
事業所名 事業所住所

株式会社　東館 二本松市岳温泉1丁目5番地

日産部品　福島販売　株式会社 福島市松山町8-1

株式会社　クラシマ 福島市北矢野目原田67-20

株式会社　三本杉ジオテック 福島市南矢野目字徳元田北4番地

株式会社　福島製作所 福島市三河北町9番80号

大七酒造　株式会社 二本松市竹田一丁目66番地

一般社団法人　ふくしま連携復興センター 福島市清明町1-7大河原ビル2F

佐藤工業　株式会社 福島市泉字清水内1番地

税理士法人　ケーエフエス 福島市栄町6-6　NBFユニックスビル6F

東和　株式会社 本宮市本宮字館町2番地1

株式会社　第一印刷 福島市岡島字古屋館1-2

菊田木材　株式会社 福島市笹木野字下屋敷7

株式会社　山川印刷所 福島市庄野字清水尻1-10

月電ソフトウェア　株式会社 福島市大平寺字沖高68番地

株式会社　ホンダプリモニューコム 二本松市油井字下谷地8番地8

社会福祉法人　けやきの村 福島市飯坂町中野字高田前2-7

光建設　株式会社 本宮市本宮字戸崎7番地1

福島日産自動車　株式会社 福島市北町 2-32

一般財団法人　福島県社会保険協会 福島市大町5-2　千代田生命福島ビル４Ｆ

医療法人　創仁会　東日本診療所 福島市成川字台28-1

東都クリエート　株式会社 福島市北矢野目戸ノ内22-1

公益財団法人　仁泉会 伊達市箱崎字東23-1

株式会社　プラスワン・福島 福島市岡部大旦55-1

株式会社　フクシマ・フロンティア 伊達郡川俣町小神長戸2-5

福島市エコエリア協業組合 福島市笹谷町尻9－8

社会福祉法人　北信福祉会 福島市南矢野目才ノ後6－2

株式会社　聚楽 福島市飯坂町西滝ノ町27

株式会社　阿部紙工 福島市庄野柿場1-11

特定非営利活動法人 福島・伊達精神障害福祉会 福島市五月町1-15　陽光社ビル2階

株式会社　日進堂印刷所 福島市庄野柿場1-1

株式会社　ＩＴＩ開発 福島市永井川古寺31-11

株式会社　しあわせ介護 福島市瀬上町町尻57-1

福島交通　株式会社 福島市東浜町7-8

福島カッター　株式会社 福島市桜本下川原4-1

スナンエキスプレス　株式会社 福島市飯坂町平野若狭小屋14-6

石橋建設工業　株式会社 本宮市高木舟場25-8

株式会社　帝北ロジスティックス 福島市栄町3-22

本宮自動車学校 安達郡大玉村大山狐森18

石橋産業開発　株式会社 本宮市高木舟場22

株式会社　福重 福島市瀬上町北中川原5-1

株式会社　福島重車輛 福島市瀬上町北中川原5-1

一般財団法人大原記念財団　大原綜合病院 福島市大町6－11

株式会社　マルサン 二本松市小浜鳥居町27-3

増子　株式会社 本宮市本宮上町31

公益社団法人　福島県森林・林業・緑化協会 福島市中町5－18

株式会社　三和紙店 福島市柳町3－30

アルス　株式会社 本宮市本宮名郷7

株式会社　イワキ 本宮市荒井久保田98-1

株式会社　髙槻 福島市飯野町明治池ノ入16-2

有限会社　元気ネットワーク 伊達郡川俣町寺久保112-8

福島運送　株式会社 福島市八島田下干損田6-1

東和金属　株式会社 二本松市木幡平21－1

公益財団法人　福島県労働保健センター 福島市沖高北貴船1-2

株式会社　鎌田興業 福島市笹谷向原9-6

株式会社　エム設備設計事務所 福島市五月町10-17

伊達貨物運送　株式会社 伊達市箱崎沖前73-3

中央設備　株式会社 福島市松川町沼袋戸ノ内74

https://www.kurashima.co.jp/
http://www.sanbonsugi-geotec.co.jp/
https://www.fukusei.co.jp/
http://www.daishichi.com/
http://daiichiinsatsu.co.jp/
http://www.tsukiden.co.jp/
http://keyakinomura.jp/
http://www.fukushima-nissan.co.jp/
http://www.f-shimakyoukai.or.jp/
http://www.happyisland.org/
https://www.abeshikoh.co.jp/
http://www.nisshindo.co.jp/
http://iti-dev.jp/
http://shiawasekaigo.com/
https://www.abeshikoh.co.jp/
https://www.ishi-ken.co.jp/
https://www.ishi-ken.co.jp/
https://www.datekamotsu.co.jp/


