
事業所名 事業所住所

特定非営利活動法人　宙の仲間たち 郡山市富久山町久保田字石堂63-3

有限会社　エスケイコーポレーション 田村市船引町船引舘柄前35

有限会社　ドリーム・クリエイト 郡山市堤下町10番20号

有限会社　ダイマルヤ 須賀川市馬町1-1

株式会社　ミウラ 須賀川市今泉字上鶴20-1

株式会社　NKドットコム 郡山市喜久田町字菖蒲池22-225

株式会社　環境サポートサービス 郡山市清水台2-10-11ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ清水台502

福島スバル自動車　株式会社　 郡山市南一丁目70番地

株式会社　清水商店 田村市船引町船引字畑添54

東北クリーン運輸　株式会社 郡山市安積町長久保一丁目13番地の5

株式会社　メディカ 郡山市備前舘一丁目148番地

東洋シャフト　株式会社 石川郡石川町字松木下111番地

社会福祉法人　郡山福祉会 郡山市片平町字妙見舘1番地の2

社会福祉法人　岩瀬福祉会 岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町139-1

株式会社　福島地下開発 郡山市田村町金屋新家110

ALSOK福島　株式会社 郡山市喜久田町松ヶ作16-98

株式会社　福島情報処理センター 郡山市桑野3-18-24

笠原工業　株式会社 須賀川市上人坦161

有限会社　ハシコー梱包運輸 岩瀬郡鏡石町桜岡41-3

株式会社　アサカ理研 郡山市田村町金屋マセロ47

有限会社　南郡山スポーツセンター 郡山市安積町成田車川原27

株式会社　大関 郡山市開成5-6-2

株式会社　有明 郡山市大河原169-5

医療法人社団　三成会
南東北春日リハビリテーション病院 須賀川市南上町123-1

協同組合　須賀川卸センター 須賀川市卸町3

マルマン醸造　株式会社 石川郡古殿町竹貫竹貫57

株式会社　商工給食 郡山市喜久田町卸一丁目83-1

郡山中央交通　株式会社 郡山市安積町日出山3-280

有限会社　小原自動車整備工場 郡山市湖南町福良台畠8599-1

株式会社　K.T.I 郡山市熱海町熱海6-368

ベスト学院　株式会社 郡山市朝日1-13-2 朝日吉田ビル4F

一般財団法人　太田綜合病院 郡山市西ノ内2-6-18

不動断熱　株式会社 郡山市八山田5-318

株式会社 ユーアール補償技術研究所 郡山市八山田5-423

エクセルツリー　株式会社 郡山市松木町2-88　イオンタウン郡山内

有限会社　水野運送店 石川郡古殿町松川前木41-3

株式会社　福島輸送 郡山市田村町上行合北川田26-3

守丸興業　株式会社 石川郡浅川町浅川月斉陣場184

山口薬品　株式会社 郡山市安積2-6-1

ビシェイポリテック　株式会社 田村郡三春町熊耳大平16

福陽ガス　株式会社 須賀川市桜岡7

株式会社　まちもり 郡山市神明町17-23

有限会社　ホテル松多屋 石川郡石川町長久保96

有限会社　北部清掃社 郡山市喜久田町堀之内杢田19

ベストファーム　株式会社 郡山市安積3-101

柳沼建設　株式会社 郡山市田村町大善寺上新屋敷41

東邦福島　株式会社　郡山支社 郡山市横塚3-12-16

株式会社　ニイダテック 須賀川市八幡町15-10

宗教法人　開成山大神宮 郡山市開成3-1-38

株式会社　かんの屋 郡山市西田町大田宮木田3

トヨタエルアンドエフ福島　株式会社 郡山市外河原8-3

株式会社　ワタザイ 郡山市富田町池ノ上29-1

株式会社　協立医療 郡山市喜久田町卸一丁目121-1

http://www.miura1.co.jp/
http://www.nk-holdings.co.jp/
http://www.fukushima-subaru.co.jp/
http://www.simizu-store.jp/
http://www.sw.iwasefukushi.jp/
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https://www.ariakeweb.co.jp/


