
事業所名 事業所住所

若松ガス　株式会社 会津若松市千石町4-16

遠藤久税理士事務所　遠藤久 会津若松市八日町2-15

株式会社　オーディエンスサービス 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-434

佐久間建設工業　株式会社 大沼郡三島町大字早戸字湯の平687番地

荒川産業　株式会社 喜多方市屋敷免3960

株式会社　弓田建設 会津若松市町北町藤室藤室721-1

会津天宝醸造　株式会社 会津若松市大町1-1-24

八ッ橋設備　株式会社 会津若松市桧町2-3

株式会社　南進測量 会津若松市行仁町11-7

株式会社　グリーンライフ 耶麻郡猪苗代町大字山潟字湊志田191

有限会社　ピパネット 会津若松市真宮新町南4-78

株式会社　片桐工業 会津若松市神指町南四合幕内西341－4

株式会社　リオン・ドール コーポレーション 会津若松市中町4-36

社会福祉法人　猪苗代町社会福祉協議会 耶麻郡猪苗代町千代田中島26－2

会津若松地方森林組合 会津若松市城前2-3

株式会社　ユミタ運輸 南会津郡南会津町田島田部原140-1

柏平繊維工業　株式会社 喜多方市関柴町三津井前田450-1

有限会社　桃苑商事 会津若松市西七日町12-57

社会福祉法人　鶴翔会 大沼郡会津美里町小沢牛首甲1213－3

一般財団法人　竹田健康財団 会津若松市山鹿町3-27

有限会社　介護福太郎 会津若松市中央2-1-21

会津自動車工業　株式会社 会津若松市一箕町亀賀郷之原224

株式会社　LEGAME 会津若松市和田1-3-48

有限会社　宮沢事務所 会津若松市一箕町亀賀藤原341-10

公益社団法人　会津若松法人会 会津若松市インター西112

株式会社　ノーリン 喜多方市慶徳町山科宮前4780-7

アクアクルー　株式会社 耶麻郡猪苗代町本町42

大和建設工業　株式会社 大沼郡金山町西谷下夕川原542-1

有限会社　西村土建 河沼郡柳津町五畳敷村ノ上422

特定非営利活動法人　スポーツクラブバンビィ 河沼郡　会津坂下町　福原　殿田　３４

天野商事　株式会社 会津若松市インター西86

株式会社　興栄設備 会津若松市西七日町9-10

有限会社　湯島運輸 南会津郡南会津町田部下原205-9

有限会社　星運送店 南会津郡南会津町田島鎌倉崎乙18-2

株式会社　会津技研 耶麻郡西会津町上野尻下沖ノ原2673-10

有限会社　三郷工業 耶麻郡磐梯町更科六郎原6843-128

サトー工業　株式会社 河沼郡会津坂下町石田1496-1

有限会社　渡部硝子工業所 会津若松市インター西72

会津建物管理　株式会社 会津若松市一箕町松長2-4-16

有限会社　ムナカタ薬局 耶麻郡猪苗代町カキ田391-1

株式会社　海老名建設 耶麻郡西会津町野沢北松原甲1031-138

医療法人　明精会 会津若松市北会津町東小松2335

会津機械　株式会社 河沼郡会津坂下町牛川砂田588

喜多方交通　株式会社 喜多方市小田付道下7132-4

株式会社　しもごう環境サービス 南会津郡下郷町豊成下川原115

株式会社　金堀重機 会津若松市町北町始屋敷31-1

株式会社　目黒工業商会 会津若松市南千石町1-54

http://www.wakagas.co.jp/
http://tkc-nf.com/endouzeirishi/pc/
http://www.numajiri-ski.jp/
http://www.yumita.co.jp/
http://www.nanshin.aizu.or.jp/
http://pipanet.hiho.jp/
http://www.office-web.jp/katagirikougyou/pc/
http://www.liondor.jp/
http://www.town.inawashiro.fukushima.jp/cb/hpc/Article-7451.html
http://kaigofukutarou.com/
http://kaigofukutarou.com/
http://www.aizu-ho.or.jp/
https://aqua-crew.com/