大同トレーディング　株式会社 福島市南沢又上野原18-22

株式会社　ウエディング　エルティ 福島市野田町一丁目10-41

塚本青果　株式会社

福島造機工業　株式会社 福島市三河北町9-80

有限会社　光商事 福島市大笹生朱田23

社会福祉法人　清樹会 福島市伏拝沼ノ上2-17

社会医療法人　秀公会 福島市大森柳下16－1

株式会社　こんの 福島市陣場町2-20

福島市田沢壇ノ前12－7

こころネット　株式会社 福島市鎌田舟戸前15-1

川名建設工業　株式会社 本宮市本宮田中47-2

福島鈑金工業　株式会社 福島市森合道端2-2

大和自動車交通　株式会社 福島市入江町13-22

株式会社　福島建設工業新聞社 福島市西中央2丁目59

有限会社　佐戸川ダクト鈑金工業所 福島市森合道端2-17

有限会社　共和交通 福島市入江町13-22

文化設備工業　株式会社 福島市野田町五丁目5-6

株式会社　三栄精機製作所 福島県福島市岡島戸切場1-5

福島商工会議所 福島市三河南町1-20 コラッセふくしま8階

有限会社　安部建業 福島市上鳥渡仲原29

株式会社　三和製作所 安達郡大玉村大山東78

広成建設　株式会社 福島市宮代宝田前2-11

株式会社　斎弁 福島市南町211

株式会社　ゴー・アップ福島 二本松市木幡岩下1-1

南電設　株式会社 二本松市戸沢字小初沢43-1

株式会社　運喜 伊達郡川俣町中丁 24-2

有限会社　カネカ運輸 二本松市新座60

株式会社　斎藤工機 伊達郡川俣町飯坂壁沢7-1

株式会社　斎藤建設 二本松市太田楽内62-1

株式会社　和光プロセス 福島市太平寺児子塚14

株式会社　本宮会計センター 本宮市本宮小原田200-2

丸本鈑工　株式会社 伊達市梁川町元舟場85-1

大槻電設工業　株式会社 福島市鎌田卸町13-7

パーフェクトン　株式会社 安達郡大玉村大山向原36-5

株式会社　福島キャリアナビ 福島市鎌田卸町18-2

株式会社　山水荘 福島市土湯温泉町油畑55

株式会社　A水技研 福島市南矢野目高田東1-1

株式会社　フェリスラテ 福島市土船新林25-17

昭和タクシー　株式会社 二本松市成田町一丁目753-3

株式会社　大河内メリヤス 伊達市保原町千刈12

株式会社　アポロガス 福島市飯坂町八景6-17

サンヨー缶詰　株式会社 福島市仲間町10-13

株式会社　春日工業所 本宮市長屋菖蒲田1

株式会社　光和設備工業所 福島市御山上原2-10

株式会社　プロセス印刷 福島市森合屋敷下6-1

福島県土地改良事業団体連合会 福島市南中央3-36

株式会社　デイリーサービス 福島市さくら一丁目2-9

公立藤田総合病院 伊達郡国見町塚野目三本木14

福島貸切辰巳屋自動車　株式会社 福島市北町3-30

株式会社　東北東海 二本松市高平75-3

株式会社　ゼネバ 福島市荒井山道１１－１

株式会社　光大 本宮市本宮作田台68-1

株式会社　メディカル・コア 伊達郡桑折町谷地追分27-10

有限会社　誠電社　嘉明笹谷店 福島市笹谷南田16-3

有限会社　まめ 福島市上野寺西原42-3

株式会社　光警備保障 福島市小倉寺五升内14-6

株式会社　クリフ 福島市新町6-35 コープマート新町2F

セキカワ　株式会社 福島市成川半夏田19-1

http://cocolonet.jp/
http://www.perfecton.co.jp/」
http://www.fkt-taxi.com/


有限会社　シギハラエンジニアリング 福島市立子山甚念坊山9-22

株式会社　ユミヤマ 福島市瀬上町下新田39-1

有限会社　原電子工業 福島市方木田本方木田46-1

株式会社　信濃屋 福島市鎌田卸町5-9

キング印刷　株式会社 福島市下鳥渡新町西6-1

伊達物産　株式会社 伊達市梁川町南町谷川13

社会福祉法人　雄峰福祉会 福島市仁井田下川原17

社会福祉法人　二本松市社会福祉協議会 二本松市油井濡石1-2

医療法人　いちかわクリニック 福島市南矢野目鼓田6-1

