
事業所記号 事業所名 事業所住所

45020001 伊藤冷機工業　株式会社 南相馬市原町区金沢堤上138-1

45050014 株式会社　大橋建設 南相馬市原町区上渋佐原田88

45120109 医療法人　伸裕会　渡辺病院 相馬郡新地町駒ヶ嶺原92

45440015 有限会社　渡建工業 南相馬市原町区信田沢中屋鋪162

45260111 原町港湾運送　株式会社 南相馬市原町区金沢物見山131

45010001 株式会社　青田電気商会 南相馬市原町区上北高平上北沢161-6

45140000 関場建設　株式会社 南相馬市原町区錦町1-1

32310001 松下建設　株式会社 相馬市中村桜ヶ丘169

32280038 株式会社　福装21相馬ファクトリー 相馬市成田大作240

45280038 株式会社　福装21鹿島ファクトリー 南相馬市鹿島区寺内本屋敷1-1

45200027 東北サッシ工業　株式会社 南相馬市鹿島区寺内迎田39

45060027 加藤建材工業　株式会社 南相馬市鹿島区川子滝沢148

32100005 株式会社　コハタ 相馬市大曲花立3

45320017 社会福祉法人　南相馬市社会福祉協議会 南相馬市原町区小川町322番地の1

32110015 株式会社　サンエイ海苔 相馬市沖の内一丁目15番地の8

40120009 新地町商工会 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎40

45150015 有限会社　相双エンジニアリング 南相馬市原町区錦町1-106

45060134 特定非営利法人　かしま元気スポーツクラブ 南相馬市鹿島区横手字川原186番地の1　かしま交流センター

32140008 株式会社　セイユー建設 相馬市馬場野字岩穴前201-1

45110110 特定非営利活動法人　さぽーとセンターぴあ 南相馬市原町区上渋佐原田94-4

32210012 株式会社　中村環境 相馬市中村字川原町70番の2

45270028 有限会社　BMC 南相馬市原町区旭町4丁目39-1

45160039 有限会社　高野建材 南相馬市鹿島区北海老山田49-3

32280041 船橋屋製菓　株式会社 相馬市黒木字薬師堂21

45260043 ハヤマ工業　有限会社 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎239番地の5

45250000 株式会社　野地商会 南相馬市原町区本町1丁目53番地

45140005 有限会社　誠友 南相馬市原町区大町三丁目151番地

45300009 特定非営利活動法人　ほっと悠 南相馬市原町区本陣前1丁目67番地

45290000 平和貨物運送　株式会社 南相馬市原町区北原字赤坂126番地の1

45290005 平和流通　株式会社 南相馬市原町区北原字赤坂126-1

45290002 平和タクシー　株式会社 南相馬市原町区旭町1-26

45260119 あぶくま環境協業組合 南相馬市原町区金沢字道金沢123-6

45300019 仄々倶楽部合同会社　デイサービスほのぼの 南相馬市原町区二見町2丁目25番地

45060028 鹿島商工会 南相馬市鹿島区鹿島字町39番地

45120006 庄建技術　株式会社 南相馬市原町区青葉町一丁目1番地

45150004 株式会社　相双衛生 南相馬市原町区上渋佐字原田176番地

45330002 株式会社　村上建設 南相馬市小高区大井字深町44の3

45260005 株式会社　原町中央自動車教習所 南相馬市原町区錦町1丁目27番地

45200003 東北造園　株式会社 南相馬市原町区高見町1丁目300番地

45280007 株式会社　福建コンサルタント 南相馬市原町区日の出町528番地

45020013 石川建設工業　株式会社 南相馬市原町区大町三丁目30番地

45030002 ウツミ電気　株式会社 南相馬市原町区上太田字陣ヶ崎368-32

32050022 有限会社　大橋工業 相馬市玉野字副霊山220

45120000 庄司建設工業　株式会社 南相馬市原町区青葉町一丁目1番地

45200026 東北エコ・テクノ　株式会社 南相馬市鹿島区川子字菅ノ沢26-6

45210001 株式会社　中野屋 南相馬市原町区旭町2-29

45010007 株式会社　アイ・イーエス 南相馬市原町区日の出町563

32150202 相馬港湾運送　株式会社 相馬市中村字桜ヶ丘56-1T.Kウェルネス桜ヶ丘102号

45280108 株式会社　フローラ 南相馬市原町区高見町二丁目30番地の6
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45130001 株式会社　鈴木材木店 南相馬市原町区栄町三丁目93番地

