
機密性 2 

1 

中小規模法人部門 86 事業所（順不同・敬称略） 

 

No. 事業所名 所在地 

1 会津若松商工会議所 会津若松市 

2 株式会社 ニュー松島 会津若松市 

3 有限会社 ワシオ商会 会津若松市 

4 會津通運 株式会社 会津若松市 

5 株式会社 金堀重機 会津若松市 

6 有限会社 ワンピース 会津若松市 

7 株式会社 吉田ストア 会津若松市 

8 会津ガス 株式会社 会津若松市 

9 株式会社 南進測量 会津若松市 

10 山平会津若松青果 株式会社 会津若松市 

11 有限会社 あいづ保険企画 会津若松市 

12 大和電設工業 株式会社 いわき市 

13 石井企画 株式会社 いわき市 

14 株式会社 東コンサルタント いわき市 

15 日栄地質測量設計 株式会社 いわき市 

16 プライメット 株式会社 いわき市 

17 医療法人 福島アフターケア協会  いわき市 

18 株式会社 勿来製作所 いわき市 

19 福浜大一建設 株式会社 いわき市 

20 タカハギ保険代行 株式会社 いわき市 

21 株式会社 トータル保険プランニング いわき市 

22 好間町商工会 いわき市 

23 株式会社 ピュアロンジャパン いわき市 

24 株式会社 ピー・ジェイ いわき市 

25 株式会社 ピュアグラインド いわき市 

26 有限会社 ハロー保険サービス いわき市 

27 有限会社 ハシコー梱包運輸 鏡石町 

28 会津喜多方商工会議所 喜多方市 

29 株式会社 高橋建設 喜多方市 

30 株式会社 総務サポート 郡山市 
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No. 事業所名 所在地 

31 株式会社 ロジネット 郡山市 

32 有限会社 ときわ・らいふ 郡山市 

33 株式会社 プロエージェントオフィス 郡山市 

34 株式会社 三善自動車工業 郡山市 

35 株式会社 ウインズ 郡山市 

36 福島建機 株式会社 郡山市 

37 有限会社 奨商事 郡山市 

38 株式会社 マリンブルー 郡山市 

39 陰山建設 株式会社 郡山市 

40 株式会社 ジェット 郡山市 

41 プリマックス 株式会社 郡山市 

42 株式会社 大関警備 郡山市 

43 有限会社 タックコーポレーション 郡山市 

44 株式会社 開成測量設計社 郡山市 

45 有限会社 トップサイド 郡山市 

46 丸和食品 株式会社 郡山市 

47 滝田建設 株式会社 郡山市 

48 白河商工会議所 白河市 

49 株式会社 鈴木建設 白河市 

50 株式会社 東北自動車販売 白河市 

51 株式会社 桜交通 白河市 

52 須賀川商工会議所 須賀川市 

53 三柏工業 株式会社 須賀川市 

54 アサヒ電子 株式会社 伊達市 

55 藤田建設工業 株式会社 棚倉町 

56 株式会社 藤建技術設計センター 棚倉町 

57 株式会社 桑原コンクリート工業 田村市 

58 株式会社 丸東 富岡町 

59 東北工業建設 株式会社 浪江町 

60 白河ハイテクサービス 株式会社 西郷村 
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61 東陽電気工事 株式会社 西郷村 

62 株式会社 菅澤建設 二本松市 

63 株式会社 イーテック 二本松市 

64 有限会社 アドバイス 二本松市 

65 大久自動車販売 株式会社 福島市 

66 公益社団法人 福島県トラック協会 福島市 

67 株式会社 三本杉ジオテック 福島市 

68 協和ボーリング 株式会社 福島市 

69 株式会社 サンスマイル 福島市 

70 ＦＡシンカテクノロジー 株式会社 福島市 

71 有限会社 エクステージネットワーク 福島市 

72 株式会社 高橋設備工業所 福島市 

73 株式会社 山川印刷所 福島市 

74 株式会社 福島製作所 福島市 

75 有限会社 佐藤商会 福島市 

76 東開工業 株式会社 福島市 

77 大槻電設工業 株式会社 福島市 

78 株式会社 イーブレイン 福島市 

79 株式会社 帝北ロジスティックス 福島市 

80 アサヒ通信 株式会社 福島市 

81 仄々倶楽部合同会社 デイサービスほのぼの 南相馬市 

82 有限会社 ゼスト 本宮市 

83 株式会社 クールテックサガワ 本宮市 

84 株式会社 ケーイーティ 矢吹町 

85 鮫川運送 株式会社 矢吹町 

86 株式会社 東北シモン 柳津町 

 

 

 

 