城南物産運輸　株式会社 伊達郡国見町石母田上野72-2

株式会社　武田コンサルタント 福島市霞町9-24

株式会社　フクセツ 福島市八島田畑添11-9

株式会社　福島テクノサービス 福島市新町4-19 山口ビル2階

社会福祉法人　泉福祉会　たんぽぽ保育園 福島市泉熊野4-4

社会福祉法人　泉福祉会　たんぽぽ第二保育園 福島市泉仲田8-9

みちのく陸運　株式会社 福島市飯坂町平野若狭小屋14-6

株式会社　大丸工務店 福島市野田町4-3-20

社会福祉法人　緑風福祉会 伊達郡桑折町北半田峯47

合同会社　みちしるべ 福島市野田町上沼田51-1

株式会社　国見メディアデバイス 伊達郡国見町山崎北町田3

医療法人　やまもり内科 福島市八島田琵琶渕62-2

有限会社　櫻井運送 福島市飯坂町湯野暮坪24

有限会社　荘司商店 福島市鎌田卸町13-4

株式会社　亀岡工務店 福島市佐倉下前3

有限会社　サン電工 福島市　北沢又　日行壇　7-12

有限会社　加藤商店 福島市笹木野北中谷地28-7

有限会社　ビルメンテナンス創美 福島市北沢又日行壇7-45

有限会社　新誠電機 福島市北沢又川下釜8-9

株式会社　すげの住研 二本松市長折道久内358

有限会社　ゆき美容室 二本松市郭内1-24-2

有限会社　あぶくまクリーン 伊達市保原町西新田1-1

社会福祉法人　川俣町社会福祉協議会 伊達郡川俣町川原田19-2

株式会社　松崎 福島市早稲町6-20

株式会社　髪研 福島市本町5-31

有限会社　宍戸商店 福島市渡利三本木前14

福島県北交通　株式会社 伊達市梁川町広瀬町7

株式会社　極東不動産 福島市中町3-11

野田鉄工　有限会社 福島市野田町7-9-3

株式会社　岩見 福島市五月町6-24

株式会社　どりーむオン 福島市渡利岩道坂15-1

有限会社　福弘運輸 福島市南矢野目向原東8-1

有限会社　ミノルオート 伊達郡桑折町堰下5-3

国見ブロック　有限会社 伊達郡桑折町谷地下割付7-1

ノオコー建設　株式会社 福島市小倉寺中ノ内20-6

ケーツーモデリング　株式会社 本宮市白岩堤崎132

株式会社　エスエフ太陽興産 福島市渡利中江町57-1

株式会社　ウインスリーひかり 福島市北五老内町3-8

株式会社　同仁社 福島市松浪町4-23

福島中央青果卸売　株式会社 福島市北矢野目樋越1

公益財団法人　ふくしまﾌｫﾚｽﾄ･ｴｺ･ﾗｲﾌ財団 安達郡大玉村玉井長久保68

有限会社　梅津建築企業 福島市二子塚道北60-1

有限会社　フュージョン 福島市三河南町4-10

大栄コールドチェーン　株式会社 福島市黒岩堂ノ後22-1

株式会社　イーブレイン 福島市栄町6-1 メディアシティ・エスタ2Ｆ

有限会社　キマタ技研 福島市大森堂の裏53-5

有限会社　エヌオーエー 福島市大森塚越6-9

株式会社　エム 福島市大森西ノ内85-2

株式会社　あかま 福島市笹谷古屋東15-1



株式会社　セキホーム福島 福島市八木田神明49-2

株式会社　インテック 福島市瀬上町桜町3-3-7

株式会社　北陽不動産鑑定事務所 福島市五老内町7-20

源工業　株式会社 福島市笹木街道南80-1

株式会社　四輪販売福島 福島市北矢野目窪田13-4

東日本ユニットサービス　株式会社 福島市立子山甚念坊山9-42

株式会社　スタイル・ハート 福島市宮町2-20

株式会社　丸福織物 福島市松川町下川崎西原25-4

有限会社　亀寿司 福島市太田町25-12

ファミリー観光　株式会社 福島市南矢野目鵯目東5-1

株式会社　マルセイ 福島市北矢野目樋越1

アサヒ電子　株式会社 伊達市坂ノ下15

有限会社　恵泉工業 福島市南矢野目高田5-6

有限会社　丸清　渡辺土建 福島市永井川光白1-1

有限会社　金野商店 福島市笹谷谷地前21-7

株式会社　リード産業 福島市南沢又上並松33-3

株式会社　協和地質 福島市南矢野目字中屋敷51番地の1

株式会社　相原製作所 本宮市糠沢字鴨内234-9

多田建設　株式会社 福島市鎌田字中森山1番地の1

