
令和４年12月現在

アースサポート福島 （株）アーネストワン福島営業所

（株）アールエム福島 NPO法人ILセンター福島

あいおいニッセイ同和損害保険（株）
福島サービスセンター

（株）アイクリーン福島センター

（株）アイケー 会津建設（株）

(有)アイテック 社会福祉法人篤仁会特別養護老人ホーム愛日荘園

アイム不動産(株) （児童養護施設）アイリス学園

アエラホーム(株)福島店 (有)赤湯好山荘

（株）アクティオ福島営業所 旭産業(株)

朝日システム（株） アサヒ通信(株)

(株)アサンテ福島営業所 アジア航測（株）川俣大作事務所

アジア航測（株）福島支店 アシスト警備保障(株)福島営業所

アスカ通信工業(株) アステラス製薬(株)東北支店福島営業所

(株)東リース福島営業所 安達屋

(有)吾妻自動車教習所 あづま総合運動公園事務所

医療法人秀公会あづま脳神経外科病院 高齢者総合休養村　あづまの郷

阿部建材工業(株) (株)阿部紙工

阿部自動車工業(株) (株)阿部測量設計事務所

(有)阿部木工所 あや代行サービス

医療法人創仁会　あらいクリニック (有)荒井設備工業所

(有)新舩組 （特別養護老人ホーム）アリヴァーレ宝生園

ALSOK福島(株)福島支社 (株)アルテッツ

安斎建設(株) 安齋土木(株)

安全運転代行なごみ (株)安藤組

(有)安藤測量設計事務所

(株)イイダ福島支店 社会福祉法人飯野ふるさと福祉会

管轄署　・　事業所名称

福　　島　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

イオンディライト(株)東北支社南東北支店 石井硝子(株)福島支店

(有)石橋工業 いすゞ自動車東北(株)福島支社福島支店

いすゞ自動車東北(株)福島支社 (株)泉製材所

特別養護老人ホーム　いずみの郷
ショートステイ輝楽里

(株)いちい

(有)一倉工業 一陽会病院

一新建設(株) (株)伊藤園福島支店

伊藤建設(株) 井上菱光生コン(株)

イビデングリーンテック(株)福島営業所 入三機材(株)

(株)岩瀬書店本店 イワタニセントラル福島(株)福島営業所

(株)岩見 (株)インフォメーション・ネットワーク福島

(株)ＷｉｔｈＷｅｄｄｉｎｇ (株)ウィング

(株)ウェディングエルティ (株)ウォーターエージェンシー福島営業所

(株)氏家 (株)梅津工業

運転ハート代行 (株)ウンノハウス福島支店

(株)エアコレクト (株)エイティック

April代行 (有)エクステージネットワーク

(株)エコライフ福島 SMBC日興証券(株)福島支店

(株)エスケーコーポレーション (株)エス・ティ通信

(株)ＨＧＩ (株)ＦＰパートナー福島オフィス

NREオペレーションズ(株)福島事業所 NECフィールディング(株)郡山支店福島営業所

(有)エヌオーエー NOK(株)福島事業場

NOKメタル(株)川俣工場 NTTファシリティーズ東北福島支店

(株)NTT-ME東北事業所福島ネットワークサービスセ
ンタ

(株)NTT東日本-東北（山下ビル）

(株)NTT東日本-東北（花園ビル） (株)NTT東日本-東北(中荒子ビル）

(株)エネサンス東北福島支店 エミール幼児圓

(株)エム (有)エム・アール・シー

(株)エルタス東北福島営業所 サービス付き高齢者向け住宅　エルフィリア

(株)エンタープライズ産業 (株)遠藤工務所



管轄署　・　事業所名称

(株)追分 応用地質(株)福島事業所

大内わら工品(株)絵馬平事業所 (株)大川電機製作所福島工場

オークラ工業(株) (株)大林組福島工事事務所

一般財団法人大原記念財団大原綜合病院 大森産業(株)福島営業所

(株)尾形建設 尾形工業(株)

岡田電気産業(株)福島東営業所 岡田電気産業(株)住設建材部福島営業所

(株)尾形林業土木 OKIクロステック(株)福島支店

OKIシンフォテック(株) (株)オギノ

(株)小栗設備工業所 小黒自動車(株)

(株)小野工業所 (株)オノヤ

(株)オリーブオイル (株)オリエンタル・エージェンシー

織姫運転代行

カエル運転代行 (有)葛西工業

鹿島建設(株)福島営業所 (株)ガスパル東北福島販売所

(株)加藤組 (有)加藤商店

加藤鉄工(株) (株)カトー産業

カトー代行 (株)カナモト福島営業所

(株)カネサ藤原屋福島支店 河北新報社福島総局

カメイ(株)Dr.Driveセルフ福島西店 (株)亀岡工務店カメカメホーム

(株)亀岡工務店 亀谷建設(株)

(株)川上商店 (株)川俣環境

(有)川俣クリーンホープ (有)川俣コンクリートブロックセンター

川俣精機(株) 特別養護老人ホーム川俣ホーム

川俣町教育委員会
社会福祉法人川俣町社会福祉協議会
川俣町老人福祉センター

特定非営利活動法人川俣町セルプかえで 川俣町役場

(株)環境分析研究所 菅信建設(株)

(株)関電工福島営業所 (有)菅野建材

菅野建設(株) 菅野重機建設(株)



管轄署　・　事業所名称

(有)菅野造花店 (有)菅野通建

(有)菅野塗装店 カンノ・トレーディング(株)本店

(株)キスキ 特定非営利活動法人絆

北芝電機(株) (株)絹川建設工業

きものグループ美ふく キヤノンシステムアンドサポート(株)福島営業所

キャリアネットふくしま (有)キューピット介護サービス

協栄設備(株) (株)共学社福島営業所

協三工業(株) 共進(株)

(株)共電 (株)協和エムザー福島営業所

キョウワセキュリオン(株) キョウワプロテック(株)

(株)共和ほけん (株)極東不動産

きらり健康生活協同組合 (株)近畿日本ツーリスト福島支店

キング印刷(株) 銀のさら福島店

QUEEN代行サービス (株)クサカ印刷所

(有)日下部電工 (株)草野測器社情報技術プラザ

(株)熊谷組東北支店福島営業所 (有)久間木設備

倉敷レーザー(株)東北事業所 倉島商事(株)

(株)クラフト (株)クラロン

(有)クリーン川俣 (株)グリム

グリムエナジー(株) グローバルテクノ(株)

グローバルピッグファーム(株)直営本場 (株)黒澤工務店

ケアセンターつどい　しのぶ台 介護老人保健施設ケアタウンひまわり

ケアパートナー(株)Qアップスタジオ森合 福島県警察学校

福島県警察機動捜査隊本隊 福島県警察機動捜査隊県北分駐隊

福島県警察機動隊 福島県警察本部警備部公安課

福島県警察本部刑事部捜査第一課 福島県警察本部刑事部捜査第二課

福島県警察本部刑事部捜査第三課 福島県警察本部刑事部組織犯罪対策課

福島県警察本部刑事部鑑識課 福島県警察本部刑事部科学捜査研究所



管轄署　・　事業所名称

福島県警察本部刑事部刑事総務課 福島県警察本部警務部総務課

福島県警察本部警務部留置管理課 福島県警察本部警備部災害対策課

福島県警察本部警備部警備課 福島県警察本部警備部外事課

福島県警察本部交通部交通指導課 福島県警察本部交通部交通企画課

福島県警察本部警務部施設装備課 福島県警察本部生活安全部生活安全企画課

福島県警察本部生活安全部生活環境課 福島県警察本部生活安全部少年女性安全対策課

福島県警察本部地域部地域企画課 福島県警察本部福島運転免許センター

ケイワ・エコグリーン(株) 恵和興業(株)ケイワ・リサイクルセンター福島

恵和興業(株)事業統括本部 (株)ケーエス・エージェンシー

ＫＤＤＩプリシード(株)福島オフィス (株)原燃環境福島支店

福島県県北建設事務所 福島県県北地方振興局

福島県県北農林事務所 福島県県北保健福祉事務所

(株)小泉東北福島営業所 (株)興栄伸建

(有)鷲倉温泉高原旅館 交通機動隊福島分駐隊

香野建設(株) (有)交友会建設

(株)高陽
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
福島支部

(有)広和建設 (株)光和設備工業所

みやぎ生活協同組合コープふくしま福島南センター 桑折商事倉庫(株)

桑折代行 小勝左官工業(株)

国分金属(株) 社会福祉法人聖母愛真会こじか　子どもの家

(株)コスモ・エンジニアリング コスモ石油販売(株)東北カンパニー

(株)小関秀雄商店 コセキ(株)福島営業所

(有)後藤サッシ工業所 (株)後藤歯科商店

後藤造園土木(株) コバックス(株)

(株)小林 小林土木(株)

(株)古俣工務店 (株)古俣工務店川俣支店

コマツ福島(株)福島支店 小松物産(株)福島支店

ゴリラ代行サービス ゴリラ運転代行サービス福島営業所



管轄署　・　事業所名称

(株)こんの (株)コンノ製作所

コンパスウォーク福島御山

(株)サーモ電機工業 (有)斎一林業大波事業所

(株)斎庄設備
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会
済生会川俣病院

済生会福島訪問看護ステーション (株)斎藤建設工業所

(株)斎藤工務店 (株)齋藤電機

(有)齋藤輪業商会 サイト工業(株)福島支店

(株)斎弁 (有)酒田工業

(株)相模屋旅館 (有)佐久間神仏具店

学校法人桜の聖母学院 さくら幼稚園

(株)佐々木自動車 (有)佐々木鉄筋工業所

(有)佐藤企画 佐藤工業(株)

(有)佐藤総業 佐藤(株)福島支店

佐藤マシナックス工商(株) サポート代行サービス

(有)佐和興業 特別養護老人ホームさわやかアイリス

学校法人三育学園 (株)三景

(株)三光丸福島営業所 サンジュデイサービス

(株)三水機工 (株)山水荘

サンセイ医機(株)福島営業所 (株)サンダーファミリー

サントリービバレッジソリューション(株)福島第一支店
サントリービバレッジサービス(株)東北営業本部福島
支店

(株)サンビルド (有)三宝環境整備

サンユウ商事(株) (株)三陽

三洋環境(株)福島営業所 (株)三和紙店

(株)シー・アイ・シー福島営業所 (株)ジー・エル・イー

ジーエルサイエンス(株)福島工場 ジーエルサイエンス(株)東北営業所

(株)ＣＤＩ ＪＲＡファシリティーズ(株)福島事業所

ジェイエイシーエンジニアリング(株)福島事業所 ジェイエイ新ふくしま燃料(株)中央農機センター

社会福祉法人ジェイエイ新ふくしま福祉会 (株)JAふくしま未来福島ガスセンター



管轄署　・　事業所名称

(株)JAライフクリエイト福島食材センター福島 (株)ジオット福島支社

シオヤユニテック(株) (有)シギハラ・エンジニアリング

(株)宍戸工務店 静岡田村薬品(株)福島営業所

(株)システムテクノ福島 (株)七十七現行福島支店

(株)信夫アロー 社会福祉法人しのぶ福祉会あづま授産所

信夫木材通商(株) (株)シバタインテック福島営業所

一般財団法人大原記念財団清水病院 (株)シャポンドゥ

住宅情報館(株)福島店 (株)春光園

社会福祉法人陽光会障害者支援施設清心荘 社会福祉法人陽光会障害者支援施設大萱荘

(株)商工組合中央金庫福島支店 (株)上信設備

(株)庄内銀行福島支店 (株)常磐メディカルサービス福島営業所

(株)常陽銀行福島支店 ＳＨＯＷＡ(株)