テイク　株式会社 会津若松市山鹿町3-27

株式会社　会津電子計算センター 会津若松市米代1-1-39

立憲民主党福島県第4区総支部 会津若松市東栄町4-17 ニューパークハイツ1階

株式会社　シンク 会津若松市インター西105

浅沼産業　株式会社 会津若松市山鹿町6-62

株式会社　関東ダイエットエッグ　会津若松工場 会津若松市一箕町鶴賀船ヶ森東535-3

雄昭建設　有限会社 会津若松市門田町一ノ堰村西708-11

株式会社　青葉測量設計 喜多方市青葉台21

有限会社　和光技研工業 会津若松市門田町飯寺村東12

一般社団法人　フルールドベリー 会津若松市一箕町松長一丁目1-18

公益社団法人　南会津町シルバー人材センター 南会津郡南会津町田島字後原甲3586-1

会津若松商工会議所 会津若松市南千石町6-5

株式会社　ダイエツ 会津若松市表町2番53号

株式会社　皆川測量 南会津町田島字大坪19

第一緑化工業　株式会社 会津若松市町北町大字上荒久田字宮下19番地の2

株式会社　悠二十一 会津若松市一箕町大字八角字中村東66番地1

会津若松水産物精算　株式会社 会津若松市一箕町大字鶴賀字船ヶ森東470

株式会社　エヌ・エス・シー 会津若松市神指町大字黒川字湯川東218番地

有限会社　佐々木電気工事店 会津若松市金川町12番66号

株式会社　グリーセス 会津若松市桜町132番10

五十嵐建設　株式会社 南会津郡下郷町大字高陦字下居平22の2

株式会社　コウキコンサルタント 喜多方市松山町村松字小荒井道西405番地の10

一般社団法人　喜多方観光物産協会 喜多方市字御清水東7244番地の2

会津若松建設業協同組合 会津若松市山鹿町2番地16号

株式会社　タケドケン 会津若松市柳原町3-4-3

コジマ建設工業　株式会社 会津若松市真宮新町北1丁目26番地

有限会社　共和重建 会津若松市河東町広田字東206番地

夢心酒造　株式会社 喜多方市字北町2932番地

株式会社　セブンスタッフ 会津若松市門田町飯寺村西676-2

株式会社　JAみどりファーム 河沼郡会津坂下町大字中泉字広面715番地

有限会社　ウシキボデー 会津若松市町北町大字始字深町51

会津喜多方商工会議所 喜多方市字沢ノ免7331番地

医療法人　昨雲会 喜多方市松山町村松北原3634-1

株式会社　サンライズ 会津若松市中島町1-24

株式会社　栗林商店 会津若松市大町二丁目5-8

有限会社　高商 耶麻郡西会津町新郷豊洲千歳島5150

大成ハウス　株式会社 会津若松市中央三丁目8-10

日章重設　株式会社 会津若松市町北町藤室藤室729

有限会社　永善 喜多方市字諏訪208番地

株式会社　山口設計 耶麻郡猪苗代町字津金沢54番地

株式会社　サロンジェ塩川工場 喜多方市塩川町中屋沢字竹ノ花1365-1

株式会社　ビーンズ・ライフ 会津若松市和田2丁目5番1号

株式会社　吉田ストア 会津若松市川原町1番9号

有限会社　宝来堂製菓 耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲2855-453

社会福祉法人　にじの花 会津若松市山鹿町4番37号

花春酒造　株式会社 会津若松市神指町大字中四合字小見前24番地の1

東北化成　株式会社 会津若松市門田町大字一ノ堰土手外1998

医療法人　爽陽会 喜多方市字稲荷宮7307番地の1



武田土建工業　株式会社 会津若松市中央三丁目3番22号

株式会社　南会西部建設コーポレーション 会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木57-1