株式会社　三宅新聞店 福島市豊田町 2番3号

グリム・エナジー　株式会社 伊達郡川俣町大字鶴沢字西ノ平1番地

株式会社　福島県中央計算センター 福島市新町7番22号

有限会社　西坂製作所 福島市町庭坂字前田14番地2

有限会社　村松組 二本松市亀谷一丁目18番地

公益社団法人　本宮市シルバー人材センター 本宮市和田字石上252

株式会社　ケーエフエス 福島市栄町6-6　NBFユニックスビル5F

株式会社　Helios 伊達市箱崎布川130-1

有限会社　佐藤工業 本宮市糠沢字礼堂26番地1

有限会社　ゼスト 本宮市荒井字青田原209番地2

社会医療法人　一陽会 福島市八島町15番27号

株式会社　東北メンテナンス 福島市太平寺字沖高18-1

はごろも運送　株式会社 福島市山口字町東3番地の3

伊藤青果 福島市飯坂町平野字下白山42-1

宮本技研工業　株式会社 福島市松川町下川崎字佐久間山2番地の5

メナード福島統轄販売　株式会社 福島市鎌田字卸町23番地の4号

有限会社　アンサード 二本松市小浜字藤町14

オークラ工業　株式会社 福島市東浜町17-1

株式会社Ｔワタナベ 福島市渡利小久保16-1

コバテック　株式会社 本宮市青田字東万風46番地2

フィールド計測　株式会社 福島県福島市南矢野目小泉14-7

有限会社　サイトウホーム 伊達郡国見町大字徳江字小林14-1

有限会社　エムティーエフ 福島市吉倉字道内34-1

加藤鉄工　株式会社 福島市岡島字作田入1番地の2

小林ガス　株式会社 二本松市若宮2-201

株式会社　伊達物産やまとフーズ 伊達市霊山町山野川字柳沢入31番地11

社会福祉法人　福島更生義肢製作所 福島市腰浜町31-1

浜崎製材　株式会社 本宮市高木字猫田46番地の2

株式会社　船生商会 本宮市本宮千代田117番地1

日栄工業　株式会社 福島市下鳥渡新町西33番1

東開工業　株式会社 福島市佐倉下字観音堂11番地の3

合同会社　シードコンサルティング 福島市南向台3丁目2番地の8

有限会社　月舘屋燃料店 伊達市保原町磐前通20-3

有限会社　福島コスモ商会 福島市南矢野目上戸ノ内13-6

二本松商工会議所 二本松市本町1-60-1

福島県建設センター特定非営利活動法人循環型社会推進センター福島市五月町4番25号

福島第一保温工業　株式会社 福島市土船戸ノ内5-2

株式会社　ソルテージ 伊達市霊山町中川字屋敷地6

福島県米麦事業協同組合 福島市大町7番25号

https://www.tada-kensetsu.com/


株式会社　ナプロアース 伊達市梁川町やながわ工業団地63番地1

有限会社　ティーエス工業 福島市笹木野字下台30-1

有限会社　アドバイス 二本松市松岡266番地4

株式会社　サンビルド 福島市庄野字辻屋敷1番地

株式会社　小野工業所 福島市町庭坂字堀ノ内3-1

株式会社　アルシンク 福島市大森字舘ノ内57-1

有限会社　さくら運輸 福島市八木田字榎内22-1

東栄物産　株式会社 福島市浜田町3番17号

株式会社　アンビックス 福島市浜田町3-17

株式会社　コーシン 福島市北沢又字清水2番地の20

佐藤建設　株式会社 伊達市霊山町掛田字田沢71番地

FAシンカテクノロジー　株式会社 福島市渡利字岩崎町102番地の7

協和産業　株式会社 伊達市梁川町幸町80番地

株式会社　やまき電設工業 伊達市梁川町山舟生字日面51

株式会社　ミスタービルド福島 福島市西中央5-2-3

株式会社　セクテス 福島市岡部字大旦56-3

有限会社　昭和メンテナンス 福島市南沢又字北川原13-18

有限会社　菅野製作所 伊達郡川俣町飯坂字八反田43

社会福祉法人　つどい 福島市岡部字大久保36番1

株式会社　まるいちフードセンター 二本松市油井字荒井樋口24-3

株式会社　メール観光 伊達郡桑折町大字上郡字楽10-1

株式会社　黒澤工務店 福島市八木田字中島152番地の4

有限会社　フォーピース 福島市笹谷字谷地南15-1

医療法人　慈久会 本宮市本宮字南町裡149番地

