
事業所名 事業所住所

北島産業　株式会社　いわき工場 いわき市常磐三沢町反合田33-2

株式会社　丸東 いわき市平下神谷字馬洗46-2

株式会社　T．Y．G いわき市小名浜字芳浜9-15

特定非営利活動法人　フリーフライト いわき市内郷御厩町3丁目113

大和電設工業　株式会社 いわき市平上荒川字桜町55-1

株式会社　マルトグループホールディングス いわき市勿来町窪田十条3－1

社会福祉法人　富岡町社会福祉協議会 双葉郡富岡町中央1-8-1

株式会社　加地和組 いわき市平小太郎町4-11

小名浜石油埠頭　株式会社 いわき市小名浜高山312

新富運輸　株式会社 いわき市泉町下川大剣1-160

株式会社　あるが商店 いわき市平作町3-5-2

子供の部屋保育園 いわき市平愛谷町2-7-7

株式会社　久工業所 いわき市泉町黒須野砂利59-4

農事組合法人　大野水耕生産組合 いわき市四倉町玉山森内23

株式会社　やまかく いわき市四倉町東3丁目136-11

有限会社　堀江 いわき市勿来町窪田町通1-42-2

株式会社　日本ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｳﾞｨﾚｯｼﾞ 双葉郡楢葉町山田岡美シ森8