社会福祉法人　常真会　田島保育園 南会津郡南会津町田島字向川原甲1210-114

若松貨物自動車　株式会社 会津若松市北会津町三本松字下大川向3117

会津法面　株式会社 南会津郡会津町山口字欠河原1784番地

公益財団法人　南会津町振興公社 南会津郡南会津町永田字枇杷影2

（一社）インシュアランス・エージェンシー 会津若松市大町二丁目14-8鈴幹ビル

穴澤建設　株式会社 喜多方市松山町村松字上川原3417-1

柳津測量設計　株式会社 河沼郡柳津町大字細八字下平22番地

有限会社　五十嵐電気工事店 耶麻郡西会津町野沢字上條道西甲122-1

有限会社　薫榮 南会津郡南会津町田島字鎌倉崎3-1

株式会社　和泉電機 南会津郡南会津町和泉田字谷地2422-1

有限会社　十字堂薬局 南会津郡南会津町田島字中町甲3948-1

株式会社　保志 会津若松市門田町大字一ノ堰字村東40番地

羽入縫製　株式会社 喜多方市岩月町喜多方字渕ノ上149

有限会社　プレタファッション 会津若松市滝沢町7-47

渡部産業　株式会社 耶麻郡猪苗代町字芹沢4040

株式会社　東北シモン 河沼郡柳津町大字細八字鴇巣甲210

猪苗代町商工会 耶麻郡猪苗代町宇沼田3972番地1

株式会社　渡部工務所 南会津郡下郷町大字豊成字林中6112番地

社会福祉法人　会津若松保育協会 会津若松市中町3番20号

福島タカラ電気工業　株式会社 大沼郡会津美里町永井野字下川原285

三島町商工会 大沼郡三島町大字宮下字水尻1134

社会福祉法人　蘭山会 耶麻郡猪苗代町字程塚2789番

株式会社　奈良屋 南会津郡南会津町田島字田島柳6番地1

株式会社　菊地商会 南会津郡南会津町田島字東荒井甲2498-1

猪苗代タクシー　有限会社 耶麻郡猪苗代町大字千代田字柳田29番地2

有限会社　新電気商会 会津若松市神指町橋本126

株式会社　山口水道設計事務所 会津若松市一箕町大字亀賀藤原152番地の6

有限会社　下郷鉄筋 南会津郡下郷町大字高陦字上居平乙294

有限会社　若松環境衛生センター 会津若松市門田町工業団地32番地

会津商工信用組合 会津若松市中央一丁目1番30号

有限会社　あいづ保険企画 会津若松市桧町5-29

医療法人　松徳会　舟田クリニック産科婦人科 会津若松市一箕町大字鶴賀字下柳原34

有限会社　内川水道工業 会津若松市西年貢1-7-50

暁精機　株式会社 南会津郡下郷町大字高陦字人数平乙1088

株式会社　サポートワンあいづ 会津若松市追手町7-25

有限会社　ほけん工房 会津若松市白虎町153-1

株式会社　佐藤電設 河沼郡会津坂下町字舘ノ下103番地1

株式会社　ガーディアン 会津若松市東千石1-4-13　1Ｆ

木村建設　株式会社 会津若松市徒之町4番12号

株式会社　ムラサワ電気通信 喜多方市豊川町沢部字於申壇18

有限会社　あいづ松川 会津若松市神指町大字高久字高久242-1

株式会社　顯幸 会津若松市慶山一丁目6番77号

株式会社　ベスト 喜多方市塩川町新井田谷地字千苅291番地1

株式会社　共生 会津若松市金川町5番54号

ハイテックサービス　株式会社 会津若松市千石町9番70号

社会福祉法人　喜多方市社会福祉協議会 喜多方市字上江3646番地1

http://jyujidouph.meron-net.jp/


合同会社　ばんだいファーム 耶麻郡磐梯町大谷落合4213

有限会社　ワシオ商会 会津若松市町北町大字上荒久田字宮下45番地

会津乗合自動車　株式会社 会津若松市白虎町195番地

有限会社　小瀧運送店 河沼郡会津坂下町字舘ノ下75-1

有限会社　笹島軌工 河沼郡会津坂下町大字束松字本名253番地1