本宮三東スーツ　株式会社 本宮市本宮字舘町2番地1

株式会社　東和ユニフォーム 本宮市本宮字館町2番地1

有限会社　吉田工業 福島市森合字清水2番地の10

有限会社　テレサ 福島市泉字清水内25番2

株式会社　銀嶺食品 福島市上鳥渡表前27-1

株式会社　安田組 本宮市高木金瀬32-5

国見ガス住宅設備　株式会社 伊達郡国見町大字藤田字一丁田一 1-5

株式会社　WORKERS 二本松市渋川字羽山9-10

株式会社　Life style工房　安斎建設工業 二本松市油井字松葉山6

高野精器　有限会社 福島市飯坂町平野字田切19-8

有限会社　オカダ石油ガス 伊達郡国見町貝田松村8-2

株式会社　尾形製作所 二本松市米沢字名目志78

株式会社　アルファー電工 二本松市茶園二丁目287番地11

株式会社　アベデン 二本松市渋川字上払川89-1

古関　株式会社 伊達郡川俣町字後庵18番地1

福島ネオ工業　株式会社 福島市鎌田字卸町13番地の3

株式会社　YMクリエーション　 伊達市梁川町やながわ工業団地24-1

有限会社　藤倉保険企画 伊達郡桑折町大字谷地字南4番地10

株式会社　エムエスコーポレーション 伊達郡川俣町大字鶴沢字笛田22-7

株式会社　パワースタッフジャパン 福島市瀬上町桜町1丁目1-2

合同会社　クローバースマイル 福島市吉倉字谷地11-1 セブンイレブン福島吉倉店

株式会社　クールテックサガワ 本宮市荒井字恵向25番1

有限会社　高橋土地建物 福島市笹谷字中谷前2-1

ミライズ　株式会社 福島市町庭坂字遠原三3番地の16

アルテクロス　株式会社 福島市瀬上町字下中川原17番地の1

株式会社　福島アスコン 二本松市渋川字才の神50

株式会社　菅澤建設 二本松市渋川字後座内82番地2

株式会社　新栄製作所 伊達市保原町字早稲田25

株式会社　長谷川建設 本宮市仁井田字上山田9の10

有限会社　白井木工所 伊達市保原町字上野崎5番地2

株式会社　飯坂薬局 福島市飯坂町十鋼町7

有限会社　グランドテック 伊達市保原町富沢字磐城前9-21

有限会社　ゑび屋 伊達郡桑折町大字成田字元宿22番地の3

グリムエレクトロニクス　株式会社 伊達郡川俣町大字鶴沢字西ノ平11-7



株式会社　福島人材センター 二本松市市海道29

有限会社　石井薬局 伊達郡川俣町字中丁48

大玉村商工会 安達郡大玉村玉井字星内70番地

社会福祉法人　銀河　すばる 本宮市本宮字舞台53-2

公益財団法人　福島県都市公園・緑化協会 福島市佐原字神事場1番地

株式会社　エムズテクノ 伊達市北後11-1

協和交通　株式会社 本宮市高木字猫田53番地1

株式会社　TRSロジ 本宮市荒井字久保田98-1

保原町商工会 伊達市保原町字宮下111

株式会社　三品モーター 伊達市梁川町字西土橋32

株式会社　丸や運送 二本松市中里47番地1

橋本産業株式会社福島営業所 本宮市本宮字石塚20

有限会社　国崎薬局 本宮市本宮字下町15

株式会社　あさがお薬局 福島市入江町12番19号

会津建設　株式会社 福島市南中央3-2

株式会社　クラロン 福島市八木田字並柳58

医療法人社団　いいざか池田医院 福島市飯坂町字若葉町5番地1

福島森林管理署 福島市野田町七丁目10番4号

社会福祉法人　福島福祉施設協会 福島市仁井田字龍神前2-1

社会福祉法人　陽光会　特別養護老人ホーム　陽光園福島市南沢又字水門下160-3

南福島保育園 福島市伏拝字台田14

菅野建設工業　株式会社 本宮市長屋字征矢田6

有限会社　櫻井輪業商会 福島市鎌田字下田18-1

有限会社　ケイエフインターナショナル 福島市鎌田字御仮家100-3

有限会社　あけぼの薬局 伊達市梁川町青葉99番地

株式会社　菅野共栄会計 福島市八木田字並柳132番地の3

有限会社　加藤共同会計事務所 福島市新浜町2番5号

二本松NOK　株式会社 二本松市宮戸30番地

（社福）創世福祉事業団　聖・輝きの郷 福島市山口字七口13-1

株式会社　タカナワ 本宮市和田字下見沢185