有限会社　TOMO 福島県いわき市中之作勝見ヶ浦49-18

有限会社　内郷タクシー いわき市内郷綴町川原田35-1

株式会社　いわき放射線エンジニア いわき市平愛谷町1-7-5ミヤビビル2-C

株式会社　大倉工業所 いわき市小名浜中原7-6

株式会社　アカデミー いわき市中央台飯野4-2-4 いわきニュータウンセンタービル1F

株式会社　日本海水　 いわき市小名浜渚2-4

バックス情報システム　株式会社 いわき市小名浜大原丁新地211-1

濱光輸送　株式会社 いわき市四倉町細谷大町53-1

株式会社　いわきユアサ いわき市好間工業団地24-9

日栄地質測量設計　株式会社 いわき市平作町一丁目3-2

株式会社　いわき土地建物 いわき市平倉前112-13

自由民主党福島県第五選挙区支部 いわき市平尼子町2-26 NKビル2階

有限会社　テクノサンショウ いわき市小川町上平熊ノ前48-4

社会福祉法人　希望の杜福祉会 いわき市平北目町39-10

株式会社　ケアサポート慶 いわき市金山町朝日台132

株式会社　地質基礎 いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171

有限会社　好間衛生社 いわき市好間町中好間字鍛冶内16

株式会社　いわき橋梁 いわき市四倉町細谷字荒町107-1

北都オーディオ　株式会社 いわき市平赤井字反町10-6

株式会社　大成工業 いわき市平新川町21-2 柿沼新川町ビル 3Ｆ

三木造園　株式会社 いわき市好間町中好間字川原子24

フジモリ機工　株式会社 いわき市小名浜字中原2-34

株式会社　アサヒ いわき市平字愛谷町1丁目1-1愛谷101西-4

株式会社　中野塗装 いわき市泉町滝尻字花見岡73

洋向台薬局　株式会社 いわき市洋向台5丁目2-8

株式会社　東コンサルタント いわき市平字正内町101

株式会社　西部 いわき市好間町下好間字鬼越84番地

株式会社　興洋 いわき市小名浜上神白字舘下73

丸秀水産　株式会社 いわき市鹿島町鹿島1番地

南産業　株式会社 いわき市内郷高野町高田10-1

株式会社　丸幸工業 いわき市内郷御厩町下宿8番地の18

株式会社　優真建設 いわき市内郷宮町滝14-1

株式会社　サンケン いわき市遠野町上遠野字若宮84-35

株式会社　Ｗｉｌｌ Ｈｏｕｓｅ いわき市中岡町六丁目7番地の2

株式会社　三協通信 いわき市小名浜君ヶ塚町10番地の6

特定非営利活動法人　みんぷく いわき市中央台鹿島1-56-11 2階B

株式会社　山崎工業 いわき市平上荒川字桜町60番地

株式会社　鈴木電機吾一商会 いわき市内郷綴町川原田165

有限会社　テクノ住設 いわき市好間町上好間字田代69-21

株式会社　シーエスジェイ いわき市小名浜字吹松11-15

山木工業　株式会社 いわき市平谷川瀬3-1-4

有限会社　ケイアンドワイ いわき市中央台鹿島一丁目44番地7

鈴木製麺　株式会社 いわき市四倉町字西二丁目6-3

株式会社　高橋工業所 いわき市勿来町白米酒井原1-3

小名浜石油　株式会社 いわき市泉町下川字大剣1番地の1

株式会社　ケー・テック いわき市勿来町窪田小島6-7

エフビーパッケージ　株式会社 いわき市常磐下船尾町杭出作23-6

株式会社　ボンズ いわき市鹿島町下矢田字曲田38-2

株式会社　センティオ いわき市平字搔槌小路20-1

http://tyg-paint.com/
https://www.maruto-gp.co.jp/
http://www.odagaisama.info/
http://www.j-village.jp/


