。頑張ります。
医療・健康ニーズに応えて、人々の健康・福
祉にいっそう貢献したいと考えています。頑張
ります。
株式会社日立ハイテクサイエンスでは小山事
業所内の約44、000平方メートルにもおよぶ
樹林を「日立ハイテクサイエンスの森」と名づ
け、かつて人々との暮らしと共にあった里山と
して再生することを目標とし、2015年度から順
次、敷地内に生育している地域在来の植物を
活用した広葉樹林化や、さまざまな在来の野
草の咲くススキ草地の再生、外来植物の駆
除などに継続的に取り組んでいます。
弊社は油圧用のネジ製作をおこなっていま
す。
現在、建設機械や自動車分野で多くの実績
があります。
本日は、普段の仕事は忘れてチーム一丸と
今年で３回目の挑戦です。新メンバー加入で
優勝を目指します。ＪＡ共済では皆様に安心
して頂ける保障の提供をしております。日常
に潜む様々なリスクや将来の備えに不安を感
じましたら是非ご相談ください。
日立ハイテクサイエンス サービス事業本部
(旧株式会社エポリードサービス)では、皆さま
の大切な機器を常時快適な環境に維持する
ためのメンテナンスメニューを、各種ご用意し
ております。予防保全メニューである保守契
約・定期点検、突発的な故障や不具合発生に
対応するオンコールサービス、移設サポー
ト、消耗品・オプション販売を行なっています。
人類の健康に貢献できる歓びと誇り、そして
責任を持ち続けてまいります。頑張ります。
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順位 ゼッケン

チーム名
チーム名

タイム結果
タイム結果

15

3

株式会社エーエフシー 通販事業部

4'38.36

16

12

大東螺子株式会社Ｂチーム

4'53.93

17

30

株式会社パジコ 御殿場工場物流課

4'57.92

18

15

奥村組土木興業㈱ 一色工事Ａ

4'57.96

19

28

持田製薬株式会社 月組

4'58.78

20

24

日立ハイテクサイエンス Fチーム

4'59.71

21

22

沼津土木事務所 御殿場支所B

5'02.62

22

8

日立ハイテクサイエンス Dチーム

5'04.39

23

9

大東螺子株式会社 Ａチーム

5'05.02

24

18

日立ハイテクサイエンス Cチーム

5'19.03
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ＰＲ
株式会社エーエフシーは、地元静岡県に本社
を置き、元気と綺麗をアップする健康食品と
化粧品の販売会社です。中でも人気の薬用
爽快柑（そうかいかん）アミノ酸シャンプーは、
15種類のアミノ酸を配合し傷んだ髪に潤いを
与えてくれます。おかげさまでシリーズ累計販
売数250万本を突破しました。本日、シャトル
バス発着所のあしがら温泉にて無料のお試し
シャンプーを配布しておりますので、是非お試
しください!
弊社は油圧用のネジ製作をおこなっていま
す。
現在、建設機械や自動車分野で多くの実績
があります。
本日は、普段の仕事は忘れてチーム一丸と
造形用粘土、UVレジンを中心に、教材・ホ
ビー製品を製造・販売しています。おかげさま
でもうすぐ50周年を迎えます。これからも変わ
らぬご愛顧をよろしくお願いします。
新東名高速道路 用沢から一色までを施工し
ています。
持田製薬グループのスキンケア製品を一度
お試し下さい。頑張ります。
株式会社日立ハイテクサイエンス小山事業所
は、「環境との調和」を経営の最優先課題と
し、環境行動指針に基づき、分析計測製品の
開発・製造・保守・物流などの事業活動、製品
及びサービスを通して、最先端技術の絶え間
ない追求と法令の順守、環境汚染の予防を
行い、事業活動を通じて自然共生と循環型社
会の実現に向け、積極的に取り組みます。
御殿場市と小山町の県道、河川等の管理を
しています、静岡県沼津土木事務所 御殿場
支所です。この静岡県を皆様がより安全・安
心に暮らせるよう日々努めております。本日
は全力を尽くしたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
日立ハイテクサイエンス株式会社は足柄駅か
ら坂を上ったところにある小山高校の隣に小
山事業所があります。本日、東名高速側の駐
車場は弊社が提供させていただいており、駐
車場の向かいが小山事業所です。小山事業
所では300人程の社員が熱分析装置、X線分
析装置、走査型プローブ顕微鏡、白色干渉顕
微鏡、集束イオンビームといった分析装置を
開発・製造しています。
弊社は油圧用のネジ製作をおこなっていま
す。現在、建設機械や自動車分野で多くの実
績があります。本日は、普段の仕事は忘れて
チーム一丸となって頑張りたいと思います。
我々が開発している走査型白色干渉顕微鏡
は、光の干渉現象を利用した非接触・非破壊
の表面形状計測装置です。光の干渉スケー
ルを用いることで、高さ分解能 0.01 ナノメート
ルを維持したまま広い視野領域の計測を実
現しています。VS1000シリーズでは、透明積
層体の光学界面から得られる干渉ピークを高
さ検出することにより、表面形状計測に加え
多層膜の層構造および層内部の異物計測が
可能です。
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25

20

富士山GOGOエフエム 「ちょっと熱くな
い？」Day break city

5'40.31

26

7

富士山GOGOエフエム トモヒロックス

6'13.13

27

16

日立ハイテクサイエンス Bチーム

6'13.49

28

29

日立ハイテクサイエンス Hチーム

6'51.24

29

2

㈱YAKIN プレゼンツ 安部首相とトランプ
大統領の長い週末営業

7'10.41
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ＰＲ
金曜朝の音楽番組！ひろりんとあまちゃんの
軽快なトーク？を是非聴いて下さい！がんば
るぞ～！！
あの！フルヤトモヒロが遂に出場！そして！
ペアを組むのは・・・あの人！乞うご期
日立ハイテクサイエンスは日立ハイテクグ
ループの分析計測装置メーカーです。表面分
析、元素・物性分析、分光・分離分析などの
各領域で、最先端の製品や高品質なソリュー
ションを、最前線のお客様へグローバルにご
提供しています。『見えなかったもの』『測れな
かったもの』『解析できなかったもの』を技術
の研さんを通じて可能にし、お客様やステー
クホルダーの皆様と共に科学と社会の発展に
貢献できるよう努力を続けてまいります。
日立ハイテクサイエンスは第二精工舎（現ＳＩ
Ｉ）が、ウォッチ以外の新規事業分野開発のた
め、社内にＲ＆Ｄセンターを設置し、科学機器
事業の研究開発を開始し、製造拠点として静
岡県駿東郡に小山事業所を設置したことが始
まりです。２０１３年にＳＩＩが当社の全株式を日
立ハイテクノロジーズに譲渡したことで、日立
ハイテクサイエンス株式会社に商号を変更し
小山町、おやま道の駅近くから参加させて頂
いています株式会社やきんと申します仮装で
の参加は今年で４度目です。昨年はゾンビの
仮装が賞に結び付かず悔しい思い出になりま
したが、今回は子供から年配の方まで好評価
間違いないと思います。最近やっとネット販売
を始めましたので皆さんhttp://www.eyakin.co.jpホームページ覗いて下さい