株式会社　メディカル・ファクトリー 二本松市若宮1丁目182

有限会社　富屋商会 伊達市梁川町字西土橋92-2

社会福祉法人　つばさ福祉会 福島市八木田字並柳41-3

福島県教職員組合 福島市上浜町10番38号

齋栄織物　株式会社 伊達郡川俣町大字鶴沢字馬場6の1

株式会社　福島北桑運輸 伊達郡桑折町大字万正寺字妻田1番地の5

株式会社　共栄ブレーン 福島市飯坂町平野字代12-20

株式会社　シャポンドゥ 福島市西中央2丁目91-5

株式会社　福島天香園 福島市荒井字上町裏2番地

日本労働組合総連合会福島県連合会 福島市仲間町4-8ラコパふくしま４F

株式会社　トータルプラン 伊達郡国見町徳江字沢田32

倉島設備　株式会社 福島市三河南町18番7号

倉島商事　株式会社 福島市三河南町18番7号

北部通信工業　株式会社 福島市伏拝字沖27番地の1

一般社団法人　福島県建設業協会 福島市五月町4番25号

松崎建設　株式会社 福島市飯坂町字湯沢24番地

ファインモールド　株式会社 本宮市高木字長瀬74番地

有限会社　アドコム 福島市丸子字上川原5番地の23

桑折町商工会 伊達郡桑折町字本町17番地の5

日本特殊止水工業　株式會社 二本松市若宮1-93-1

東信建設　株式会社 福島市成川字台田24番地

株式会社　サンスマイル 福島市南矢野目古屋敷56-12

安西土木　株式会社 福島市笹谷字道添20番地

レインボーソーイング　 伊達市保原町二井田字加丁67-7

株式会社　野地組 二本松市油井字赤坂山27

六洋電気　株式会社 福島市南矢野目字向原22

飯印青果仲卸　株式会社 福島市北矢野目字樋越1

有限会社　佐藤商会 福島市笹木野字上石田6-1



株式会社　東和ムービー 二本松市榎戸1-386-101

株式会社　佐幸運輸 福島市飯坂町平野字南1番地の2

社会医療法人　福島厚生会　福島第一病院 福島市北沢又字成出16番地の2

株式会社　マルフジ 福島市南矢野目字鼓原18-8

一般財団法人　ふくしま市町村支援機構 福島市中町7番17号

株式会社　マインドステーション 本宮市本宮字中條16番地2

株式会社　興信 二本松市高平67番地1

株式会社　渡辺工務店 伊達市梁川町字小梁川27-1

有限会社　あすなろレンタカー 福島市成川字源太屋敷7

福新建設　株式会社 福島市飯坂町湯野字穴原27-2

株式会社　岡商店 二本松市亀谷二丁目211番地1

昭和ボード　株式会社 福島市北矢野目字窪田26番地の2

ミヤデン　株式会社 二本松市原セ諏訪455

有限会社　カミノ製作所 伊達郡川俣町大字鶴沢字雁ヶ作92-2川俣西部工業団地内

有限会社　本正工務店 本宮市和田坂下205

佐藤建材工業　株式会社 伊達市伏黒字西本場27-3

株式会社　鈴商グリーン 福島市飯坂町平野字田切8-1

有限会社　アネスティ 福島市飯野町大久保字田中50番地

有限会社　丸中建設 二本松市油井字長谷堂69

社会福祉法人　陽光会 福島市南沢又字水門下160番地の3

社会福祉法人　陽光会　大萱荘 福島市笹木野字払川添23番地の1

社会福祉法人　陽光会　清心荘 福島市南沢又字水門下160番地の1

社会福祉法人　陽光会　鎌田障がい福祉センター　きらら福島市鎌田字江添10番地の6

株式会社　マコトテクノ 福島市笹谷字町尻5番地の5

福島染工　株式会社 福島市瀬上町字中新田3番12

福島県民共済生活協同組合 福島市栄町6番6号 NBFユニックスビル 9階

株式会社　サン・ベンディング福島 福島市飯坂町平野字平田1番地7

有限会社　アジア堂薬局 福島市伏拝字台田3-3

株式会社　佐々木自動車 福島市上野寺字西原26番地の3

郡中丸木　株式会社 福島県本宮市本宮字南ノ内65-1

一般社団法人　岳温泉観光協会 二本松市岳温泉1-16

有限会社　川崎開発 二本松市上川崎字下種田37

有限会社　佐藤製作所 二本松市原セ上平487番地1

松印二本松青果　株式会社 二本松市中里67番地1

一般社団法人　福島県配合飼料価格安定基金協会 福島市中町1番19号

株式会社　マルコ物流 二本松市宮戸68番地11