(株)昭和メディカルサイエンス福島営業所 学校法人白百合学園

(株)シンコー福島事業所 (株)新設備工業所

新扇堂(株) 新日本電子(株)福島事業所

新日本有限責任監査法人福島事務所 (株)シンワ

水ｉｎｇＡＭ(株)福島堀河管理事務所 水成工業(株)

(株)水力機工 (有)杉田屋電設工業

杉妻自動車学校 (株)スズキ自販福島スズキアリーナ福島中央

(株)スズキ自販福島スズキアリーナ福島南 (株)スズキ自販福島アリーナ福島店

(株)鈴木石油商会 (株)鈴木電機

(株)スズケン福島支店 (株)須南電設（太平寺）

(株)須南電設（方木田） Speedy代行

スポーツクラブルネサンス福島 (株)スポーツ・メイト・ウイン

住まいのセンター福島営業所 住友不動産(株)福島営業所

住友林業ホームエンジニアリング(株)
北日本事業部福島センター

住友林業(株)住宅・建設事業本部福島支店福島営業
所

社会福祉法人創世福祉事業団介護老人保健施設
聖・オリーブの郷

特別養護老人ホーム聖・輝きの郷

(株)誠電社 西友測量設計(株)



管轄署　・　事業所名称

セキカワ(株)
積水ハウス(株)南東北カスタマーズセンター福島オ
フィス

積水ハウス(株)福島支店 積水ハウス不動産東北(株)福島営業所

セキスイファミエス東北(株)福島支店福島事務所 (株)関根ブロック

(株)セキノ興産福島店 (株)セキホーム福島

積和建設東北(株)南東北支店福島事業所 (株)セクテス

セコム(株)福島支社 仙建工業(株)福島支店福島出張所

(株)仙台銘板福島営業所 セントラルウェルネスクラブ福島

(株)ゼンリン郡山営業所福島サービスセンター 全労済福島推進本部

こくみん共済ＣＯＯＰ福島損調サービスセンター (株)コクサイビルシステム福島営業所

(株)創建工業 (株)ソーラーポスト

損害保険ジャパン(株)福島支社

(株)第一印刷 第一環境(株)福島事務所

太一機器(株) 第一工業(株)福島営業所

第一生コン(有)本社工場 大栄コールドチェーン(株)

(株)大栄測地 (株)ダイオ-

大佐藤建設(有) 太三機工(株)福島営業所

(有)大善自動車整備工場 大東建託パートナーズ(株)福島営業所

大東建託(株)福島支店 大東建託リーシング(株)福島店

大藤造園(株) 大同トレーディング(株)

(有)大富建設 (有)第二赤松建設福島支店

大宝建設(株) (株)大丸工務店

(株)ダイユーエイト 大和工業(株)

大和自動車工業(株) 大和証券(株)福島支店

大和ハウス工業(株)福島営業所 大和リビング(株)福島北営業所

大和冷機工業(株)福島営業所 高木工業(株)福島営業所

髙瀬物産(株)福島支店 (株)髙槻

(株)髙電 (有)髙波ボデー製作所

(株)高野塗装店 髙橋建設(株)



管轄署　・　事業所名称

髙橋工業(株) (株)高橋設備工業所

タカラ印刷(株) (株)竹中工務店福島営業所

ダスキン清水支店 (株)ダスキン福島御山支店

ダスキンヘルスレント福島ステーション ダスキンユーロ

(株)タダキシール工業 多田建設(株)

伊達地方消防組合中央消防署南分署 (有)田中セメント工業

(有)谷川産業 (株)たまのや

(株)たまのや福島事業部営業第二課 ダンロップタイヤ東北(株)福島西営業所

社会福祉法人陽光会地域密着型介護事業所森の風 知的障害者更正施設父の夢

(株)チトセ薬品福島営業所 中央設備(株)

鳥海綜合警備保障(株) (株)千代田テクノル福島中通事務所

通研電気工業(株)福島支社 月電工業(株)

(株)ツクイ福島黒岩営業所 就労継続支援Ｂ型事業所つくしの里

土湯宝生園 (株)つながるファーム

椿代行

(株)ＤＣＴ (株)帝国データバンク福島支店

デイサービスセンター風の丘 (株)帝装化成東北圏営業所

(株)TTK福島支店 (株)帝北ロジスティックス

(株)テクスト (株)テクス福島　福島営業所

テクノ・マインド(株) (株)テクノロード

テスコ(株)福島営業所 (株)手塚工務店

(株)DUO福島フォルクスワーゲン福島南 (有)寺島重機工業

テルウェル東日本(株)福島支店 (株)テレビユー福島

(株)出羽警備福島営業所 (株)電工社

(有)電修舎

東亜自動車学校 東開工業(株)

(株)東京海上日動パートナーズ東北福島支店福島支
社

東京海上日動火災保険(株)福島支社

東京コンピュータサービス(株)東北支店福島CS課 東京電力ホールディングス(株)福島補償相談センター



管轄署　・　事業所名称

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社環境再
生室

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社復興推
進室

東京電力ホールディングス(株)福島原子力補償相談
室公共補償センター

東芝環境ソリューション(株)北芝事務所

東信建設(株) (株)同仁社

(株)同仁社第二営業部ヘルスケア営業福島営業所 (株)東邦銀行

(株)東邦コンサルティングパートナーズ とうほう証券(株)福島支店

東邦測地(有) 宗教法人東方之光福島エリア

東邦薬品(株)福島営業所 東邦リース(株)

東北アルフレッサ(株)福島支店 東北インテリジェント通信(株)福島支社

(株)東北化工機 東北ガス販売(株)

(株)東北企業 東北機電工業(株)福島営業所

東北計器工業(株)営業本部福島営業所 東北コピー販売(株)

東北自興(株) 東北送配電サービス(株)福島営業所

東北送配電サービス(株)福島支社 東北太平洋生コン(株)福島工場

(有)東北テクノ 一般財団法人東北電気保安協会福島事業所

一般社団法人東北電気保安協会福島事業本部 東北電力ネットワーク(株)福島電力センター（置賜）

東北電力ネットワーク(株)福島電力センター（佐倉下） 東北電力(株)福島発電技術センター

東北電力ネットワーク(株)広域連系線福島立地事務所 東北電力ネットワーク(株)福島支社

東北電力ネットワーク(株)送変電建設センター福島工
事所

東北電力(株)福島支店

東北中川工業(株) (株)東北永田

東北農政局福島県拠点 東北発電工業(株)福島事業所

東北斫り工業(有) (株)東北日立福島支店

(株)東北補装具製作所 (株)東北メンテナンス

(有)東北リサイクル 東北労働金庫福島支店

(株)東友東亜技術コンサルタント (株)東洋住宅設備

(株)道路切断施工 (株)トーカンオリエンス東北支社

(株)トークス福島支社 (株)トーネット

トーホー産業(株) (株)トーヨータイヤジャパン北日本支社福島営業所

(株)ドコモCS東北福島支店 トヨタエルアンドエフ福島(株)福島営業所



管轄署　・　事業所名称

トヨタカローラ福島(株)福島店 トヨタモビリティパーツ(株)福島支社福島営業所

(株)トヨタレンタリース福島 ＤＲＥＡＭ代行

長浦建材 (株)中川工業所

(株)中川水力 (株)中合福島店

中電工業(株) (株)ＮＡＫＡＮＯ

(株)中松商会東北支店 特別養護老人ホームなごみの郷

ナショナル・ベンディング(株)福島営業所 ナブコシステム(株)福島営業所

(株)西形商店 (株)西野コーポレーション

ニチイケアセンター番匠 ニチイケアセンター太平寺

ニチイケアセンター西中央 ニチイケアセンター南福島

日栄工業(株) (有)日栄自動車商会

(株)日産サティオ福島福島店 日産部品福島販売(株)福島南営業所

日産部品福島販売(株)福島営業所 日産プリンス福島販売(株)Ｐフォーラム２３

日産プリンス福島販売(株)福島店 日産プリンス福島販売(株)本社

日新火災海上保険(株)南東北事業部福島サービス支
店

(株)日進堂印刷所

(株)日新土建 日新配管工事(株)

日精樹脂工業(株)東北営業所 日東環境整備(株)

日東産業(株) 日東シフト(株)

日東物産(株) 日東紡績(株)福島工場

日特エンジニアリング(株)福島工場 日特コーセイ(株)飯野事業所

(株)日ピス福島製造所 日本キャタピラー合同会社福島営業所

日本電設工業(株)東北支店福島支社 日本ドライケミカル(株)福島営業所

日本年金機構東北福島年金事務所 日本放送協会福島放送局

日本郵便(株)福島中央郵便局 日本郵便（株）岩代大森郵便局

日本郵便(株)佐倉郵便局 日本郵便(株)松川郵便局

日本郵便(株)川俣郵便局 日本郵便(株)福島検査室

日本リーテック(株)仙台支社福島事業所 (株)二瓶商店

(株)日本空調東北福島営業所 一般社団法人日本自動車連盟福島支部



管轄署　・　事業所名称

日本赤十字社福島県支部 日本中央競馬会福島競馬場

日本通商(株) (株)日本ハウスHD福島支店

日本レイテック(株)福島営業所 日本ロード・メンテナンス(株)福島営業所

(株)ニューリース福島支社

(株)ＮＥＯソリューション (株)ネクスコ・メンテナンス東北オートメンテ福島

ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)福島黒岩店 ネッツトヨタ福島(株)福島南バイパス店

ネッツトヨタ福島(株)福島西インター店 (株)ネクストクリーン

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
東北農業研究センター福島研究拠点

福島県農業総合センター畜産研究所

ノオコー建設(株) (株)野尻緑産

野田鉄工(有) (株)野地温泉ホテル

野村證券(株)福島支店

(株)バイタルネット福島支店 医療法人白寿会

一建設(株)福島営業所 (株)橋脇商店

(株)パスク福島支店 (株)パスコ東北事業部福島支店

(株)ハセガワーク (株)長谷川工務所

服部コーヒーフーズ(株)福島営業所 ハッピー愛ランドおおもり

(株)ハッピーケア福島支店 社会福祉法人わたり福祉会はなしのぶ

社会福祉法人わたり福祉会はなみずき
パナソニックコンシューマーマーケティング(株)
CS社北海道・東北社郡山SC福島課

(株)半澤工務店

(株)ピー・エム・エル福島営業所 特定非営利活動法人ＰＩＥＣＥ

ピーチ運転代行 (株)ＨＥＡＴ

(株)東日本エンジニアリング 医療法人創仁会東日本診療所

東日本法面(株) 東日本ユニットサービス(株)