株式会社　グローリージャパン 会津若松市錦町2-41

公益社団法人　喜多方市シルバー人材センター 喜多方市字桜が丘二丁目147-1

光塗装　株式会社 会津若松市馬場本町四番二号

医療法人　健仁会　あきもと整形外科クリニック 喜多方市字下川原8290番地12

磐梯貨物　株式会社 会津若松市インター西12番地

株式会社　会津工場 南会津郡只見町大字二軒在家字上タモ721-1

新日本工業　株式会社 耶麻郡西会津町登世島字上ノ台乙2763-9

株式会社　ホクシンオート 会津若松市一箕町大字鶴賀字下居合31-1

庄助の宿　瀧の湯 会津若松市東山町湯本字滝の湯108

マルト建設　株式会社 河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田65

株式会社　会和工務店 会津若松市真宮新町北一丁目7番地

江川建設工業　株式会社 大沼郡会津美里町字西裏1783

株式会社　富士工業商会 会津若松市明和町1番48号

株式会社　広大 会津若松市真宮新町北四丁目27番地

瓜生工業　株式会社 会津若松市神指町大字中四合字村添丁2番2

株式会社　会津コンピュータ
サイエンス研究所 会津若松市東栄町1番77号

株式会社　共同設計 会津若松市栄町8-35 ヴェルファーレ上六日 201号

永島建設　株式会社 会津若松市北会津町上米塚1235-2

久米工業　株式会社 南会津郡南会津町永田大道上 326 

株式会社　スカイ運輸 喜多方市関柴町上高額上中 1192-1 

会津坂下町商工会 河沼郡会津坂下町字西南町裏甲4005の13番地 

株式会社　丸秀組 大沼郡会津美里町字竹ノ花68番地

株式会社　光進都市コンサルタント 喜多方市塩川町御殿場六丁目140番地

鈴木建設　株式会社 喜多方市熱塩加納町加納字舘ノ北甲3496 

株式会社　新誠テック 会津若松市町北町上荒久田字村北1296

株式会社　共立土建 会津若松市インター西69番地

有限会社　星建材運輸 南会津郡南会津町長野字長野119番地

樫内建設工業　株式会社 喜多方市字長内7824番地2

株式会社　会津電気工事 会津若松市門田町大字日吉字小金井38番地3

公益社団法人　会津社会事業協会 会津若松市中央一丁目5番27号

有限会社　白岩鉄工所 南会津郡南会津町田島字東荒井甲2484番地

株式会社　会津西交通 大沼郡会津美里町永井野字八月田1498番地1 

東信建設工業　株式会社 耶麻郡猪苗代町字佐渡島1057-3

株式会社　舘岩工務所 南会津郡南会津町松戸原223

株式会社　アサクラ 会津若松市門田町御山字村上267-1

田中建設工業　株式会社 会津若松市南町3番9号

つかさ工業　株式会社 河沼郡柳津町大字郷戸字中平丙923-5

株式会社　ノーリンエクスプレス 喜多方市慶徳町山科吉砂子2525-1

三立土建　株式会社 南会津郡下郷町大字湯野上字沼袋乙843

四国電気　株式会社 喜多方市関柴町下柴字市道上556-1

山十建設　株式会社 大沼郡金山町大字大塩字二本木3402

株式会社　カルチャー・ネットワーク 会津若松市相生町6-8

株式会社　森口電気商会 耶麻郡猪苗代町大字三郷字三郷549番地



株式会社　東栄テック 会津若松市真宮新町南2丁目94番地

東北都市コンサル　株式会社 会津若松市千石町6番69号

株式会社　アクーズ会津 会津若松市千石町4番50号

株式会社　シンパシー 会津若松市神指町高瀬8番地

第一建設　株式会社 河沼郡会津坂下町字沢ノ目1760

株式会社　タケウチパーツ 会津若松市神指町東城戸100番地

社会福祉法人　にしあいづ福祉会 耶麻郡西会津町登世島字田畑乙2042番地71