有限会社　みずの自動車整備工場 石川郡浅川町簑輪山敷田52

福島県中部経営者協会 郡山市虎丸町7-7 郡山労働福祉会館 1階

株式会社　郡山とうふセンター 郡山市富久山町久保田郷ノ花4-17

トーアン　株式会社 郡山市待池台1-55-37

エスジーエス　株式会社　福島工場 郡山市富久山町福原前物打57-1

ふくしま中央森林組合 田村郡小野町小野新町知宗59-2

東北冶金工業　株式会社 郡山市横塚2-1-14

株式会社　東北装美 郡山市並木3-5-3

大内新興化学工業　株式会社　須賀川工場 須賀川市下宿前111

水谷工業　株式会社 石川郡石川町当町11

エスケー電子工業　株式会社 須賀川市横山町20

株式会社　エフコム 郡山市堤下町13-8

根本石油　株式会社 郡山市安積2-37

須賀川瓦斯　株式会社 須賀川市卸町44

秀和建設　株式会社 田村市船引町船引安久津58

丸源道路　株式会社 須賀川市森宿北向34-7

株式会社　福産建設 石川郡石川町双里桜町20

株式会社　アイワコーポ 郡山市小原田4-11-13

村越建設　株式会社 郡山市富久山町久保田本木51

大槻電気通信　株式会社 郡山市田村町金屋上川原286

福島信用販売　株式会社 郡山市中町14-26

有限会社　東北産業 郡山市富久山町福原亀ノ子田19-9

陸奥テックコンサルタント　株式会社 郡山市若葉町17-18

医療法人　共生会 郡山市横川町遠後30-1

新協地水　株式会社 郡山市上伊豆島1-27

株式会社　ヨコハマモーターセールス 石川郡石川町大橋2-16

株式会社　タイセークリーン 郡山市安積町長久保3-12-12

株式会社　郡山市場配送センター 郡山市大槻町向原114

株式会社　幸楽苑ホールディングス 郡山市田村町上行合北川田2-1

有限会社　やわらぎ乃湯 田村郡三春町馬場210

株式会社　吉田工務店 須賀川市森宿辰根沢147

社会福祉法人　愛星福祉会 郡山市片平町妙見舘1-1

株式会社　ﾃｨｰﾋﾞｰｹｰ･ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 郡山市図景1-6-5　図景ＡＣビル3F