東日本旅客鉄道(株)東北本部福島統括センター
東日本旅客鉄道(株)電子システムインテグレーション
オフィス仙台電気システム工事区福島派出

東日本旅客鉄道(株)新幹線統括本部東北新幹線電力
技術センター福島新幹線メンテナンスセンター

東日本旅客鉄道(株)郡山電力技術センター
福島メンテナンスセンター

東日本旅客鉄道(株)福島保線技術センター (株)晃建設

ひかり工業(株) (株)光商会福島営業所

(株)樋口商店 (株)ピコイ福島営業所



管轄署　・　事業所名称

(株)瓢屋福島営業所 (株)日高電設

(株)日立ビルシステム東日本支社福島営業所 (株)備中鉄建工業所

(株)桧家住宅福島南展示場 特別養護老人ホームひまわり苑

ピュアスポーツ福島南スイミング (有)ビルテック工業

(有)ビルメンテナンス創美 合同会社公友社ヒロコ代行

(有)広野自動車整備工場 広山電設工業(株)

ファースト八津運転代行サービス (株)ファミリーケア

(株)ファミリーマート福島営業所 (株)フォーユー・サポート

福一青果(株) (株)福華園

福貨商事(株) (株)ふくぎんリース＆クレジット

学校法人福島愛隣学園福島愛隣幼稚園 福島医療生活協同組合

(株)福島映像企画 福島液化ガス工業(株)

福島ガス(株) 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所

福島カッター(株) 福島カラー印刷(株)

福島カントリークラブ 福島機工(株)

福島軌道工業(株)福島作業所 (株)福島銀行

(株)福島銀行福島南支店 福島警察署川俣分庁舎

福島警察署 福島刑務所

(株)福島県ガス保安センター 公益財団法人福島県学校給食会

公益財団法人福島県観光物産交流協会 福島県企画調整部企画調整課

福島建機(株)福島支店 福島県教育委員会教育庁

(株)福島県教科用図書販売所 福島県建設業協同組合

社会福祉法人福島県社会福祉協議会 福島県酒類卸(株)福島支店

東北管区警察局福島県情報通信部 福島県浄化槽協会

福島県商工信用組合松川支店 福島県商工信用組合南福島支店

福島県消防学校 福島県森林組合連合会

公益社団法人福島県森林林業緑化協会 福島県赤十字血液センター

(株)福島建設工業新聞社 福島県総務部財産管理課集中管理自動車チーム



管轄署　・　事業所名称

福島県総務部総務課 福島県中央児童相談所

(株)福島顕中央計算センター 福島県土地改良事業団体連合会

福島県南酒販(株)福島支店 福島県農業共済組合県北支所

福島県農業共済組合 公益財団法人福島県文化振興財団遺跡調査部

福島県北森林組合 公益財団法人福島県保健衛生協会

(有)福島研磨材商会 公立大学法人福島県立医科大学

福島県流通ネットワーク協同組合 福島工業高等学校野球部後援会

福島高校野球部OB会梅門クラブ 社会福祉法人福島更正義肢製作所

福島交通(株) 福島交通観光(株)福島支店

(株)福島ゴルフ倶楽部 (株)福島三技協

福島酸素販売(株) 福島産廃興業(株)

福島市飯野地域福祉センター 福島市春日町デイサービスセンター

福島市環境サービス協業組合 社会福祉法人福島市社会福祉協議会

福島市消防本部 公益社団法人福島市シルバー人材センター

福島市水道局 福島市水道局施設管理センター

一般財団法人ふくしま市町村支援機構 (有)福島自動車学校

福島市保健福祉センター 福島市役所

福島市役所環境部ごみ減量推進課 福島市役所環境再生推進室

福島市役所道路保全課維持補修センター 福島商事(株)

福島消防署 福島市老人福祉センター

医療法人福島腎泌尿器クリニック 福島信用金庫本部

福島信用金庫本店 福島信用金庫西支店

福島信用金庫南支店 福島信用金庫吉井田支店

福島森林管理署 福島スバル自動車(株)福島店

福島製鋼(株)吾妻工場 (株)福島製作所

福島税務署 福島赤十字病院

福島先達山太陽光工事所 医療法人社団敬愛会福島セントラルクリニック

公益財団法人福島相双復興推進機構 福島第一病院



管轄署　・　事業所名称

国立大学法人福島大学 福島代行

福島ダイハツ販売(株) 福島ダイハツ販売(株)ふくしま郷野目店

(株)福島タイヤ 特定非営利活動法人福島・伊達精神障害福祉会

福島タムラ薬品(株) 福島地区車庫証明センター

福島地区米穀卸商業協同組合 環境省福島地方環境事務所

福島中央建設(株) 福島テレビ(株)

(株)福島天香園 福島電話工事(株)

福島トヨタ自動車(株) 福島トヨタ自動車(株)福島店

福島トヨタ自動車(株)レクサス福島 福島トヨタ自動車(株)福島笹木野店

福島トヨペット(株)ふくしま南中央店 福島トヨペット(株)ふくしま太平寺店

福島県立福島西高等学校同窓会 福島日産自動車(株)

福島日産自動車(株)福島岩前店 福島日石(株)福島営業所

福島ノーミ(株) (株)福島ひかりのくに

福島日野自動車(株)福島支店 福島ビルサービス(株)

(株)福島ビルテック (株)福島プラントサービス

学校法人福島文化学園 (株)福島防災電設

ふくしま訪問看護ステーション 福島舗装(株)

福島ボデー(株) (株)福島マツダ太平寺店

(株)福島マツダ福島店 福島南高等学校同窓会

福島南消防署信夫分署 福島南消防署

ふくしま未来農業協同組合福島南営農センター ふくしま未来農業協同組合野田支店

ふくしま未来農業協同組合福島南支店 ふくしま未来農業協同組合川俣支店

ふくしま未来農業協同組合事故相談センター ふくしま未来農業協同組合物流センター

ふくしま未来農業協同組合福島東部営農センター ふくしま未来農業協同組合松川営農センター

ふくしま未来農業協同組合福島東部支店 ふくしま未来農業協同組合松川支店

(株)福島民報社 福島民友新聞(株)

福島県立福島明成高等学校 福島ヤクルト販売(株)

(株)フクシマライフサービス (株)福島リビング新聞社



管轄署　・　事業所名称

学校法人福島ルンビニー幼稚園 福島労働局

学校法人福島わかば幼稚園 フクセイ・ベンダーサービス(株)

(株)フクセツ 富久泉工業(株)

フクダ電子南東北販売(株)福島営業所 フクダライフテック南東北(株)福島営業所

(株)福永 (有)福南自動車工業

(株)福南電気 (株)福宝福島店

(株)富士通エフサス (有)藤野商事

医療法人篤仁会富士病院
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
福島支社福島営業所

ふじや製麺(有) (株)双葉商会

(株)船山工業 (株)舟山電設工業

(株)プラスワン・福島
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
福島地区本部福島営業所

ブリヂストンタイヤセンター北日本(株)タイヤボックス ブリヂストンリテールジャパン(株)タイヤ館福島東

(株)フルール (株)フルエコノス

(株)ＦＵＬＬラインナップテクニカル福島支店 (株)フレアス

(株)プロセス印刷 (株)フロントライン福島支店

文化・温調・武藤特定業務委託共同企業体 文化設備工業(株)

(株)文化堂 協同組合福島消防設備点検センター

指定障害福祉サービス事業所ベーシック憩

学校法人宝勝寺学園 学校法人松韻学園蓬莱もみじ幼稚園

ホーチキ(株)福島営業所 (株)北洲ハウジング事業部福島支店

(株)北星ファイン 北藤電設(株)

北東物産(株)福島工場 (株)北斗建設

北部興産(株) 北部通信工業(株)

ホシザキ東北(株)福島営業所 星野商事(株)

保原屋生花店 (株)誉田

(株)ホンダカーズ福島吉倉店 (株)ホンダカーズ福島福島太平寺店

(株)本間商店福島営業所

前田道路(株)福島営業所 (有)前畑



管轄署　・　事業所名称

(株)マクサムコミュニケーションズ (株)マクサムトラスト

(株)マコトーマス 社会福祉法人多宝会まちなか宝生園

(株)松崎 (有)松本建設

丸井産業(株)福島営業所 (有)丸喜工業

(有)丸信モーター (有)丸清渡辺土建

丸藤ガラス(株) 丸良建設(株)

(株)丸立渡辺組 丸和食品（株）福島営業所

特別養護老人ホーム万葉の郷

（株）ミスタービルド福島 （株）みずほ銀行福島支店

みずほ証券（株）福島支店 みず和の郷

（有）みちのく興業 三井住建道路(株)東北支店福島合材工場

三井住建道路（株）東北支店福島営業所 三井住友海上火災保険（株）福島支社

(株)ミツウロコヴェッセル東北南東北支店福島店 三菱電機ビルテクノサービス（株）福島営業所

三菱ふそうトラック・バス（株）東北ふそう福島支店 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）福島支店

三本珈琲（株）福島支店 緑牧場(有)

(有)南工業 南沢又デイサービスセンター

（株）南東北クボタ福島営業所 （株）南東北クボタ川俣営業所

特別養護老人ホーム南東北シルクロード館 源工業(株)

みやぎ生活協同組合コープふくしま福島北センター （株）三宅新聞店

（株）三宅新聞店吾妻販売センター （株）三宅新聞店豊田町販売センター

（株）三宅新聞店大森販売センター （株）三宅新聞店西部販売センター

（株）三宅新聞店岡山販売センター （株）三宅新聞店渡利販売センター

(株)三宅新聞店南部販売センター 未来のアグリ(株)

ミライフ東日本(株)福島店 美和電気工業(株)福島営業所

民間救急警備(株)福島営業所 (株)民報印刷

(有)武藤プラント (有)武藤工務所

ムネカタ(株) ムネカタテック(株)