45010105 阿部製作所 南相馬市原町区金沢字堤下279-1

40270006 有限会社　ビートル 相馬郡新地町谷地小屋字南狼沢4-67

45280014 文化住宅機器　株式会社 南相馬市原町区西町一丁目97番地

45010002 旭電気工事　株式会社 南相馬市原町区南町2丁目78番地

45140021 有限会社　セーフティーライフ 南相馬市原町区大木戸字金場147番地

32080023 株式会社　黒木研磨 相馬市黒木字御門136-1

45200006 東和工業　株式会社 南相馬市原町区日の出町547番地

45360012 有限会社　山崎鉄工所 南相馬市小高区飯崎字砂子田40

45050001 株式会社　大場鉄工所 南相馬市原町区東町三丁目54

45070017 北澤産業　有限会社 南相馬市原町区深野字宮平117

45010116 株式会社　アレスト 南相馬市原町区 大木戸松島129-53

45260002 株式会社　原町日通自動車修理工場 南相馬市原町区錦町2丁目67番地

45010004 青葉板金　合資会社 南相馬市原町区金沢物見山131　原町港湾運送　株式会社

45260020 原町建設機械　株式会社 南相馬市原町区錦町2丁目67番地

45300029 株式会社　ポッシブル南相馬 南相馬市原町区本陣前1-4

45260025 有限会社　番場産業 南相馬市原町区三島町三丁目63番地

45320001 有限会社　三島製作所 南相馬市原町区石神字坂下69-2

45110006 三友住設　株式会社 南相馬市原町区高見町一丁目238-1

45080033 株式会社　ＣＲＥＲＩＡ 南相馬市原町区西町3-27-10

45080009 社会保険労務士法人　くさの 南相馬市原町区北新田字一ノ坪23番地

45280128 株式会社　福正アイテック 南相馬市原町区小川町675-12

45200001 合資会社　鳥居陶器店 南相馬市原町区栄町2-12

45250003 株式会社　野馬追の里 南相馬市原町区高見町2丁目30番地の1

45270014 ひばり法律事務所 南相馬市原町区西町1-6-10

32220007 ニダック精密　株式会社 相馬市柚木字一の坪105番地8

45020005 有限会社　井上薬局 南相馬市原町区錦町1-43

40200044 医療法人　桃蹊会 相馬郡新地町谷地小屋字萩崎61番地の1

45050022 有限会社　大内庭樹園 南相馬市原町区橋本町二丁目104番地

45050101 有限会社　ＯＦＦＩＣＥ　開成生 南相馬市小高区川房字四ツ栗74

45050012 大杉商事　有限会社 南相馬市原町区栄町3丁目63番地

32150320 相馬地方林業企業組合 相馬市山上字前原59番地

45120030 株式会社　昭和観光バス 南相馬市原町区下太田字川内廹163-1

45260030 ハギハラ　株式会社 南相馬市原町区北原字巣掛場69

45160003 滝建設工業　株式会社 南相馬市原町区橋本町1-59

45100015 小浜製作所　有限会社 南相馬市原町区信田沢字下信田328-10

45130002 株式会社　スズトヨ 南相馬市原町区下北高平字杉内91

32050001 株式会社　小野中村 相馬市小泉字高池88番地の1

45160112 株式会社　太平洋テクノス 南相馬市鹿島区栃窪字東畑83番地

45310033 株式会社　マルセ商会 南相馬市原町区錦町1-1

32080001 草野建設　株式会社 相馬市程田字形部田26番地

32150006 相馬商工会議所 相馬市中村字桜ケ丘71番地

45020037 株式会社　ENG 南相馬市原町区西町二丁目7-1

40280111 株式会社　福島ニチアス 相馬郡新地町大字福田字北原 275-7 

45040108 株式会社　ＡＳ防災 南相馬市原町区三島町1-86

45120140 株式会社　システム創建

45060003 かめや工機　株式会社 南相馬市原町区桜井町一丁目１番地   

32150129 ソマ　株式会社 相馬市柚木字一の坪86   

45100038 後藤建設工業　株式会社 南相馬市鹿島区岡和田字沢田88番地 

45340001 株式会社　メイワ 南相馬市原町区大木戸字南原１８９番地 
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45160019 株式会社　代和産業 南相馬市原町区国見町2-123-1 

32200032 税理士法人　プロフェッションズ相馬事務所 相馬市中村字桜ヶ丘 56-1   Ｔ.Ｋウエルネス桜ヶ丘201 

45260223 浜通り社会保険労務士法人 南相馬市原町区錦町1丁目１３１番地 

https://www.hamadori.biz/