株式会社　JAライフクリエイト福島 郡山市田村町金屋下夕川原76-1

須賀川商工会議所 須賀川市東町59-25

株式会社　エンジン 田村郡三春町大字斎藤字仁井道348番地の5

株式会社　タックプロ 郡山市大槻町字中新町7-1

安積町商工会 郡山市安積三丁目31番地

喜久田町商工会 郡山市喜久田町堀之内字下上ノ台8番地の2

有限会社　玄葉建築 田村市船引町芦沢字霜田31

株式会社　橋本組 須賀川市加治町5番地1

株式会社　キョーショー 郡山市喜久田町字赤沼向3番地の81

グローバルシェア　株式会社 郡山市富田東5-14ＧＳ郡山富田駅前本社ビル1階

ニューワーク情報サービス　有限会社 須賀川市栄町370番地

赤井田造園土木　株式会社 須賀川市一里坦95

有限会社　パブリック会計 須賀川市北上町144番地

株式会社　鳳伸 郡山市大槻町御前105番地

アブクマエコロジー　有限会社 石川郡玉川村大字岩法寺字下竹ノ内36-6

鏡石協業ガス　株式会社 岩瀬郡鏡石町旭町236

株式会社　ひまわり 須賀川市森宿字道久19番地13

有限会社　鵜沼鉄工所 岩瀬郡鏡石町前山212番地

有限会社　浜尾畳商店 須賀川市仁井田東町268-1

有限会社　小山田産業開発 石川郡玉川村大字南須釜字八又116-1

林精器製造　株式会社 須賀川市森宿字向日向45番地



松宮　株式会社 須賀川市八幡町22-1

日和田運送　株式会社 郡山市日和田町高倉字堰場5番地3

有限会社　日向製作所 須賀川市木之崎字北原2番地182

株式会社　ホウセイ 郡山市安積町日出山2丁目122番地2

平半染工　株式会社 須賀川市南町219番地

ロードメイク　株式会社 岩瀬郡天栄村大字上松本字板屋屋敷2番地1

郡山市医療介護病院 郡山市字上亀田1番地の1

谷澤建設工業　株式会社 須賀川市栄町389

有限会社　カートップシイネ 郡山市田村町上行合字西川原107番地の3

株式会社　浅野工業 郡山市久留米三丁目149番地の2

株式会社　アシスト福島 郡山市桑野3-18-21

アルファ電子　株式会社 岩瀬郡天栄村大字飯豊字向原60-2

カーソリューションズ福島　株式会社 郡山市大町1-9-13HD郡山大町ビル9F

株式会社　日向 郡山市田村町徳定字才竹16

郡山建設　株式会社 郡山市開成六丁目196番地1

東液流通　株式会社 郡山市西田町木村字川端76番地

株式会社　石田建設 郡山市富久山町久保田字三御堂70-4

株式会社　大進精測 郡山市静西二丁目51番地

株式会社　きずな 郡山市富田町字木葉山20番地8

株式会社　あさひ住設 郡山市富田町字木葉山20番地8

有限会社　徳陽電氣 郡山市大槻町字原田北41-4

本宮運輸　有限会社 郡山市西田町鬼生田菅野沢302-3

東北エスピー　株式会社 郡山市富久山町福原中田34-1

株式会社　梅原商会 郡山市熱海町熱海6-100-1

株式会社　ワールドネクスト 郡山市安積3-361

株式会社　マイマイ 郡山市安積町長久保一丁目16-14

本田板金工業　株式会社 田村市船引町船引字番匠69番地

株式会社　柳田産業 郡山市逢瀬町河内字町東188

藤寿産業　株式会社 郡山市田村町上行合字西川原35

あさかのFresh　株式会社 郡山市大槻町字向原212番地

有限会社　トータルサポート 郡山市富田東三丁目122番地

有限会社　山田鈑金塗装工場 郡山市昭和一丁目6番13号

和田自動車　株式会社 郡山市田村町金屋孫右エ門平57

株式会社　瑞穂不動産 須賀川市本町84番地2

有限会社　仁井田本家 郡山市田村町金沢高屋敷139

本宮アルマイト工業　株式会社 郡山市日和田町高倉僧ケ坂22

飯島米穀　株式会社 郡山市片平町字東極楽5番地

自由民主党福島県第三選挙区支部 須賀川市大黒町115-1

株式会社　うすい百貨店 郡山市中町13番1号