医療法人慈心会村上病院



管轄署　・　事業所名称

(有)銘形商会 明治安田生命保険相互会社福島大町営業所

明和工業(株) メープルＧｙｍ１ｓｔ

メープルハイム苑華 介護老人保健施設めがみ

(株)メディアシステム (株)メディセオ福島支店

学校法人めばえ幼稚園

もちずりワーク (有)モチヂ建設

(株)森山 守山産業(株)

(株)ヤクルト本社福島工場 八島建設工業(株)

(株)ヤスタ創建 特定非営利活動法人やすらぎの郷いいの

(株)ヤナセ福島支店 (株)山川印刷所

(有)八巻建設 (有)山岸クレーン

(有)山口管工 山田工業(株)

(株)ヤマダデンキ家電住まいる館ＹＡＭＡＤＡ福島店 (株)大和商会

(有)ヤマト設備 (株)山根屋旅館

やまびこジャパン(株)東北支社福島営業所

(株)ユアテック福島営業所 (株)ユアテック福島支社

(株)ユアライフ福島支店 友愛プロサービス(株)

(株)ユーシン精機東北営業所 (株)ゆうちょ銀行福島店

UDトラックス(株)福島カスタマーセンター (株)ユートス福島支社

ユーロフィン日本総研(株)福島分析センター ゆず沢の茶屋

社会福祉法人ゆず福祉会

陽光園介護支援センター
(株)ヨコハマタイヤジャパン福島カンパニー福島営業
所

(株)ヨシケイ福島　福島支店 (有)芳建

(株)吉田工業所 (株)吉田産業福島支店

よつば建設(株)

(株)ライフ (株)ライフアンサージ福島斎場

ライフ吉井田看護小規模多機能型居宅介護事業所 酪王乳業(株)福島営業所

社会福祉法人すこやか福祉会ラコパセンター ラッキィ運転代行



管轄署　・　事業所名称

(株)LIXIL東北支社福島支店福島営業所
リコージャパン(株)マーケティング本部福島支社福島
事業所

附属介護老人保健施設リハビリ南東北川俣 リハプライド郷野目

(株)リブレ　リブレ松川高齢者複合施設 (株)霊山設備工業

りょうちゃん代行 (株)旅館玉子湯

(株)リンペイ

(株)レパコ レッツ倶楽部清明

(有)六信電気 特別養護老人ホームロング・ライフ

ワールド自動車(株) ワイアールテック(株)

ワイヂーエル(株) 若松ガス(株)福島支店

和合建設工業(株) (株)渡清福島支店

(有)渡電 (株)渡辺機械

渡辺鋼材(株) (株)渡辺自動車工業

(有)渡辺造園 渡辺代行

(株)渡辺代行 (株)渡辺ダクト工業

(株)渡辺電気工業 (有)渡邉塗装店

(株)渡辺土木 渡辺パイプ(株)福島サービスセンター

アイビー(株)福島営業所 (有)青木建業所

秋元造園(株) (株)アクト

曙ブレーキ福島製造(株)
あじさいファミリアるーちぇ訪問看護ステーションあじさ
い

(有)東フーズ 公立学校共済組合飯坂保養所あづま荘

(有)アドコム (有)穴原ホテル

東北農政局阿武隈土地改良調査管理事務所 (株)アポロガス

アルテクロス(株) (株)アレックス

安斎設備工業(株) 安西土木(株)

(有)安藤建設工業 (有)安藤自動車整備工場

飯坂恵泉幼稚園 福島市飯坂消防署

飯坂ホテル聚楽 池田食品工業(株)

福　　島　　北　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(株)一条工務店福島営業所 (有)一柳閣

(株)いづみや (有)茨木自動車

(株)インテック

(株)植留緑化土木 (株)植富士

(株)植松商会福島営業所 (株)内池工業

内池醸造(株)

(株)AC福島ユナイテッド (株)エイタック

(株)エイテック (株)ACDC

(株)エー水技研 (株)エスイーコーポレーション

エスエフシー(株) (株)エヌティーエス

(株)エフコム (有)遠藤設備工業

(株)大内建設 大久保配管工業(株)

福島県立大笹生支援学校 (株)大水

社会福祉法人つばさ福祉会おおぞらの夢 (有)大谷花卉

大槻電設工業(株) (株)大林組宮城白石川橋ＪＶ工事事務所

一般財団法人大原記念財団大原訪問看護ステーショ
ン

(有)大和田金物店

岡田電気産業(株)福島営業所 (有)おきな旅館

小田島商事(株)福島営業所 (株)オノヤスポーツ

(株)オノヤラクイエ福島店

(有)カーサービスこんの 介護ショップマルフジ

カメイ(株)福島営業所 かんの代行

(株)かんぽ生命保険福島東郵便局かんぽサービス部
（福島支店）

(有)キタザワ 共栄火災海上保険(株)東北支店福島支社

(有)共栄建設 (株)共栄ブレーン福島店

共同企業体福島・県北アスコン (株)協和衛研興業

(株)協和地質 (株)銀河警備保障福島営業所

国見ガス住宅設備(株) 国見生コンクリート(株)

特別養護老人ホーム国見の里 国見ブロック



管轄署　・　事業所名称

社会福祉法人国見町社会福祉協議会 国見町役場

(株)国見メディアデバイス (株)熊本園芸

(株)クラシマ (株)クリーンテック

ケアパートナー(株)ケアパートナー福島 計電工業(株)

(株)ケーデーエム福島事業所 社会福祉法人けやきの村

(株)建堂工業 県北清掃環境サービス協業組合

県北清掃環境サービス(株) 県北生コンクリート(株)

広栄電設(株) 福島県警察高速道路交通警察隊福島分駐隊

(株)高速福島営業所 (株)江東微生物研究所福島営業所

桑折ガス(株) 介護老人保健施設桑折「聖・オリーブの郷」

社会福祉法人桑折町社会福祉協議会 社会福祉法人桑折町シルバー人材センター

桑折町役場
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
福島支店福島セールスセンター

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング(株)
福島セールスセンター

特別養護老人ホーム　コクーン

国土防災技術(株)福島支店 こころネット(株)

医療法人後藤整形外科パワーリハビリセンターさくら (有)後藤設備

(株)五島屋 寿建設(株)

(有)小林組 コマツカスタマーサポート(株)福島支店

コムシスモバイル(株)福島テクノステーション (株)近藤組

(株)近野 (株)紺野工務所

栄町運転代行 坂上建設・松居組共同企業体

(有)佐久間工業 (株)佐藤測量設計

(株)サトー商会福島営業所 (有)サトータイヤ廃送

三協青果(株) (株)サンベンディング福島

(株)三本杉ジオテック (株)サンレディ

三和シヤッター工業(株)東北事業部福島北営業所

(株)しあわせ介護しあわせ訪問看護リハビリステー
ション丸子

JA共済連福島管理部

JA共済連福島福島自動車損害調査サービスセンター JAパールライン福島(株)

(株)JAふくしま未来サービス福島催事センター (株)JAふくしま未来サービス福島自動車センター



管轄署　・　事業所名称

(株)JAライフクリエイト福島福島営業所 ジェイソンサービス運転代行

医療法人慈正会 (株)シバテック

渋谷建設(株) 渋谷レックス(株)

福島県食肉衛生検査所 (株)新成建設

新扇堂(株) (有)新松葉

進和ビジネス(株) (株)信濃屋

社会福祉法人すこやか福祉会 デイサービスセンター健やかライフ

(有)鈴木組 (株)鈴商グリーン

(有)鈴義工務店

医療法人生愛会 西部産業(株)

(株)成和 (株)瀬川建設

瀬戸商事(株) 仙建工業(株)福島支店福島土木出張所

全国農業協同組合連合会福島県本部 割烹仙台屋

特定非営利活動法人生活支援ワーカーズネットコミュ

(有)創代工業資材センター ＳＯＭＰＯケア福島南矢野目小規模多機能

第一温調工業(株) (株)第一生コン国見工場

タイガー運転代行 大久自動車販売(株)

宗教法人大正寺 大生信夫の里

大成ロテック(株)福島北工事事務所 ダイナパック(株)福島事業所

太平ビルサービス(株)矢野目事業所 タイヘイ(株)福島営業所

(株)代和産業福島営業所 髙野精器(有)

(株)タカムラ福島営業所 宝化成(株)福島営業所

伊達果実農業協同組合 (有)伊達設備工業所

伊達地方消防組合中央消防署西分署 (株)たまのや催事事業部催事福島

(株)たまのや催事事業部催事伊達 田村建材(株)福島営業所

ダンロップタイヤ東北(株)福島営業所

(有)近久工業 ちばちゃん代行

通所介護日和くにみ 塚本青果(株)



管轄署　・　事業所名称

ツクイ福島鎌田 (株)ツクイ福島笹谷デイサービスセンター

(有)つたや旅館

(株)ティーエス産業 (株)寺岡システム福島営業所

東開クレテック(株) (株)東京マツシマ福島

東建コーポレーション(株)福島支店 東興ジオテック(株)福島営業所

東芝電材マーケティング(株)福島支店福島営業所 (株)東邦銀行北福島支店瀬上支店

(株)東邦銀行事務センター 東邦情報システム(株)

東北実業(株)福島支店 東北ミサワホーム(株)福島支店

トーニチ(株) トーホクガス(株)福島営業所

(有)徳江電気商会
戸田建設(株)吉原橋（ロッキング橋脚）耐震補強工事
作業所

栃窪農機(株) 豊富産業(有)

(株)永沢工機

(株)ニーズ 二弘建設(株)

西尾レントオール(株)福島営業所 ニチイケアセンター瀬上

ニチイケアセンター鎌田 (株)日麺

日産プリンス福島販売(株)福島鎌田店 日産プリンス福島販売(株)オートピア本内

日進建設(株) (株)ニッセーデリカ福島工場

日特コーセイ(株)福島事業所 宗教法人日本敬神崇祖自修団

日本郵便(株)飯坂郵便局 日本郵便(株)国見郵便局

日本郵便(株)福島東郵便局

(株)ネクスコ・メンテナンス東北福島事業所 (株)ネクスコ・エンジニアリング東北福島事業所

(株)ネクスコ・パトロール東北福島事業所 (株)ＮＥＸＴ桑折営業所

(株)ＮＥＸＬＩＮＥ ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)ふくしま矢野目店

ネッツトヨタ福島(株)福島丸子店 ネッツトヨタ福島(株)

ネッツトヨタ福島(株)オンリー鎌田店 根本建設(株)