株式会社　白虎 会津若松市門田町堤沢字下村 5 番地

ツルカメ建設　株式会社 会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合129-3 

株式会社　小沢鉄工所 喜多方市柳清水3394番地の6   

会津プレス工業　株式会社 河沼郡会津坂下町大字坂本字窪甲604 番地

株式会社　サンケイプロ 会津若松市千石町５－６４ 

株式会社　会津建販 会津若松市町北町大字中沢字土手下3番地1 

株式会社　銀河警備保障 会津若松市神指町大字黒川字湯川東179番地

株式会社　環境建設 喜多方市豊川町米室字西谷地2211-2 

株式会社　アースプランニング 会津若松市門田町大字御山字村下２９７番地の５ 

永洸建設　株式会社

若松測量設計　株式会社 会津若松市柳原町二丁目8番31号 

株式会社　義建工業 喜多方市岩月町橿野字前1862-1 

平田塗装防水　株式会社 会津若松市町北町藤室道下2-1

有限会社　相木電設工業 会津若松市神指町大字南四合字才ノ神 5番地 

株式会社　シグマ会津工場 耶麻郡磐梯町大字大谷字日知坂 6594 

株式会社　会津丸水 会津若松市一箕町大字鶴賀字船ケ森東470番地 

有限会社　日本美術産業 会津若松市インター西５６番地の４ 

株式会社　小野屋漆器店 会津若松市インター西５６番地の４ 

株式会社　小野屋 会津若松市インター西５６番地の４ 

有限会社　五十嵐組 会津若松市真宮新町北一丁目20番地 

東邦土建工業　株式会社 南会津郡南会津町田島字中町甲 3924番地 

有限会社　ギララ 耶麻郡猪苗代町中小松字西浜甲1614-50

有限会社　目黒工務所 会津若松市西年貢二丁目４番１６号 

有限会社　新星モ―タ―商会 会津若松市西年貢１丁目1番33号   

南総建　株式会社 南会津郡南会津町山口字堀田 791 

美里建設工業　株式会社 大沼郡会津美里町新屋敷字沢道西甲1705番地1 

株式会社　唐橋 喜多方市山都町三津合字細田520番地 

有限会社　エレクトリックプラン 河沼郡湯川村佐野目字五反田376-1 

株式会社　大塚工業 喜多方市松山町村松字小荒井道西 496-1 

株式会社　大桃建設工業 南会津郡南会津町田島字本町甲 3886 

株式会社　河京 喜多方市松山町村松字常盤町 2681番地 

磐梯酒造　株式会社 耶麻郡磐梯町大字磐梯字金上壇 2568番地 

環境管財　株式会社 耶麻郡磐梯町赤枝字堂殿 １５２ 

英設備　株式会社 会津若松市柳原町三丁目１－５ 

會津通運　株式会社 会津若松市町北町始見島83

会津土建　株式会社 会津若松市追手町5-36

渡部電気工業　株式会社 耶麻郡猪苗代町大字八幡字稲荷4463

株式会社　スミタフォトニクス 南会津郡南会津町山口字砂吐1225-1

有限会社　クレア 喜多方市松山町村松上川原3580-8

株式会社　プロジェクト会津 喜多方市字天満前八八四五ノ三

株式会社　テクノプラン 耶麻郡猪苗代町大字山潟字栃窪 1022番地2

http://aizu-tsuuun.co.jp/
https://www.adoken.co.jp/
http://w-den.com/
https://www.sumita-opt.co.jp/ja/about/factory.html
http://www.techno-plan.co.jp/


株式会社　渡部住建 耶麻郡西会津町野沢字諏訪西甲1061番地

株式会社　野尻金属 大沼郡会津美里町字宮里21番地

https://watanabe-juken.net/company/
https://nzr.co.jp/