鏡石町商工会 岩瀬郡鏡石町中央245

有限会社　つばさ交通コーポレーション 田村郡三春町山田戸之内36番地

特別養護老人ホーム　カーサ・ミッレ 郡山市安積町笹川字西宿77番地

株式会社　カゲヤマ 郡山市片平町大山南2番地16

有限会社　えん家 郡山市大槻町字針生141番地

社会福祉法人　古殿町社会福祉協議会 石川郡古殿町大字松川字横川101番地

株式会社　武田工務店 郡山市桜木二丁目16番17号

太平ビルサービス　株式会社 郡山市虎丸町21番10号

社会福祉法人　石川福祉会 石川郡石川町字高田234の1

株式会社　フクショク 郡山市安積町荒井字丈部内8-13

一般社団法人　継Planning 郡山市鶴見坦3-5-8

郡山電工　株式会社 郡山市菜根三丁目33番16号

株式会社　四季工房 郡山市南二丁目84番地

船引町商工会 田村市船引町船引字上中田17-1

有限会社　ヒューマンエッグ 郡山市田村町徳定字下河原37番地



YCG福島　株式会社 田村郡三春町大字貝山字岩田516番地

株式会社　釜屋 須賀川市森宿字安積田1-1

株式会社　星産業 岩瀬郡鏡石町桜岡375-5

株式会社　フクイシ 田村市船引町堀越字堰下195

有限会社　はまだ薬局 田村郡三春町字荒町61番地

株式会社　郡山鉄工所 郡山市富久山町久保田字田池4番地

協同組合　郡山労務経営サービスセンター 郡山市朝日三丁目4-7 郡山青色会館2階

株式会社　トーエイ 郡山市香久池1-20-28

安積疏水土地改良区 郡山市開成二丁目22番2号

株式会社　アプリネット 郡山市喜久田町卸一丁目1-1

株式会社　花喜 郡山市田村町上行合南川田４７―１２

株式会社　宝来屋本店 郡山市田村町金屋字川久保54-2

ＦＦＧインターナショナル　株式会社 郡山市富久山町八山田字山道1番地の81

株式会社　吉活工業 郡山市香久池2丁目6-1マル宗第一ビル107

株式会社　桑原コンクリート工業 田村市船引町今泉島足371-8

有限会社　満山自動車 郡山市安積町成田宇島ノ後7

株式会社　福島県食肉流通センター 郡山市富久山町久保田字古坦50番地

株式会社　渡邉建築 郡山市逢瀬町河内字上納豆内63

株式会社　相模鉄筋工業 郡山市逢瀬町河内字平内38番地

株式会社　コスモメディカルサポート 郡山市桑野三丁目12番2号

株式会社　マジカルモーメント 須賀川市横山町81番地

福島日野自動車　株式会社 郡山市安積町笹川字蜂田5番地1

株式会社　阿部薬局　阿部調剤薬局 郡山市熱海町熱海5-199-6

都路運送　有限会社　船引営業所 田村市船引町船引字卯田ヶ作208番地2

富久山町商工会 郡山市富久山町福原字福原2番地の2

社会福祉法人三愛福祉会　特別養護老人ホーム愛寿園 須賀川市吉美根字土橋121番地

社会福祉法人　平田村社会福祉協議会 石川郡平田村大字永田字戸花150

都路町商工会 田村市都路町古道字戸屋70

プリマックス　株式会社 郡山市桑野五丁目13番地6

株式会社　エム・ティ・アイ 郡山市富久山町福原字上台11番地1

三柏工業　株式会社 須賀川市大町104番地

有限会社　福島基礎 郡山市道場51-8

株式会社　光 郡山市谷地本町33番地

一般財団法人　脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 郡山市八山田七丁目115番地

株式会社　わかすぎ工務店 須賀川市江花追出沢43

ゼビオ　株式会社 郡山市朝日三丁目7番35号

公益財団法人　郡山市健康振興財団 郡山市朝日二丁目15番1号

株式会社　クリエイト 郡山市菜根屋敷416-1柳ビル1F

有限会社　ニシカワ特殊車体 須賀川市森宿字北向76番地15

みちのくペット霊園　合同会社 郡山市三穂田町下守屋字箕輪1-7

税理士法人　三部会計事務所 郡山市緑町16番地1号