根本建設(株)国見支店

福島県農業総合センター果樹研究所 農林中央金庫福島支店

望運転代行



管轄署　・　事業所名称

(株)白洗舎 (有)鉢センター高橋

社会福祉法人北信福祉会ハッピー愛ランド
社会福祉法人北信福祉会ハッピー愛ランド
地域交流センター

社会福祉法人北信福祉会ハッピー愛ランドデイサービ
スセンター

ハッピー愛ランド訪問看護ステーション

(有)花乃湯 社会福祉法人わたり福祉会はなゆまち

ＨＯＮＥＹ運転代行 (株)パパまるハウス福島支店

(株)ハヤシ建工福島支店 羽山産業(株)

ハラダ製茶販売(株) (株)半沢林業建設

(有)東日本環境サービス 東日本高速道路(株)東北支社福島管理事務所

東日本三菱自動車販売(株)福島本内店 ひかり代行

(株)樋口屋商店 (株)土方建設

日立Ａｓｔｅｍｏ(株) (株)桧家住宅福島展示場

ひまわり運転代行 (株)ピュアスポーツ福島スイミング

(株)ピュアスポーツ福島東スイミング (株)ひらい

ビルトマテリアル(株)福島営業所

ファミリー観光(株) (株)福一屋

(株)フクゲン 福交建設(株)

福興産業(株) 福交整備(株)

(有)福島ガーデンセンター 福島基礎工業(株)

福島北警察署 福島北警察署桑折分庁舎

(株)福島銀行福島北支店 福島県農業協同組合中央会

一般財団法人福島県農協共済福祉事業団 福島県北再生資源協業組合

公益財団法人福島県労働保健センター 福島交安(株)

(有)福島コスモ商会 福島小松フォークリフト(株)福島営業所

福島市エコエリア協業組合 (株)福島重車輌

福島県立福島商業高等学校 福島水産物商業協同組合

福島スバル自動車(株)福島北店 (株)福島総合エンジニア

福島ダイハツ販売(株)ふくしま矢野目店 福島地方水道用水供給企業団

福島中央青果卸売(株) 福島トヨタ自動車(株)福島鎌田店



管轄署　・　事業所名称

福島トヨタ自動車(株)マイカーランド福島北 福島トヨペット(株)ふくしま本内店

福島日化サービス(株)福島営業所 福島日産自動車(株)福島鎌田店

福島ネオ工業(株) 福島北進部品(株)

(株)福島マツダ福島本内ユーカーランド ふくしま未来農業協同組合福島地区本部

ふくしま未来農業協同組合桑折総合支店 ふくしま未来農業協同組合信陵支店

ふくしま未来農業協同組合飯坂南支店 ふくしま未来農業協同組合国見営農センター

ふくしま未来農業協同組合本店 ふくしま未来農業協同組合北信支店

ふくしま未来農業協同組合飯坂東支店 学校法人愛光学園　福島めばえ幼稚園

(株)福島理工 福島リコピー(株)

(株)福重 福新建設(株)

(株)フクトウ (株)福梁製作所

(有)フジカズ建設 公立藤田総合病院

(株)富士薬品福島営業所 (株)舟山商店

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
タイヤサービス福島店

(有)フルーツショップ菊地

(株)ブルケン東日本福島営業所 フルテック(株)福島営業所

(有)古山鉄筋工業所 (株)ＦＵＬＬラインナップテクニカル本社

ヘンリーシャインジャパンイースト(株)

(株)北庄 北庄フェーバー(株)

北信デイサービスセンター ポケット代行

ホテル小松 ホテル天竜閣

複合施設ホリスティカかまた (株)ホンダカーズ福島鎌田店

(株)ホンダ四輪販売南・東北矢野目店

マイティビルド(株) マエサン東北農材(株)

(株)マコトテクノ マツキドライビングスクール福島飯坂校

松崎建設(株) (株)松屋

祭屋湯左ェ門 丸共青果食品(株)

(株)まるこうフーズ (株)マルセイ

丸とワーク(株) 丸中白土(株)



管轄署　・　事業所名称

丸美青果(有)

ミツワ電機(株)福島営業所 みのり監査法人福島オフィス

(有)村木建設

樅山建材工業(株) 守工業(株)

(株)八代建材 (有)やない製麺

(有)山川工務所 山川産業(有)

(有)八巻建設 (株)山岸商會

八巻重機工業(有) 八巻石材工業(株)国見工場

(有)湯野屋旅館 (株)ユミヤマ

陽光社印刷(株) 吉川紙業(株)

(有)吉川屋 米沢工機(株)福島営業所

(有)旅館翠月 社会福祉法人福島福祉会養護老人ホーム緑光園

(株)レンタルのニッケン福島営業所 レッツ倶楽部瀬上

六洋電気(株)

(株)ワールド (有)ワールド工業

轍産業(株)福島営業所 (株)渡辺建設

社会福祉法人わたり福祉会はなひらの

青木あすなろ建設(株)掛田トンネル作業所 (株)アグリテクノ

(有)浅尾真店 (有)浅尾設備

(株)アトックス東海営業所伊達作業所 あぶくま運転代行

阿武隈急行(株) あぶくま訪問看護ステーション

新井産業(有) (有)アライブ

(株)伊藤土木 岩代工業(株)福島工場

(有)岩代自動車商会 (株)岩手マイタック掛田トンネル作業所

(株)ウエスギ

ＡＢＣ運転代行 (有)エス・ケー・シー

遠藤建設(株)

伊　　達　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

王子コンテナー(株)福島工場 (有)大石ガラス店

(株)大河内メリヤス (株)ＯＤＡＴＥ工業

(有)大友組 大沼林産工業(株)

小野建設工業(有)

指定居宅介護支援事業所かがやき 医療法人掛田中央内科

(有)加藤木工所 (株)角庄商店

(株)カノウヤ (有)かみや商店

(有)菅野工務店 菅野電建工業(有)

(有)菅野塗装 カンノ・トレーディング(株)

(有)カンノ林産工業

北福島医療センター (有)橘内商店

(有)共同工業 協和産業(株)

(有)熊田商店 (有)グランドテック

(株)クリエートワカマツヤ グリーンベル(有)

福島県県北農林事務所伊達農業普及所

広成建設(株)伊達支店 社会福祉法人篤心会特別養護老人ホーム孝の郷

ゴリラ代行サービス伊達営業所

(有)最信建設 (有)斎藤建業

齋藤電建工業(株) (株)酒井東栄コーポレーション

(有)佐々木木工所 (有)佐藤組

佐藤建材工業(株) 佐藤建設(株)

佐藤砂利砕石(株) 佐藤電設工業(株)

(有)三宝工業 三和石油ガス(株)

(株)ＪＡふくしま未来サービス伊達自動車センター (株)ＪＡふくしま未来サービス伊達催事センター

(有)志賀青果 (有)志賀設備工業

霜山砕石工業(株) (有)庄子商店

(有)白井木工所 (有)シルバー専科日和

学校法人神愛学園幼保連携型認定こども園神愛幼稚
園

(株)信和設備



管轄署　・　事業所名称

すずきや旅館 鈴幸商事(株)

(株)鈴電エンジニア (株)須田建設

(株)スタック ズッピー代行

社会福祉法人ひろせ福祉会生活介護事業所さくら 学校法人聖光学院高等学校

せいの建設(有) 社会福祉法人慈仁会特別養護老人ホーム星風苑

銭形運転代行

総合運転代行

(株)大晶電設工業 (株)大清プロダクション

(株)タカノ (有)タチバナ自動車整備工場保原工場

(株)たていわ 伊達警察署

社会福祉法人伊達市社会福祉協議会月舘支所 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会霊山支所

社会福祉法人伊達市社会福祉協議会本所 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会伊達支所

一般財団法人伊達市スポーツ振興公社 伊達市保原地域包括支援センター

伊達市役所伊達総合支所 伊達市役所月舘総合支所

伊達市役所本庁 伊達市役所梁川総合支所

伊達市役所霊山総合支所 特別養護老人ホーム伊達すりかみ荘

伊達地方衛生処理組合 伊達地方消防組合中央消防署

伊達物産(株) 玉鈴醤油(株)

(有)司建材 つきだて花工房

土屋工業(株)

東栄食品(株) (株)同仁社一本木サイト

(株)同仁社営業総括本部リースキン営業 (株)同仁社ヘルスケア営業

(株)東邦銀行保原支店 東洋製麺グループエンジニアリング(株)福島工場

戸田・佐藤特定建設工事共同企業体 (株)利根川組

内外エレクトロニクス(株)福島事業所 (株)ナオエ

なかちゃん運転代行 (株)ナカノ

(有)中桝屋商店 (株)ナプロアース

西松建設(株)伊達出張所 (株)日産サティオ福島伊達店



管轄署　・　事業所名称

日本郵便(株)梁川郵便局 日本郵便(株)掛田郵便局

(有)野田製材所 (株)野田塗店

パーシモンカントリークラブ (有)羽賀造園土木

ハッピー愛ランドほばら ハッピー愛ランドヘルパーステーションほばら

デイサービスセンターはるか

日立金属工具鋼(株)東北営業所 日野金属産業(株)福島事業所

平河ヒューテック(株) 特定非営利活動法人ひろせ

社会福祉法人篤心会特別養護老人ホームファミーユ 福島県立だて支援学校

福島県立保原高等学校 福島紅葉漬(株)

(株)福島医療サービス本店 福島信用金庫保原支店

福島スイミングスクールほばら 福島太陽誘電(株)

(株)福島ハイエッグ ふくしま未来農業協同組合霊山掛田総合支店

ふくしま未来農業協同組合月舘営農センター ふくしま未来農業協同組合梁川営農センター

ふくしま未来農業協同組合保原営農センター ふくしま未来農業協同組合保原総合支店

ふくしま未来農業協同組合梁川総合支店 ふくしま未来農業協同組合物流センター

ふくしま未来農業協同組合伊達地区本部 (有)ふじや商事保原運転代行

介護老人保健施設プライムケア桃花林
ブリヂストンタイヤセンター北日本(株)
ミスタータイヤマン保原

ブルーハットリョーゼンナマコンクリート(株) 古山電設工業(株)

(株)北部日本自動車学校 保原液化ガス(株)

(有)保原自動車学校 保原中央クリニック

福島県保原土木事務所 (株)保原モータース

(有)本間工務所

(株)松浦建工所 (株)松本製菓

(有)丸正佐藤建材

(株)ミウラ (株)水口家具センター

三井ミーハナイト・メタル(株)伊達製鋼所 (株)南東北クボタ保原営業所

(株)南東北クボタ福島中央営業所

森藤建設工業(株) 森藤食品工業(株)



管轄署　・　事業所名称

(有)梁川衛生社 梁川プロパン(株)

特別養護老人ホーム梁川ホーム (株)梁瀬モーター

(株)やまき工務店 山吉青果食品(株)