山田工業　株式会社 福島市桜本字桜下32番1

有限会社　いろいろアミューズメントサービス 福島市飯坂町平野小三郎内４－７

福興産業　株式会社 伊達郡桑折町字田植12番地の1

株式会社　佐藤緑化 二本松市古家291

株式会社　リンペイ 福島市方木田字谷地18番地の1

株式会社　上信設備 福島市南沢又字上野原18-20

有限会社　アメリカン美容院 福島市太田町27番13号

こだま交通　有限会社 福島市小倉寺字中ノ内7番地

国見まちづくり　株式会社 伊達郡国見町大字藤田字日渡二18-1

株式会社　渡辺孫六商店 本宮市本宮字万世170番地1

株式会社　ＡＣＤＣ　伊達支社 伊達市梁川町青葉町8

株式会社　美善 福島市飯坂町平野字道添19番地の13

有限会社　ボデーショップサトウ 二本松市上川崎字陣場202

有限会社　あいおい企画 福島市旭町9番25号

株式会社　舟山電設工業 福島市岡部字内川原91-1

社会福祉法人　すこやか福祉会 福島市沖高字中島14番地の1

株式会社　渡辺土木 福島市仁井田字前林川原2-8

トーニチ　株式会社 福島市瀬上町新田中通1番地の3

大久自動車販売　株式会社 福島市本内字北古舘9番地

株式会社　トーシン 福島市西中央五丁目22番地4エアコレクト第一ビル2ＦＡ

メイプル接骨院　 福島市方木田字辻15-4

株式会社　フルカワ 伊達郡川俣町字五百田16-38



株式会社　たまのや 福島市黒岩字堂ノ後35番地

株式会社　With Wedding 郡山市字山崎305番地の10

株式会社　フルール 福島市成川字上谷地40番地の1

株式会社　ハートライン 福島市上町4番30号

カンノ・トレーディング　株式会社 福島市岡部字上条63番地の1

株式会社　イーテック 二本松市渋川字原新田1-9

株式会社　八代建材 福島市大笹生字原前6番地4

株式会社　アビリティ 福島市栄町9-12エスケー栄町ビルⅡ2F

有限会社　エクステージネットワーク 福島市田沢字桜台15-17

株式会社　GNS 二本松市安達ケ原5-254-12

遠藤建設　有限会社 二本松市油井字田向16番地2

福島倉庫　株式会社 二本松市米沢字下川原田125番地1

株式会社　NAKANO 福島市岡島字作田入5番地7

株式会社　フォーカス 福島市太田町31-4

株式会社　渡辺ダクト工業 福島市在庭坂字栃清水32-1

福島県商工会連合会 福島市三河南町 1-20 コラッセふくしま 9階

株式会社　利根川組 伊達市霊山町掛田字本山57番地1

広栄電設　株式会社 福島市丸子字東前4-1

福島エナメル工業　株式会社 福島市飯坂町平野字三角田7-1

株式会社　丸立渡辺組 福島市松川町浅川字包崎22番地の1

アシスト　株式会社 福島市成川字仲ノ内10番地1

協三工業　株式会社 福島市佐倉下字光寿院前1番地の1

株式会社　ハセプロ 福島市鎌田字新町7

株式会社　本多建設 二本松市小浜字新町 51番地3

モルデック　株式会社 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第9地割30

株式会社　エヌティーエス 福島市飯坂町平野字代2-5

森藤建設工業　株式会社 伊達市保原町字小幡町 24番地1

旭測地　株式会社 福島市森合東上古屋20 

宍戸労務管理事務所 福島市丸子町裏 2-3 

日伸テクノ　株式会社 二本松市渋川大森越 34 

大沼林産工業　株式会社 伊達市霊山町掛田東陣場２１－１

亀谷建設　株式会社 福島市野田町五丁目8-58

有限会社　福島工商 福島市飯野町明治字東三合内37-1 

株式会社　TTKエンジ福島 福島市小倉寺字中ノ内1-5

株式会社　須南電設

有限会社　丸正佐藤建材 伊達市梁川町字大舘20番地1

株式会社　ＡＣ福島ユナイテッド 福島市飯坂町字筑前7-1

有限会社　川俣クリーンホープ 伊達郡川俣町飯坂字米子田12番地

有限会社　山一建設 福島市笹谷字橋本1番地

福島県社会保険労務士会 福島市御山字三本松19-3

株式会社　DIPS 福島市成川字金田6-2