松本建設工業　株式会社 須賀川市塚田151番地

サンホーム建設　株式会社 須賀川市山寺町192番地

社会福祉法人　藹々 二本松市西勝田字杉内10番地

有限会社　あさかの損保事務所 郡山市安積町長久保3丁目3番地の10セカンドビル103

株式会社　協和エムザー 郡山市並木二丁目14-4

税理士法人　堀江会計事務所 郡山市堤下町13番13号

合同会社　ウエルネスポーツ 須賀川市館取町43番地

株式会社　マヒロ 須賀川市並木町117-1-105

合同会社　みなもと 郡山市安積2丁目91番地マニハイムATY101

株式会社　お菓子のさかい 石川郡石川町字長久保277-20

株式会社　総務サポート 郡山市緑町15-10

株式会社　エヌジェイアイ 郡山市富久山町八山田字前林10-4光ビル102号

有限会社　ブルー観光 須賀川市森宿字スウガ窪8-1

http://kuwacon.com/


まる福　株式会社 郡山市安積2丁目259番地

株式会社　ジェット 郡山市笹川1-199-1

福島県商工信用組合 郡山市堂前町7番7号

有限会社　オノカワ 石川郡古殿町大字田口字黒長23番地

有限会社　丸信運輸 須賀川市狸森字新田42

株式会社　いろはデザイン 郡山市富久山町久保田字下河原191-1

有限会社　タックコーポレーション 郡山市開成2丁目7番10号

株式会社　開成測量設計社 郡山市開成二丁目5番12号

株式会社　ＬａｓｉＱ 須賀川市本町47

ダイリ建設　株式会社 郡山市片平町字新蟻塚80番地の1

高柳電設工業　株式会社 郡山市開成六丁目120番地

株式会社　建設相互測地社 郡山市並木四丁目12番地18

有限会社　奨商事 郡山市堂前町6-5鈴木ビル2Ｆ

株式会社　星機械設計 郡山市田村町徳定字才竹18-3

株式会社　ウインズ 郡山市富久山町久保田字前田79

有限会社　ときわ・らいふ 郡山市並木5-6-13

有限会社　レイマ美容室 須賀川市八幡町21-1

株式会社　マリンブルー 郡山市長者三丁目4番1号　武田ビル101

株式会社　新和調査設計 郡山市豊田町4番12号

株式会社　鋼屋 郡山市日和田町八丁目字西坂口25

株式会社　プロエージェントオフィス 郡山市舞木町福内168番地

株式会社　東北エアコン 須賀川市大袋町119番地

株式会社　グランシア須賀川 須賀川市池上町74

株式会社　ミツワ 郡山市柏山町5番地

有限会社　中央測量設計事務所 須賀川市吉美根字二枚橋547番地

株式会社　あかね福祉 郡山市安積町新井字雷神16-1

有限会社　七海庭園美術 郡山市逢瀬町多田野字棒芳11番地

有限会社　タムラ部品商会 郡山市田村町金屋字孫右エ門平12

有限会社　萬屋商店 郡山市富久山町久保田字前田62番1

医療法人　慈繁会 郡山市字山崎76番1

株式会社　慈愛 須賀川市桜岡53番地5

有限会社　磯貝板金工業 郡山市湖南町中野字諏訪前2412番地

株式会社　遠藤電気通信 郡山市田村町金屋字上川原299

株式会社　椎根建設 郡山市日和田町高倉字上萱沼47番地6

有限会社　樹松園 郡山市栄町1の23

社会福祉法人　和 須賀川市滑川字東町139番1

有限会社　コーエン 郡山市笹川1丁目14-6

株式会社　クリンシステム 郡山市昭和二丁目2番7号

株式会社　H＆Ｓプランニング 郡山市香久池1丁目20-27

株式会社　創明 郡山市待池台1-55-25

渡富建設　株式会社 郡山市湖南町舟津字村上1-2

スピークス　株式会社 郡山市安積北井一丁目115番地

マイオ　株式会社 郡山市安積町新井字鎗ヶ池1番地の7

滝田建設　株式会社 郡山市安積3丁目286番地

有限会社　添田商事 郡山市熱海町安子島字前田116番地の1

国土観光　株式会社　清稜山倶楽部 郡山市熱海町熱海5-18

株式会社　三部企画 郡山市清水台二丁目9-21

隂山建設　株式会社 郡山市石渕町1番9号