株式会社　TOKEN 福島県いわき市泉町下川字川向53-12

好間町商工会 いわき市好間町中好間字田中25

有限会社　五光組 いわき市好間町北好間字槐作28番地の9

株式会社　マルワ いわき市好間町上好間字上野原125-1

株式会社　ホンダプリモキョードー いわき市好間町中好間字上川原57番地の1

渡辺エコサービス　株式会社 いわき市泉町下川大剣1-70

株式会社　リードテック いわき市中部工業団地4番6

有限会社　ことほぎ いわき市常磐西郷町岩崎29-3

社会福祉法人　広葉会 双葉郡楢葉町大字井出字上ノ原28番地

株式会社　共進 いわき市小川町西小川字北反3

株式会社　ネクスト情報はましん いわき市平下荒川字諏訪下36-1

株式会社　常磐エンジニアリング いわき市内郷白水町浜井場1番地

シオヤ産業　株式会社 いわき市小名浜字芳浜11番60

有限会社　松本石材建設 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内1-4

有限会社　ユニオン工業 いわき市平字北目町77番地の7

常盤電設産業　株式会社 いわき市東田町二丁目20番地の8

希久多工業　株式会社 いわき市遠野町滝字島廻117番地

シナノプリント　有限会社 いわき市泉町滝尻字松原30番地

株式会社　彩輝 双葉郡楢葉町大字大谷字鐘突堂15-4

富岡町商工会 双葉郡富岡町中央2丁目111番地

常磐開発　株式会社 いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

株式会社　アイファーマ いわき市小名浜西君ヶ塚町19-10

川内村商工会 双葉郡川内村大字上川内字早渡11番地の24

一般財団法人　東北港湾福利厚生協会 いわき市小名浜字渚254　

株式会社　勿来 いわき市勿来町窪田大槻193-1

株式会社　ピュアロンジャパン いわき市好間工業団地1番37

(医)福島アフターケア協会 大河内記念病院 いわき市内郷御厩町三丁目96番地

社会福祉法人　伸生双葉会 福島県双葉郡富岡町本町1-1

株式会社　清水 いわき市植田町中央1丁目4番地の15

常交南部タクシー　株式会社 福島県いわき市錦町江栗大町32-1

社会福祉法人　ハートフルなこそ いわき市植田町小名田13番地1

医療法人社団　正風会 いわき市小名浜林城字塚前3番地の1

いわき市漁業協同組合 いわき市中央台飯野4丁目3-1

株式会社　不二代建設 いわき市内郷宮町代154番地5

タチハナ洗業　株式会社 いわき市泉町下川字薬師前143番地

共栄　株式会社 いわき市小島町二丁目3番地の6

田中建設　株式会社 双葉郡双葉町大字長塚字町48

いわき道路　株式会社 いわき市泉町黒須野字砂利59番地

小名浜海陸運送　株式会社 いわき市小名浜字高山312の2

三浦電気工事　株式会社 いわき市好間町上好間字上野原188番地

社会福祉法人愛誠会　特別養護老人ホームせいざん荘 いわき市植田町堂ノ作49-12

東邦キャリア　株式会社 いわき市小名浜字芳浜10番地

株式会社　エイブル 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-9

株式会社　中根砂利店 いわき市植田町本町1丁目3番地の7

医療法人　泉心会　泉保養院 いわき市泉玉露1-18-10

四倉町商工会 いわき市四倉町字西四丁目4-5

株式会社　佐藤部品商会 いわき市常磐西郷町銭田107番地

福島復興給食センター　株式会社 双葉郡大熊町大字大川原字南平1015

磐城実業　株式会社　 いわき市小浜町中ノ作45-1　いわき健康センター

株式会社　東日本建設コンサルタント いわき市植田町林内26番地5

株式会社　三共 いわき市平谷川瀬1丁目19-17

株式会社　営洋 いわき市平山崎金沢3

福浜大一建設　株式会社 いわき市小名浜字中原16番地の1

木村ミルクプラント　株式会社 いわき市平下神谷字宿135番地

医療法人社団　石福会 いわき市四倉町下仁井田字南追切2-2

いわき大王紙運輸　株式会社 いわき市南台4丁目3番6号

株式会社　福島インフォメーションリサーチ＆マネジメント いわき市平九品寺町1-13優和ビル2F

株式会社　佐藤興業 双葉郡楢葉町大字井出字浄光西16-2

株式会社　テック いわき市平赤井字反町10-6