(株)やまき電設工業 (株)山﨑組

ヤマザキ自動車販売(株) (有)山田造園

吉田電気工事(株)

ライム代行

一般社団法人りょうぜん振興公社

渡正建設(株) (株)渡辺組

(株)渡辺工務店 (有)渡辺自動車

社会福祉法人あおぞら福祉会菊の里 (有)赤坂

アクセスホームさくら (株)アクティブ

(有)浅川製作所 (株)アスク

医療法人幸信会介護老人保健施設あだたら 社会福祉法人阿多多羅

あだたら運転代行サービス (株)安達太良カントリークラブ

あだたらの宿扇や
一般財団法人葉たばこ財団あだたらふれあいセン
ター

(有)あだたらボーリング (有)あだちカッター

社会福祉法人あだち福祉会特別養護老人ホーム
安達ヶ原あだたら荘

福島県立安達高等学校野球部父母の会事業主

(有)安達清掃公社 (有)安達総合車検センター

安達地方広域行政組合消防本部 福島県立安達東高等学校

協同組合あぶくま浄化槽管理センター (有)安部建業

(有)アベ商会 (株)アマダオートメーションシステムズ

(株)アルファー電工 (株)アンサード

(有)安斎建工社

飯塚産業(株) (株)イーテック

(株)五十嵐電機製作所二本松工場 (株)石畑自動車

(有)伊東林産 岩代生きがいデイサービスセンター

二　　本　　松　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(株)ウォンツ

(株)エビスサーキット (株)エフォート

(有)遠藤商店

(株)オウジ (有)太田自動車工業

(株)大民 大村紙業(株)東北事業部

(株)岡商店 (株)尾形土建

奥の松酒造(株)
社会福祉法人湖星会地域密着型総合施設オハナハ
ウス

鏡が池碧山亭 (株)家具会館北風木工所

霞運転代行 (株)加藤木電設

(株)加藤ゴム工業所 (株)カミノグリーンマネジメント

(有)カワサキ (有)川崎開発

川又工業(有)

医療法人菊慈会きくち整形外科 貴山(株)東日本復興本部二本松

(株)共学社

(株)九頭見電設 (有)国井商店

(株)久野製作所 グリーン運転代行サービス

グリーンリサイクル(株)二本松工場 グリーンレンタル(株)二本松営業所

グローバルピッグファーム(株)麓山農場

県北農林事務所安達農業普及所

弘栄建設工業(有) (有)功栄興産

互交産業(株)東北営業所 学校法人まゆみ学園認定こども園子どもの館

小林ガス(株)

(有)斎藤組 (株)齋藤建設

(有)斉藤工匠店 (株)斎藤商会

(有)佐久間自動車 (株)佐藤組

(有)佐藤建設 (有)佐藤設備工業

サンセイ医機(株)二本松物流センター サントーマス(株)

(株)三瓶工務店 (株)サンライト



管轄署　・　事業所名称

三光化成(株)

(株)ＪＡふくしま未来サービス安達催事センター (株)しばた葬祭

(株)下山電工 (有)昭和自動車整備工場

昭和代行 昭和電設(株)

(株)昭和土建工業

(株)菅澤建設 (株)スキル

(株)菅野土建 (株)スズキ自販福島二本松営業所

鈴木代行 (有)鈴憲商店

(有)清和産業 (有)セリサワ製作所

(株)善邦

大教スイミングスクール二本松 大七酒造(株)

(株)大地開発 (株)高野組

高橋電機(株) (株)田口型範二本松工場

(有)橘自動車 (株)たてぐ屋山岡

(株)たまのや催事事業部催事安達

(株)ティーアンドティー テクノメタル(株)

手塚建設工業 (株)鐵扇屋

(株)でんさん 天昇電気工業(株)福島工場

(有)東栄石材 (株)東邦銀行二本松支店

東邦ゴム工業(株) 東北江南(株)

(株)東北サファリーパーク 東北新和科学(株)

東洋商事(株)福島営業所 (株)東流社二本松物流センター

東和営農センター (株)東和電気

(株)ＴＯＫＡＩ福島支店 (株)富樫縫製

豊島硝子(株) (株)ＴＲＵＳＴ

(株)中島商会福島営業所 なごみ

なごみ第二

(株)二階堂電気工事店 ニチイケアセンター二本松



管轄署　・　事業所名称

(有)日幸興業 日本郵便(株)二本松郵便局

日本郵便(株)二本松郵便局岩代集配センター 日本特殊止水工業(株)

二本松生きがいデイサービスセンター (有)二本松イングリッシュスクール

認定こども園学校法人二本松学園 (株)二本松カッター

二本松警察署 二本松工業高等学校野球部後援会

社会福祉法人二本松市社会福祉協議会 社会福祉法人二本松市社会福祉協議会岩代支所

公益社団法人二本松市シルバー人材センター (株)二本松市振興公社

二本松市役所東和支所 二本松市役所安達支所

二本松市役所岩代支所 二本松市役所

二本松信用金庫 福島県二本松土木事務所

独立行政法人地域医療機能推進機構二本松病院

(株)根本組建設

(株)野地組 (有)野地建設

(株)野地工業所東和営業所 (株)野地工業所

(有)野地斫り建設工業 (株)のぽのぽカンパニー

(有)白清社 柏洋硝子(株)二本松工場

橋本商事(株) (株)パストリア

ＢａｃｋＨｏｍｅ運転代行 ハッピー愛ランドあだち

ハピネス代行 早川硝子(株)

社会福祉法人あだち福祉会特別養護老人ホーム
羽山荘

東日本三菱自動車販売(株)二本松店

(有)深谷産業 (株)福島アスコン

福島県商工信用組合二本松支店 福島県農業共済組合県北支所

(有)福島コスモ商会 (有)福島ショー企画

福島タカラ電気工業(株) 福島トヨペット(株)二本松店

ふくしま未来農業協同組合安達支店 ふくしま未来農業協同組合東和支店

ふくしま未来農業協同組合岩代支店 ふくしま未来農業協同組合二本松支店

ふくしま未来農業協同組合二本松南支店 ふくしま未来農業協同組合二本松営農センター



管轄署　・　事業所名称

ふくしま未来農業協同組合岩代営農センター (株)フジ技建

富士急安達太良観光(株) 武陽食品(株)東北第二営業所

(株)ブラストラック

(有)ホテル光雲閣 (株)ポラリス

(株)本多組 (株)本多建設

医療法人辰星会枡記念病院 医療法人辰星会枡病院

(有)まつざか二本松御苑 (有)松本土建

松本物産(株) (有)松山建設

学校法人まゆみ学園認定こども園まゆみ (株)マルサン

(株)マルジー電機 マルナカ(株)

(有)丸又葬儀社 (有)丸巳屋食品

(株)丸や運送 (有)丸安建業

マルヨシ工業(株) 丸和建材

マレリ福島(株) (株)マキタ福島営業所

(有)三浦電設 (株)三浦屋輪業

水谷建設(株)東日本事業部 (有)ミナト石材

南電設(株) (株)南東北クボタ二本松営業所

(有)武藤測量事務所 (有)ムラマツ建装

(株)メフォス二本松市東部学校給食センター

柳沼プレス工業(株) (有)ヤツミクリーン

(有)ヤマキ工務店 (有)ヤマキチ

(株)山崎 山﨑建設(株)二本松太陽光作業所

(有)山崎重機 ヤマニ建設(株)

介護老人保健施設やまびこ苑

陽日の郷あづま館 (有)遊佐造園

(株)ユノカワ二本松営業所

(株)吉田設備

塩沢温泉旅館青木荘



管轄署　・　事業所名称

ルビコン(株)福島事業所

若駒起業(株) (株)渡辺製作所二本松工場

アーク(株)福島支店 アース環境サービス(株)郡山営業所

(株)アート段紙器 (株)アーネストワン郡山営業所

(株)アーバンライフ ＩＮＧドット代行

あいおいニッセイ同和損害保険(株)福島支店 あいおいニッセイ同和損害調査(株)郡山調査グループ

あいおいニッセイ同和損害保険(株)郡山サービスセン
ター

医療法人藹グループ

あいず訪問看護ステーション郡山 (株)アイダ設計郡山支店

(有)会津建設 (株)アイ・ディー・エー東北事業部

(株)アイ・ディー・エル (株)アイビーホーム

(株)アイワ・コーポ 高齢者等複合型施設逢座

アウトソーシング郡山営業所 アエラホーム(株)郡山店

アエル運転代行 (株)青木工機

(株)あおき郡山支店 (株)アオバサイエンス郡山支店

(株)アオバヤダスキン安積支店 青葉緑化工業(株)郡山出張所

(株)あかね福祉郡山営業所 (株)秋田銀行郡山支店

(株)アクティオ郡山営業所 (株)アクテック

(株)アグロジャパン南東北営業部 (有)上石清興

学校法人本田学園あけぼの幼稚園 社会福祉法人安積愛育園

(株)あさかエンジニアリング 福島県立あさか開成高等学校部活動後援会

(有)安積自動車整備工場 安積相互建設(株)

安積疏水土地改良区 安積電気通信興業(株)

あさかのＦｒｅｓｈ(株) 社会医療法人あさかホスピタル

学校法人仲川学園安積町つつみ幼稚園 学校法人安積国造学園安積幼稚園

(株)アサカ理研 (株)浅野工業

旭化成ファーマ(株)医薬仙台支店郡山営業所 旭自動車工業(株)

アサヒドラフトマーケティング(株)福島支店 (株)アサヒ・ビルサービス

郡　　山　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(株)アサンテ郡山営業所 (株)アサンテ東北福島支店

アシード(株)郡山営業所 (株)足利銀行郡山支店

(株)アシスト郡山営業所 あすか製薬(株)郡山営業所

アストモスリテイリング(株)東北カンパニー郡山営業所 アズビル金門エンジニアリング(株)東北支社

アズビル(株)ビルシステムカンパニー福島営業所 (株)東リース郡山営業所

東冷機工業(株) 愛宕山鉱業(株)