株式会社　小島建築設計事務所 福島市北沢又字稲荷中川原1

有限会社　伸和 本宮市岩根字舘ノ影24番地1

株式会社　根本組建設 二本松市向原255-2

一般社団法人　福島県交通安全協会 福島市町庭坂字大原1番地の1

株式会社　田畑建築設計事務所 福島市町庭坂字内町40-2

弘栄建設工業　有限会社 二本松市中町326番地

キョウワセキュリオン　株式会社 福島市五月町3番18号

株式会社　Like-s 福島市南沢又河原前11番地

行政書士法人　ニア・コンサルティング 福島市御山字田中22-7

社会保険労務士法人　ニア・コンサルティング 福島市御山字田中22-7

有限会社　石井薬局 福島市大町8番16号

株式会社　ケー・アイ・プロ 福島市松木町11-5

安齋土木　株式会社 福島市仲間町9番23号

玉鈴醤油　株式会社 伊達市保原町字泉町23

菅野建設 株式会社 福島市新町6-33

株式会社　アスク 二本松市高西65-5

マルヨシ工業　株式会社 二本松市平石町266番地



吉川紙業　株式會社 伊達郡桑折町字成田字元宿2番地

株式会社　明和電機 福島市笹谷字稲葉38-1

福島コミュニティ放送　株式会社 福島市置賜町8番8号

株式会社　エクセルボート 福島市南向台一丁目5番地の12   

株式会社　青木商店 本宮市荒井字恵向37番1 

ひまわり子どもの家 福島市飯坂町平野字天車 29 

社会福祉法人　さくら福祉会

小林土木　株式会社 福島市御山字仲ノ町57番地の1   

福島市黒岩字田部屋53-5   

福島機工　株式会社 福島市御山字稲荷田31-4 

株式会社　伊藤土木 伊達市保原町字早稲田４１－１ 

株式会社　Ｆ・Ｊ・Ｔ 福島市岡部字内川原8-12

有限会社　ワタックス 伊達市霊山町石田字中後坂19番地イ 

株式会社　土方建設 福島市瀬上町字西中川原 21番地の1 

株式会社　半澤工務店 福島市上鳥渡字茶中49番地   

株式会社　シバテック 福島市丸子字漆方 6-1   

株式会社　美女来 二本松市戸沢字美女木47   

株式会社　光製作所 二本松市下ノ内68番地の2

藤田通運　株式会社 福島市さくら三丁目1番地の8   

ミドリ電機製造　株式会社 福島市松川町沼袋字北原六番地 

岡村機械　株式会社 二本松市亀谷1丁目240番地   

有限会社　交友会建設 福島市荒井字北峠ノ原10番地 

株式会社　ホリエ商事 福島市南矢野目字中屋敷 65-3 

医療法人　生愛会 福島市大笹生字向平 13番地の1   

株式会社　ライフロール 福島市荒町4-7県庁南再エネビル2Ｆ

医療法人　すこやか 福島市三河南町 5-19   

株式会社　森商店 伊達市月舘町御代田字六角２番地の2

医療法人　掛田中央内科 伊達市霊山町掛田西裏49-1

星川　株式会社 伊達市伏黒上ケ戸60番地

社会福祉法人　ライフ・タイム・福島 福島市松川町産子内1-1

株式会社　ウォンツ 二本松市箕輪1-180

株式会社　春光園 福島市鳥谷野扇田10-1

株式会社　二本松市振興公社 二本松市下川崎字上平33番地の1

有限会社　不動産総合研究所 福島市宮代字宝田前2-4

有限会社　吉田テック 伊達市保原町字中瀬町40番地1

株式会社　建堂工業 福島市飯坂町平野字原9-1

有限会社　鈴木運送店 安達郡大玉村大山字宮ノ下 124

株式会社　サンダーファミリー 福島市御山字中川原 116

一般社団法人　福島県精神保健福祉協会 福島市御山町８ー３０　福島県保健衛生合同庁舎５階

https://d-wants.com/
https://www.preo.co.jp/
http://www.michinoeki-adachi.jp/about/company.html
http://www.fudoken.net/
https://www.kendo-k.com/
https://www.suzuki-unsou.com/
https://sandar-family.af-agent.jp/
https://mental-fukushima.org/