株式会社　木の力 いわき市小名浜字芳浜11-68

サンコーケミカル　株式会社 いわき市小名浜住吉字飯塚67番地の1

志賀鉄工建設　株式会社 いわき市好間町北好間字権現堂116番地

株式会社　緑屋酸素 いわき市山田町西山51-3

有限会社　カーサービスサトウ いわき市勿来町四沢鍵田2-3

株式会社　共立 いわき市錦町作鞍135

勿来建機　株式会社 いわき市勿来町四沢江代田17番地

株式会社　マルベリィ いわき市平字堂の前13

https://www.nakoso.jp/


有限会社　寺西興業 いわき市瀬戸町山下75番地の1

小名浜電材　株式会社 いわき市泉町滝尻神力前29

久之浜町商工会 いわき市久之浜町久之浜字町後1-5

株式会社　水中組 いわき市久之浜町久之浜字南畑田27

公益財団法人　ときわ会 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台57番地

株式会社　タツミ 双葉郡浪江町立野字摂待5

株式会社　三瓶隆材木店 いわき市三和町下市萱堀ノ内235番地

合資会社　石田屋商店 いわき市好間町上好間字北町田12番地

ワタナベ電建　株式会社 双葉郡富岡町大字本岡字関ノ前74-2

丸久工業　株式会社 いわき市草木台2-18-1グリーンスパーク109-205

株式会社　ミツバ いわき市常磐下湯長谷町勝善36番地

有限会社　丸和工業 いわき市平北白土字穂積80-3

株式会社　マックスインターナショナル いわき市平下神谷字出口33番地

鈴機工業　株式会社 いわき市平塩出口76-1

社会福祉法人　誠心会 いわき市遠野町上遠野字堀切12番地の1

株式会社　ユアライフ 福島市伏拝字田中21-1

株式会社　マルト いわき市勿来町窪田十条3-1

株式会社　マルト商事 いわき市勿来町窪田十条3-1

株式会社　くすりのマルト いわき市勿来町窪田十条3-1

株式会社　ファミリー いわき市勿来町窪田十条3-1

株式会社　正木屋材木店 いわき市常磐下船屋町古内133

いわき緑化興業　株式会社 いわき市植田町南町二丁目5番地の4

タカハギ保険代行　株式会社 いわき市小名浜岡小名字広畑29-3

フタバコンサルタント　株式会社 いわき市好間町上好間字岸12-3

磐尚興業　株式会社 いわき市四倉町細谷字大久保89-15

有限会社　常磐中央 いわき市常磐湯本町八仙57-5

株式会社　協栄工業 南相馬市原町区信田沢字尼ヶ折90番地1

東北工業建設　株式会社 福島市御山字検田58-1

有限会社　ケアウェーブ いわき市四倉町上二井田字千歳75

有限会社　ハロー保険サービス いわき市中央台髙久2-22-5

株式会社　トータル保険プランニング いわき市鹿島町走熊字小神山29ヤスミツ第一ビル２Ｆ

株式会社　ハニーズハートフルサポート いわき市鹿島町走熊字七本松27-1

社団医療法人　養生会　かしま病院 いわき市鹿島町下蔵持字中沢目22番地の1

南双サービス　株式会社 双葉郡広野町大字下北迫字浜田55番地

株式会社　リガーレ 福島県いわき市平字菱川町2番地の11　1Ｆ

常磐港運　株式会社 いわき市常磐水野谷町諏訪ヶ崎89

株式会社　高橋工業 いわき市小名浜玉川町東24-2

株式会社　東日本計算センター いわき市平字研町2番地

太平洋開発　株式会社 双葉郡大熊町小入野西大和久533

株式会社　勿来製作所 いわき市渡辺町上釜戸字鳶尾180番地

株式会社　エヌティー いわき市平下神谷字近藤161番地

いわき電気工業　株式会社 いわき市平字五色町3番地

有限会社　サングリーンサービス いわき市小名浜島字高田町32番地の1

株式会社　齊組工業 いわき市中部工業団地4-8

常磐共同ガス　株式会社 いわき市常磐湯本町日渡74番地の7

共進工業　株式会社 双葉郡富岡町大字小浜字大膳町31-3

社会福祉法人　いわき厚生会 いわき市常磐上湯長谷町上ノ台88-1

常磐商事　株式会社 いわき市平字大町9番地の7

株式会社　リビングソーラー いわき市湘南台2丁目3番地4

株式会社　プロフィット いわき市中央台鹿島3-6-8

有限会社　第一設備 いわき市小名浜字中原4番地の3

株式会社　HealtheeOne いわき市平上荒川字桜町1-1

株式会社　ウエルフェアいわき いわき市平字小太郎町1番地の5

幸和建設工業　株式会社 いわき市小名浜岡小名3丁目1-32