株式会社　久留米梱包運輸 須賀川市横山町34番地2

有限会社　ウィング二十一 岩瀬郡鏡石町旭町359

郡山冷蔵製氷　株式会社 郡山市富久山町久保田字太郎殿前2番地6

株式会社　アメ商百貨店 須賀川市森宿字舘ノ下32-1

有限会社　ＴＲＹ 郡山市安積町荒井字下中野3-2

有限会社　トップサイド 郡山市安積北井一丁目207番地

http://tac-hoken.co.jp/
https://watatomi.co.jp/


郡山トラック運送　株式会社 郡山市喜久田町卸三丁目11番地

株式会社　蔵場 郡山市方八町二丁目15番11号

株式会社　関組 郡山市湖南町福良字寺前6214番地

むさし建設　株式会社 郡山市虎丸町11番19号

福島建機　株式会社　 郡山市日和田町高倉字藤担1番地336

有限会社　根本造園 須賀川市　大桑原　竹ノ花 48-3

株式会社　白石モーターズ 田村市船引町船引字城之内64番地

クラブ自動車　株式会社 郡山市山根町2-22

須賀川中央ミート　有限会社 須賀川市池ノ下町62-4

民間救急警備　株式会社 郡山市開成六丁目212番地の1

株式会社　江尻工業 石川郡石川町大字赤羽字森屋段15-2

株式会社　添野建装 郡山市島１丁目4-12

株式会社　和知鐵工所 石川郡石川町字大橋2-26

株式会社　三善自動車工業 郡山市富久山町福原字中田14

株式会社　福島マツダ 郡山市図景一丁目8番21号

有限会社　鶴田工業 郡山市田村町金屋字新家95

有限会社　清野製作所 須賀川市守屋字向原42

東建土質測量設計　株式会社 須賀川市大袋町190

福島空港ビル　株式会社 石川郡玉川村大字北須釜字鎺田21番地

株式会社　吉城光科学 須賀川市横山町119

有限会社　小林物流　 郡山市喜久田町堀之内向原5-12

有限会社　丸川製作所 石川郡浅川町箕輪大代1-52

昭和建設工業　株式会社 郡山市虎丸町14-9

矢田工業　株式会社 郡山市西田町鬼生田字阿広木1番

株式会社　ケイビ 郡山市大槻町字菅田59番地1

三栄建設　株式会社 郡山市字菜根屋敷23番地の5

丸中産業　株式会社 郡山市喜久田町字菖蒲池22-247

有限会社　トラスト・サービス 郡山市喜久田町字上尾池51

株式会社　塩田組 須賀川市小作田字宮下24番地3

北陽電設工業　株式会社 郡山市亀田一丁目51番31号

株式会社　ベースファーマシー 郡山市桑野3丁目11番7号オフィスプラザ201号

株式会社　コスモファーマ 郡山市桑野三丁目12番2号

株式会社　コスモファーマ大阪 郡山市桑野三丁目12番2号

株式会社　コスモファーマ東京 郡山市桑野三丁目12番2号

株式会社　東北メディカル 郡山市安積町荒井大久保42番地1

本田興業　株式会社 郡山市片平町字庚坦原14番地の2

株式会社　野田工業所 郡山市大槻町字原田5番地1

有限会社　サトウ板金工業

有限会社　アオト建設企画 郡山市喜久田町堀之内字地田下 10-2

佐藤正勝工業　有限会社 郡山市大槻町北ノ林４―４ 

有限会社　佐藤商事運輸

株式会社　中部物産 郡山市並木４―８―８

明電エンジニアリング　株式会社 郡山市富久山町福原町田59-1 

株式会社　フォースネット 郡山市大槻町原田前16-10 

有限会社　いわせ食品輸送部 岩瀬郡天栄村飯豊大山１０－２７５ 

有限会社　七海電設工事店 郡山市富田町音路１－９０ 

北日本ライン　株式会社 郡山市待池台1-55-40 

北進自動車部品　株式会社 郡山市八山田 5-222 

郡山清興　株式会社 郡山市小原田２―５―２８

平晋建設　株式会社 郡山市安積町日出山大洲河原142 

株式会社　ＺΕＲＯＯＮＥ 郡山市田村町上行合下川原９０－３ 

株式会社　ＦＥＣＥ 郡山市田村町金屋字マセ口 42-1 

有限会社　柳沼工匠 郡山市田村町御代田中平 52 