(有)あだたら あだたら運転代行

アフラック生命保険(株)郡山支社 (有)安部興業

阿部測量(株) (株)アポロ警備

(株)アマダ福島営業所 アマノ(株)郡山支店

(株)アメリカ屋 税理士法人荒井会計事務所

(株)あらい屋製麺所 (株)アラジン

(株)アラジンホールディングス (株)有明

有田特殊工業 (株)アルス・プログレス

ＡＬＳＯＫ福島(株)郡山支社 アルファクラブ(株)葬祭部さがみ典礼

アルファクラブ(株)ベルヴィ郡山館 アルファクラブ(株)本社

(株)アルフォンス (株)アロゴ

特定非営利活動法人あんだんて (株)安藤製作所

(株)安藤物産

(株)イイダ郡山支店 （有）飯村衛生社

飯村商店(株) （有）飯村電気

（株）Ｅライフ・パートナーズ郡山オフィス イオンプロダクトファイナンス（株）福島支店

（株）石井工務店 （株）石井実業

（株）石井重建 石井電算印刷（株）

石川工業(株) イシグロ（株）郡山支店

（株）石田工業所 （株）イシダジーゼル工業

（株）石塚防災商事 石橋工業（株）

（有）石部電気工事 社会福祉法人いずみ福祉会



管轄署　・　事業所名称

（株）ヰセキ東北郡山営業所 （株）市川建設

(株)一条工務店郡山営業所 （有）伊藤自動車鈑金塗装

（株）伊藤食品 伊東石油（株）

伊藤設備（株） （株）いとうフーズ

医療法人明信会今泉西病院 (株)イヤサカ郡山営業所

イワタニセントラル福島（株） イワタニセントラル福島（株）郡山支店

岩通東北（株）

（株）ウエストエネルギーソリューション （株）ウエノ郡山支店

（株）うすい百貨店 （株）内田工務店

（株）ウッドワン福島営業所 梅の花郡山店

運転代行クルーズ 運転代行ルーティン

（株）エアーテック エア・ウォーター東日本（株）福島医療営業所

ＡＩＧ損害保険（株）郡山支店 （株）エイジス郡山サテライト

医療法人栄心会 エーザイ（株）郡山コミュニケーションオフィス

エコボンド環境工学リサーチ（株） ＳＥＣエレベーター（株）郡山営業所

（株）エスビー商会 （株）エディソン

(有)榎並商会 ＮＥＣフィールディング（株）郡山支店

(株)ＮＣＩ郡山支店
ＮＴＴデータカスタマサービス（株）東北支社
郡山サービスセンタ

（株）ＮＴＴ東日本－東北（郡山ビル） （株）ＮＴＴ東日本－東北　郡山ＬＭＣ

ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株)南東北支社福島支店
郡山出張所

（株）エネサンス東北郡山支店

(株)荏原製作所郡山営業所
（株）エフ・エー・アネックス営業部営業三課
郡山オフィス

(株)エフエム福島本社 （株）エフコム

(株)ＦＰパートナー福島支社 (株)エフワーク郡山事業所

（有）エム・アンド・ティー ＭＳＤ(株)郡山サテライトオフィス

ＭＳ東北（株）郡山支店 エムポリアム幼稚園

（株）ＬＳＩメディエンス郡山営業所 援護化学(株)

エンテツ化工（株）郡山工場 （株）エンドウ

(株)遠藤興業 （有）遠藤清掃社



管轄署　・　事業所名称

（株）エンド－総建 (株)遠藤電気通信

おあいそ運転代行 王子建設（株）

(株)大木電子工業 （株）大越工業所

（株）大崎製作所 （有）大島清掃社

大島鉄工建設(株) （株）大関

一般財団法人太田綜合病院　法人運営推進部
総合福祉統括部

一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

学校法人智光学園大谷幼稚園 （株）大塚製薬工場仙台支店仙台営業所三課

大塚製薬（株）仙台支店郡山出張所 特別養護老人ホームおおつき

大槻代行 大槻中央幼稚園

大槻電気通信（株） （株）オー・ディープランニング

ＯＴＡサービス （株）オートデンソーマルヤマ

(株)大林組郡山建築工事事務所 (株)大林組郡山シールドJV工事事務所

(株)おおほり建設 （有）大桃塗装店

岡田電気産業（株）郡山北営業所 岡部電設（株）

（株）オカムラ福島支店 (株)小田島アクティ福島営業所

（株）小野商店 （株）オノツカ

小野薬品工業（株）東北支店福島営業所 (株)雄海技研

オムロンフィールドエンジニアリング（株）テクノ郡山 （株）オリエントコーポレーション郡山支店

オリンパスマーケティング（株）郡山支店

特別養護老人ホームカーサ・ミッレ （有）カードック桑野

（有）カートップシイネ (株)カイセイ医療器

（株）開成測量設計社 （株）ガイドポスト

花王グループカスタマーマーケティング（株）福島支店 花王フィールドマーケティング（株）福島支店

財団法人影山育英会 （株）陰山組

陰山建設（株） （株）蔭山工務店

(株)影山創建 科研製薬（株）福島営業所

鹿島道路(株)福島営業所 カシムラ工業（有）

（株）ガスパル東北郡山販売所 （株）加藤組



管轄署　・　事業所名称

（有）カナヤオート 金田建設（株）

壁巣建設（株） カメイ（株）福島支店

(株)かるみあ （有）ガレージコバヤシ

（株）川上工業 川田電設(株)

（株）川本製作所郡山営業所 （株）かんぽ生命保険福島支店

（株）キーエンス郡山営業所 （株）菊地エンジニアーズ・リンク

（株）キクチカンパニー （株）キシモト

北沢産業（株）郡山営業所 北日本石油（株）郡山販売支店

キッコーマン食品（株）郡山支店 キッセイ薬品工業（株）東北支店郡山営業所

（株）機電エンジニアリング （有）きねむち工業

養護老人ホーム希望ヶ丘ホーム きぼう代行

キヤノンメディカルシステムズ（株）福島支店 キャリアリンク（株）郡山営業所

キュアホーム訪問看護ステーション (株)求人ジャーナル郡山営業所

共栄印刷（株） 共栄火災海上保険（株）東北支店郡山支社

共栄セキュリティーサービス(株) （資）共立社

杏林製薬（株）郡山営業所 （株）協和エムザーＩＰＭ事業部郡山営業所

協和キリン（株）東北支店福島営業所 共和コンクリート工業(株)福島支店

（株）協和サーモテック （株）京和商事

キョウワプロテック(株)郡山事業所 （株）キョーショー

キリンビバレッジ(株)東北支社福島 （株）近畿日本ツーリスト東北郡山支店

キング代行サービス （株）きんでん福島営業所

銀のさら郡山店 京西テクノス(株)郡山営業所

(有)久下産業 （株）草野測器社郡山支店

熊田養鯉場 （株）クラシマ郡山配送センター

（株）クラネス （株）蔵場

（株）グランシエルセキショウプジョー郡山 （株）グリーンアート邦華園

（株）グリーンケアブリッジ （株）クリエイティブダイワ

(株)クリエイト クリエイト(株)東北支店郡山営業所



管轄署　・　事業所名称

(株)クレディセゾン東北支社福島エリアオフィス くれない運転代行

グローリー（株）郡山営業所 （有）黒田電機商会

（株）桑名 （株）郡協鉄筋工業

(株)郡中本店

一般財団法人慈山会医学研究所ケアステーションあ
すなろ

ケアハウス「光の森の家」デイサービスセンター「光の
森」

福島県警察機動捜査隊県南分駐隊
福島県警察本部交通部運転免許課郡山運転免許セ
ンター

介護老人保健施設啓寿園 ケイミュー(株)福島営業所

ケイヨーデイツー安積店 Ｋ’Ｓ　ＣＯＭＰＡＮＹ

ＫＤＤＩ（株）コンシューマ東北第３支店
ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本（株）ソリューション福島
支店

月光温泉クアハイム （株）ケンオリ

（株）建設相互測地社 (株)建築資料研究社郡山支店

福島県県中建設事務所 福島県県中地方振興局

福島県県中農林事務所 県南計器株

県南自動車工業（株）

（株）コアズ福島支社 （株）小板橋工業所

高圧ガス工業（株）郡山営業所 公益土木（株）

（有）幸貴工業 光建工業（株）

（有）光伸電設 （株）幸楽苑ホールディングス

興和（株）郡山営業所 ５５代行

コーセー化粧品販売（株）仙台支店福島オフィス （株）郡山伊勢屋

郡山医療生活協同組合 郡山インターナショナルスイミングクラブ

協同組合郡山エルピーガス保安管理センター 郡山温泉（郡山観光センター（有））

学校法人郡山開成学園 郡山ケアセンターそよ風

郡山警察署 学校法人こおりやま東都学園郡山健康科学専門学校

郡山建設（株） 東北地方整備局郡山国道事務所

（株）郡山ゴルフ倶楽部 （有）郡山左官工業所

郡山ザベリオ学園 （有）郡山産業廃棄物処理業

郡山市医療介護病院
公益財団法人郡山市健康振興財団
要介護認定調査センター



管轄署　・　事業所名称

公益財団法人郡山市健康振興財団 郡山市更正園

社会福祉法人郡山市社会福祉協議会 郡山市上下水道局

（株）郡山自動車学校 郡山市保健所総務課

郡山市役所 郡山商工会議所

郡山地方広域消防組合郡山消防署 郡山信用金庫本部本店営業部

郡山信用金庫安積支店 （株）郡山水産

郡山清興（株） 郡山税務署

救護施設郡山せいわ園 （株）郡山総合事務所

（株）郡山第一園芸 郡山ダストクリーン協業組合

郡山地区再生資源協同組合 郡山地区車庫証明センター

郡山地方広域消防組合消防本部 郡山電工（株）

郡山西郵便局かんぽサービス部 郡山ビューホテル（株）

医療法人郡山病院 郡山ヒロセ電機（株）

（有）郡山ベビー （有）郡山南インターナショナルスイミングスクール

郡山三穂田温泉 郡山ヤクルト販売（株）

郡山大和代行 郡山冷蔵製氷(株)燃料部

協同組合郡山労務経営サービスセンター 郡山スウィンスイミングスクール

小金林保育園 国新技研工業(株)

克誠工建（株） ｋｏｋｏ代行

（株）コスモアトリエホールディングス (株)コスモファーマ

コセキ（株）郡山営業所 （株）寿園

コニカミノルタジャパン（株）郡山営業所 コニカミノルタジャパン（株）郡山営業所

学校法人小原田学園 （有）五百目自動車工業

コマツカスタマーサポート（株）郡山支店 コマツ福島（株）郡山支店

コマツ福島（株）本社 （株）コロナ郡山営業所

コンパスウォーク郡山桑野 コンフィデンス代行

(株)郡山鈴木食品

佐石（株） （株）サイネックス福島支店



管轄署　・　事業所名称

サカゼン産業（株） サクタ工業（株）

（有）佐久間鉄筋工業所 （株）櫻総業

笹島菓子食品（株） 笹の川酒造（株）

(株)サステム郡山支店 サッポロビール（株）南東北支社

学校法人佐藤学園　開南幼稚園 佐藤（株）

（有）佐藤組 （株）佐藤高圧管工

（株）佐藤工業 （有）佐藤石材店

佐藤燃料(株) （株）サムシング郡山支店

（株）サロンジェ さわやか商事(株)