有限会社　幹環境 いわき市小川町西小川字下野地14

広野町商工会 双葉郡広野町大字下浅見川字広長99

有限会社　阿部屋木材店 いわき市大久町大久字板木沢90番地

株式会社　湯本活版所 いわき市常磐湯本町三函185

株式会社　ピー・ジェイ いわき市好間工業団地1-37

株式会社　ピュアグラインド いわき市好間工業団地1-37

プライメット　株式会社 いわき市内郷高坂町四方木田145-1

橋本陸運　有限会社 いわき市平北白土字穂積15番地の1

株式会社　物流サービス東北 いわき市泉町下川字大剣1-162

いわき市再生資源協業組合 いわき市小名浜字林ノ上19-98

株式会社　アイデン いわき市内郷宮町宮沢61-53

有限会社　友和重機 いわき市小名浜大原字富岡前 98-1

有限会社　ハコネ看板店 いわき市泉町下川字八合15-1

http://www.tgn.or.jp/nss/


有限会社　木家組工房 いわき市小名浜住吉字道下37

アテラ　株式会社 いわき市好間工業団地34-1

株式会社　結 いわき市平字作町3-4-10

社会福祉法人　飛鳥 いわき市平上荒川字林作207番5

株式会社　すまいまもり いわき市鹿島町久保字反町20番地の2

おなはま腎・泌尿器科クリニック いわき市小名浜林城字塚前13番3

有限会社　イワキ機械サービス いわき市小名浜字神成塚91-7

東日本工業　株式会社

株式会社　ラトブコーポレーション いわき市平字田町120番地

株式会社　ワイリング いわき市常磐水野谷町東8番3

有限会社　メタルクリエイト 郡山市田村町上行合南川田47-9

オーケーファッション　株式会社 いわき市平下神谷字御城78番地

田村建材　株式会社 いわき市内郷綴町金谷1-7

松本建設　株式会社 いわき市三和町上三坂字水田176

株式会社　孔輪閣 いわき市平上片寄上ノ内175-1

株式会社　ヨウタ いわき市小島町３－１２－２ 

いわき商工会議所 いわき市平字田町120ラトブ6階 

株式会社　Ａｘｉｓ いわき市泉町１－３－２９吉田ビル２F

株式会社　三崎組 いわき市小名浜字隼人214-3 

株式会社　吉村興業 いわき市錦町中央2丁目14番地の1

株式会社　佐藤コンサルタント いわき市平谷川瀬字吉野作77番地

株式会社　ＴＲＫ いわき市平字五色町38番地

岩電機工事　株式会社 いわき市錦町大島5番地の1

株式会社　渡辺組 いわき市常磐関船町一丁目7番地の14

いわき魚類　株式会社 いわき市鹿島町鹿島1番地

楢葉町商工会

株式会社　エナジー いわき市平字東町16-1

有限会社　大証建設 いわき市小名浜字道珍204-24

一般財団法人　楢葉町振興公社 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原27-29

株式会社　清水水道 いわき市好間町下好間字浅井14番地の1

株式会社　進栄建設 いわき市泉ヶ丘一丁目54の2

柿沼林業建設　株式会社 いわき市江名字藪倉343番地

株式会社　ふたば 双葉郡富岡町大字小浜字中央592番地

株式会社　ｉｘｉｏ いわき市小名浜松之中13　3Ｆ

社会福祉法人　容雅会
特別養護老人ホーム　サニーポート小名浜 いわき市小名浜字神成塚133番地の1

有限会社　大泉運輸 いわき市遠野町上遠野字本町53

国土建設　株式会社 いわき市勿来町窪田町通四丁目129番地

株式会社　矢城建設 いわき市内郷宮町鬼ヶ沢100-134

株式会社　稲村屋 双葉郡広野町下北迫字火の口65番1

OMサポート　有限会社 いわき市泉町下川字境ノ町34番地の1

有限会社　大泉パーフェクトモーター いわき市泉町下川字境ノ町34番地の1

井澤林産　株式会社 いわき市泉町滝尻字東越地44番地

特定非営利活動法人　
いわき環境システム いわき市平赤井字田中10番地の7

株式会社　福田組 いわき市平泉崎字向原２６

東北産業　株式会社 いわき市好間町川中子字加賀分81の2

株式会社　アスム いわき市平愛谷町1-7-5ミヤビビル2-A

社会福祉法人　明生会 いわき市常磐上矢田町頭田43

株式会社　久企業 いわき市平字大町19-6 

有限会社　泰雲閣 いわき市四倉町字6丁目136-1   

株式会社　丸果 いわき市鹿島町鹿島１番地   

社会福祉法人　友愛会 双葉郡広野町大字下北迫字東町２０３－１ 