有限会社　福島テクノサービス 郡山市亀田1-44-11 



大塚設備　株式会社 須賀川市長禄町64-3

株式会社　環境緑建 郡山市八山田2-148 

田母神建設　株式会社 郡山市田村町守山中町 20

株式会社　蔭山工務店 郡山市田村町金屋上川原２８６―１２

株式会社　渡清 郡山市喜久田町卸１―６１―１

合資会社　共立社 郡山市神明町２―３

株式会社　ヨシダコ―ポレ―ション 郡山市田村町上行合北川田 22-1

有限会社　土屋印刷所 郡山市鳴神２―４８

永田建設工業　株式会社 郡山市日和田町字原12-386

株式会社　福島リパーツ 郡山市安積町笹川北向７２

株式会社　音川青果 郡山市富久山町久保田太郎殿前 2

有限会社　渡邉起業 郡山市喜久田町上尾池51-33

有限会社　三心建設 郡山市西田町鬼生田菅野沢294-1

株式会社　さくらやフーズ 郡山市安積 4-220

有限会社　荒川工建 

有限会社　ラ・ビーダ 郡山市喜久田町堀之内字地田東15番地の2

有限会社　おの印刷 郡山市富久山町久保田字古坦８―２

株式会社　ドリームコーポレーション 石川郡古殿町竹貫字立町6-1

株式会社　山元工業所 郡山市並木1丁目18番地の5

株式会社　セキショウ建設 郡山市田村町金屋字新家146番地の1

株式会社　トーホクオカベ 石川郡古殿町大字田口字寺前117番地1

株式会社　ＹＮＣコーポレーション 郡山市図景二丁目10番12号

株式会社　高木電器 石川郡古殿町大字鎌田字鶴巻33番地1

株式会社　郡山塗装 郡山市喜久田町卸3-38-1

有限会社　会田組 須賀川市塩田字大渋沢165

株式会社　横山建設 須賀川市加治町4番地の5

株式会社　日本測地コンサルタント 郡山市桑野二丁目17番12号

福島防水　株式会社 郡山市喜久田町卸二丁目26番地1

株式会社　郡山測量設計社 郡山市富田町字十文字54-3

株式会社　増子建築工業 郡山市富久山町福原字東内打5番地1

株式会社　鐶エスアール工業 須賀川市八幡山153

株式会社　山本組 郡山市並木2丁目1番地の4

一般財団法人　ふくしま医療機器産業推進機構 郡山市富田町字満水田27番8

特定非営利活動法人　豊心会 須賀川市東作18番地の3

社会保険労務士法人　
みどり人事サポート 郡山市緑町15-10

株式会社　
グッドビジネスパートナーズ 郡山市緑町16番1号

昭和技術設計　株式会社 郡山市鳴神一丁目86番地

株式会社　ケイリーパートナーズ 郡山市緑町16番1号

一般社団法人　グロウイングクラウド 郡山市緑町16番1号

株式会社　SENYO 郡山市富田町日吉ヶ丘17番地

ダイセイ工業　株式会社 郡山市不動前一丁目107-1

田村エンジニアリング　株式会社 田村市船引町中山字小塚73

株式会社　エディソン 郡山市堤下町13番8号

有限会社　スタジオ・モノクローム 郡山市富久山町久保田字乙高 4-1

只野建設　有限会社 須賀川市岡東町47番地

有限会社　よしだや 石川郡石川町大字中野字矢ノ内57-2

株式会社　サンライフ 石川郡古殿町大字松川字陣場7番地1

有限会社　エンドー自動車工業 岩瀬郡鏡石町深内町46-30

株式会社　すか川車検センター 岩瀬郡鏡石町深内町４６―２９

有限会社　グリーンライフ 郡山市安積町日出山字神明下44-12

三友電設 株式会社 郡山市喜久田町卸一丁目95番地1

有限会社　内藤酒店 須賀川市東町30番地

一般社団法人　つくし 郡山市亀田１丁目１５番１３号

福島理研　株式会社 須賀川市森宿字海道西64-29

http://www.dreamcreate-no1.com/


福島容器　株式会社 郡山市笹川１丁目１４１番地

コンペイジ　株式会社 郡山市安積町荒井大久保26-1

社会福祉法人　啓誠福祉会 田村郡小野町大字小野新町字団子田 36-1 

株式会社　関根興業 須賀川市大栗字松林８５番地   

有限会社　プロジェクト 郡山市台新一丁目１９番３２号 

有限会社　メール 郡山市富久山町福原字泉崎 1-1 

株式会社　オールスター観光 田村郡三春町大字楽内字孝戸６９番地の２ 

有限会社　ＩＮＡＪＹＵＫＵ 須賀川市岩渕字前南37-19   

有限会社　龍宮城 郡山市安積四丁目３８番地   

株式会社　北斗型枠製作所 郡山市日和田町高倉字藤坦１番地２ 

壁巣建設　株式会社 郡山市開成五丁目１２番９号   

有限会社　カネエイ佐藤工業所 郡山市三穂田町川田字御霊42-15 

有限会社　小室建設 岩瀬郡鏡石町中央80番地   

株式会社　エーワイテクノ 石川郡玉川村大字岩法寺字下竹ノ内84-1 

株式会社　オオバ工務店 郡山市富田町字権現林３番地の４ 

スリービーシステムズ　株式会社 郡山市鳴神一丁目2番地

有限会社　光工機 郡山市田村町金屋字川久保 5-1 

有限会社　岡設備工業 岩瀬郡鏡石町羽鳥51番地

郡山市富田東二丁目１２４番地   

株式会社　須賀川東部運送 須賀川市田中字念仏坦６９番地

社会福祉法人　田村市社会福祉協議会 田村市大越町上大越字古川９７ 番地

株式会社　エバタ製作所 石川郡玉川村岩法寺字新屋敷116-21 

有限会社　丸大建設 岩瀬郡天栄村大字上松本字宮ノ北４３―２ 

有限会社　はやま農場 田村市船引町堀越字柴平６９－５ 

金田建設　株式会社 郡山市台新 2丁目21番13号  

長沼商工会 須賀川市長沼字金町85

有限会社　スカイオ―ト 須賀川市大袋町 60   

株式会社　鈴弥洋行 郡山市備前舘2丁目6番地

株式会社　三森電機 福島県東白川郡棚倉町大字逆川字前山1-27

株式会社　縁寿 郡山市中田町赤沼字瀬戸６５番地の１ 

有限会社　榎並商会 郡山市田村町上行合字北古川 47-1 

株式会社　グローバル技研
郡山市田村町徳定字中河原1-1

日本大学工学部ｲﾝｷｭﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ5号室

株式会社　福よし 郡山市方八町2-5-16NOVA東口ビル317号

株式会社　ヒロ電設 郡山市逢瀬町多田野字新池下22-1

株式会社　NBSマネジメントサービス 郡山市大槻町字町裏11-1-B

東北旭紙業　株式会社 岩瀬郡鏡石町南町389

アイウェルサービス　株式会社 郡山市堤1丁目88　堤マンション2号棟106号室

株式会社　エヌエス工業 郡山市八山田六丁目4番地

株式会社　東洋技研 郡山市喜久田町卸1丁目1番地1

株式会社　郡山製餡 郡山市富久山町久保田郷花4-16

株式会社　ミライアーク 須賀川市東町24番地

エイディーエス　合同会社 郡山市清水台一丁目8番13号　ライオンズマンション205号

社会福祉法人　心愛会 郡山市緑ヶ丘東六丁目26番地2

浜尾輸送　株式会社 郡山市三穂田町駒屋字杉内後5-1

株式会社　ノウチ工業 郡山市喜久田町堀之内字堀内 59番地

株式会社　わかくさ企画 郡山市八山田西三丁目３８

昭和建産福島販売　株式会社 郡山市富田町字木葉山２０-４

株式会社　鈴木金物 郡山市桑野5-15-6

有限会社　西東植物園 須賀川市八幡山２１５番地

NPO法人　パワーネットプラス 郡山市島一丁目21番16号

平成工業　株式会社 郡山市安積町成田字兎田向14

株式会社　クリエイティブダイワ 郡山市田村町金屋字下夕川原6番地

県南自動車工業　株式会社 郡山市方八町１丁目２―７

https://www.togi.co.jp/
https://sk-fukushima.com/profile.php
https://www.suzukikanamono.jp/
https://saito.garden/company
http://www.c-daiwa.co.jp/