有限会社　大久不動産 いわき市平字愛谷町１－１－７ 

有限会社　安田製菓 いわき市常磐上湯長谷町五反田 144番地 

いわき市郷ケ丘1-10-7

磐栄運送　株式会社 いわき市泉町下川字大剣1番97 

三つ山運送　株式会社 いわき市泉町下川字大剣1番地の155 

いわき陸運　株式会社 いわき市三沢町沼平 59番地   

株式会社　吉田家具店 いわき市植田町中央2丁目1－1

株式会社　山一緑化土木 いわき市内郷小島町花輪９番地 

いわきベルト工業　有限会社 いわき市常磐下船尾町宮下１３６－３ 

いわき市好間町上好間字南町田36番地の1 

株式会社　太平洋 いわき市平赤井字畑子沢1-71 

三共設備　株式会社 いわき市常磐白鳥町壱丁田2-1 

一般社団法人　ならはみらい

株式会社　みよ乃杜 いわき市鹿島町御代字赤坂22-1 

株式会社　プロテクト いわき市四倉町字東１－６８－１１ 

https://asm-iwaki.com/


有限会社　千葉設備工業所 いわき市常磐藤原町斑堂121 

株式会社　Ｒ＆Ｍｓ いわき市小名浜花畑町12-17寿ビル203号室

有限会社　吉田工業 いわき市植田町西荒田24番地の1 

小松電工　株式会社 いわき市　鹿島町　久保   1-11-6 

有限会社　本田塗装工業 いわき市後田町柳町5の1   

リーフエステート　株式会社 いわき市鹿島町久保二丁目8番地4

株式会社　吉成木工所 いわき市勿来町白米酒井原29-1

株式会社　ユニティー いわき市泉町滝尻字松原37 

有限会社　蛭田電設 いわき市錦町江栗大町１１番地 

有限会社　森マーケッティング いわき市勿来町大高館下2番地の1 

ナコソデリバリー　有限会社 いわき市錦町鎌田44-1-2F

後藤機械　株式会社 いわき市岩間町天神前6番地18 

株式会社　テツヒロ いわき市常磐下湯長谷町家中跡 1-68 

株式会社　大和田測量設計 双葉郡広野町大字上浅見川字山崎 50番地の4 

株式会社　磐城タクシー いわき市鹿島町走熊小神山48-3

株式会社　立進 いわき市常磐藤原町斑堂41-1

マイナーズジャパン　株式会社 いわき市内郷高坂町大町33

株式会社　中山組 いわき市中岡町３丁目４番地の１１ 

岩城ブロック工業　株式会社 いわき市好間町中好間字川原子作120 

阿久津建設　株式会社 双葉郡富岡町大字仏浜字西原60-1番地

旭運送　有限会社 いわき市四倉町細谷字北江添79

株式会社　ジェイエス いわき市平北白土宮前21-2

新江メンテック　株式会社 いわき市江名北口285

株式会社　みちのくNテックス いわき市中央台飯野四丁目8番3

東北ネヂ製造　株式会社 いわき市泉町黒須野字砂利59番地

社会福祉法人　いわき福音協会 いわき市平上平窪羽黒40-44

有限会社　きむらや　 いわき市平南町70-1

有限会社　平設備興業 いわき市好間町下好間字鬼越5-2

株式会社　いわき印刷企画センター いわき市平荒田目字田中内南149-1

株式会社　はる いわき市平荒田目字田中内南 177-4

北関東空調工業　株式会社 いわき市平字柳町３番地

株式会社　建誠 いわき市小名浜野田字田中106番地

株式会社　キャンディきっず いわき市常磐上湯長谷町五反田５６番地の２６

株式会社　夕月 いわき市泉町滝尻松原５５

株式会社　オリジン いわき市内郷綴町堀坂11-5

株式会社　五大

株式会社　福屋呉服店 いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前73-1

株式会社　SENZAKI いわき市錦町上中田1-7

株式会社　本間機械工作所 いわき市岩間町天神前6-5

横山建設　株式会社

https://iwaki-i.com/
https://garden-exterior-haru.com/
http://www.uyou.gr.jp/kitakantoukuchou/
http://kk-kensei.jp/
http://candy-kids.jp/
https://www.kk-yuzuki.co.jp/
http://godai-group.co.jp/
http://www.fukuya-kimono.com/
http://www.honmakikai.co.jp/
https://www.yoko-ken.com/