三栄建設（株） 三栄商工（株）

三栄通信工業（株） 三英堂事務機（株）

三桜商事（株）郡山支店 三協立山（株）三協アルミ社東北支店郡山営業所

三共リース（株）福島支店 （株）三條屋

サンセイ医機（株）郡山営業所 ＳＡＮ代行

(株)サンティーエコ 参天製薬（株）福島営業所

サントリー（株）福島支店
サントリービバレッジソリューション（株）東北支社
郡山第二支店

サントリービバレッジソリューション（株）郡山第一支店 税理士法人三部会計事務所

（株）サン・ベンディング東北郡山支店 （株）三本木製作所

（株）三陽東北営業所 三立土建（株）郡山支店

（有）サンレー郡山 三和事務機販売（株）

(株)シーアールエスコーポレーション郡山支店 (株)GF福島営業所

SECRET代行 (株)シーティーエス郡山支店

紫雲閣咲田ホール ＪＲ東日本メカトロニクス（株）仙台支店郡山営業所

ＪＲ東日本ビルテック（株）仙台支店郡山事業センター ＪＡ共済連福島自動車部郡山SC

JA全農ミートフーズ(株)高崎ハム営業本部福島営業
所

ＪＡ全農北日本くみあい飼料（株）南東北支店福島営
業所

ＪＡ全農福島　農業機械センター （株）ＪＡライフクリエイト福島

（株）ＪＴＢ福島支店 （株）ジェット

塩野義製薬（株）福島営業所 ＺＩＧＧＹ代行



管轄署　・　事業所名称

（株）四季工房 (株)シグマソリューションズ福島支店

資生堂ジャパン（株）専門店・エリア営業本部
北日本支社福島支店

医療法人慈繁会付属介護老人保健施設柴泉の里

（株）七十七銀行郡山支店 （有）七福リース

篠崎塗装工業（株） 学校法人本田学園　柴宮幼稚園

医療法人慈繁会付属　トータルヘルスクリニック シブヤ食品（株）郡山店

（株）シマキュウ郡山支店 島津メディカルシステムズ（株）東北支店郡山営業所

（株）清水公夫研究所 清水建設(株)東北支店福島営業所

（株）清水工業 （株）清水屋

社会開発（株） （株）ジャックス郡山支店

ジャパン建材（株）郡山営業所 住宅情報館（株）郡山店

(有)樹松園 学校法人尚志学園　尚志高等学校

学校法人尚志学園　尚志緑ヶ丘幼稚園 学校法人尚志学園　尚志幼稚園

学校法人浄徳学園 （株）尚楠

（株）常陽銀行郡山支店 昭和技術設計（株）

昭和建設工業（株） 昭和コンクリート工業(株)

樟羽代行 昭和ドライバーズカレッジ

ジョンソンコントロールズ（株）郡山営業所 白石食品工業(株)郡山営業所

（株）白川商店 (株)SHINKO郡山営業所

（株）新拓 新菱冷熱工業（株）東北支社福島営業所

新明電材（株）郡山営業所 新明和工業(株)郡山営業所

新菱テクニカルサービス（株）福島営業所 新和(株)

(株)新和調査設計

須賀川信用金庫郡山支店 医療法人慈圭会すがのクリニック

（株）鈴木建設工業 （有）鈴木興産

（株）スズキ自販福島アリーナ郡山店 （株）スズキ自販福島

（有）鈴木土建工業 （株）スズケン郡山支店

（株）鈴洋電設 スピークス(株)

スペースエンジニア（株） 住友ファーマ(株)



管轄署　・　事業所名称

住友不動産（株）郡山営業所 住友林業ホームテック（株）福島支店

住友林業（株）住宅・建築事業本部福島支店 （株）スリーエス福島営業所

生活協同組合あいコープふくしま (有)せいかつクリーン産業

（株）セイフティープラン （有）聖和建設

（有）清和建設 セキショウホンダ（株）郡山朝日店

セキスイハイム東北（株）福島支店 積水ハウス不動産東北(株)郡山賃貸営業所

セキスイファミエス東北（株）福島支店 セコムエンジニアリング(株)

セコム(株)郡山統轄支社 セコム(株)テクノ事業本部東北支店郡山支所

(株)瀬戸商会 (株)セノン福島支店

ゼビオ(株) (株)セブン－イレブン・ジャパン郡山地区事務所

セブン代行(株) 仙建工業(株)福島支店

全国農業協同組合連合会福島県本部畜産部
全国農業協同組合連合会福島県本部郡山営農事業
所

(株)ゼンリン郡山営業所

(株)総合住宅環境センター (株)創成

(株)ソシアリンク南東北営業所
ソニーコンスーマーセールス(株)北日本支社南東北支
店　　　　　　　　　郡山オフィス

ソフトバンク(株)福島営業課 (株)ソラスト福島支社

損害保険ジャパン(株)福島支店 損害保険ジャパン(株)郡山保険金サービス課

損害保険ジャパンパートナーズ(株)福島支店 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険(株)福島支社

第一環境(株)郡山事務所 第一三共(株)東北支店福島営業所

(株)大喜
ダイキンHVACソリューション東北(株)南東北支店
郡山営業所

(株)大慶青果 代行倶楽部

ダイコー (株)ダイサン食材郡山営業所

大正製薬(株)郡山オフィス (株)大進精測

大成空調工業(株) 大成建設(株)東北支店福島県CSセンター作業所

(有)大誠興測 (株)タイセークリーン

(株)大東銀行本店 大東建託(株)郡山支店

大東建託パートナーズ(株)郡山営業所 大東建託リーシング(株)郡山店

大東建託リーシング(株)郡山南店 ダイドードリンコ(株)東北営業部郡山オフィス



管轄署　・　事業所名称

ダイドービバレッジサービス(株)郡山営業所 ダイハツ福島(株)

ダイハツ福島(株)こおりやま川向店 ダイハツ福島(株)こおりやま大槻店

太平電気(株)福島支社 太平ビルサービス(株)郡山支店

大鵬薬品工業(株)仙台支店郡山出張所 (株)大明工業

太陽電設(株) 太陽日酸(株)郡山支店

(株)代和産業郡山営業所 大和証券(株)郡山支店

(株)大和土木建設 大和ハウス工業(株)福島支社

大和ハウス賃貸リフォーム(株)東日本支店福島営業
所

大和ハウスリフォーム(株)東日本支店福島営業所

大和ライフネクスト(株)福島支店 大和リース(株)福島支店

大和リビング(株)東北支店福島営業所 大和冷機工業(株)郡山営業所

高瀬物産(株)郡山支店 (株)タカゾノ郡山営業所

高柳電設工業(株) 学校法人たから学園　たから幼稚園

タクトホーム(株)郡山店 (株)武田工務店

武田薬品工業(株)東北リージョン福島エリア 武田薬品工業(株)東北リージョンNS福島エリア

ダスキン鳴神支店 ダスキンレントオール郡山ステーション

橘建設(株) たちばな西幼稚園

学校法人たちばな学園　たちばな幼稚園 (株)タツノ郡山営業所

(株)龍森郡山工場 (株)タナカ情報ビジネス

田辺三菱製薬(株)福島営業所 タニコー(株)郡山営業所

(株)たまのや郡山事業部 タマホーム(株)郡山店

(株)田村工務店 田村地域包括支援センター

田村通信防災工業(株) 医療法人慈繁会付属田村訪問看護ステーション

学校法人辻学園　田村町つつみ幼稚園 田母神建設(株)

(株)たらちね ダンロップタイヤ東北(株)郡山南営業所

チェッカー代行 チコーエンジニアリング(株)福島営業所

(有)千葉自動車整備工場 中央教材(株)

(株)中央サービス郡山営業所 中外製薬(株)福島支店

(株)忠花園
中間貯蔵・環境安全事業(株)中間貯蔵管理センター
郡山支所



管轄署　・　事業所名称

(株)中部物産 福島県立聴覚支援学校

(有)チェリー日火商会

ツクイ郡山安積 ツクイ郡山大槻

医療法人慈繁会　土屋病院 (株)土屋ホーム郡山支店

財団法人滋山会医学研究所付属　坪井病院 (株)ツムラ仙台支店郡山営業所

(株)TKC福島SCGサービスセンター (株)ティーバイティーホールディングス福島店

(株)ディオスエンターテインメント 学校法人帝京安積学園

(株)帝国データバンク郡山支店 デイサービスセンターみほた

デイサービスセンター光の森の丘 (株)ティルウィンド

(株)デーパースキル (株)テクノサービス福島営業所

(株)テスコ 医療法人てちがわら内科通所リハビリステーション

(株)テックス (有)出店大和田商店

デュプロ(株)郡山営業所 (株)寺岡精工関東第一支店郡山営業所

(株)テレビユー福島郡山支社

東亜通商(株) 東亜道路工業(株)福島営業所

東栄産業(株) (株)東栄住宅郡山営業所

(有)東栄ホーム (株)トウエキ

(株)東海建設 東海ホーム(株)

東京海上日動あんしん生命保険(株)
ライフパートナー営業部東北支社

東京海上日動あんしん生命保険(株)福島生保支社

(株)東京海上日動パートナーズ東北 東京海上日動火災保険(株)福島支店

東京海上日動調査サービス(株) (株)東京クリーン

東京コンピュータサービス(株)東北支店郡山CS課 東京コンピュータサービス(株)郡山支店

(株)東京商工リサーチ郡山支店 東京電力ホールディングス(株)福島補償相談センター

(株)東京BK足場郡山サービスセンター (株)東京鋲兼郡山営業所

(株)東京めいらく郡山営業所 東鉱商事(株)南東北支店郡山営業部

東芝エレベータ(株)郡山支店 東芝コンシューママーケティング(株)郡山事務所

藤寿産業(株) 燈尚物産(有)

(有)東信サービス (株)同仁社郡山支店



管轄署　・　事業所名称

(株)東心水産 東テク(株)郡山営業所

(株)東日 (株)東日路政コンサルタント

東部液化石油(株)郡山支店 東部瓦斯(株)福島支社

東武トップツアーズ(株)郡山支店 (株)東邦銀行郡山営業部

(株)東邦銀行郡山南支店 (株)東邦銀行郡山東支店

東邦興産(株) (有)東邦システム

とうほう証券(株)郡山支店 東邦福島(株)郡山支社

東北アベル(株) (株)東北海老正郡山営業所

東北環境センター(有) 東北工業(株)

(株)東北ジーワイ郡山営業所 東北実業(株)

(株)東北セイワ 東北送配電サービス(株)郡山営業所

(株)東北装美 (株)東北第一興商郡山支店

東北通信工事(株) (株)東北テック

東北電力ネットワーク(株)郡山電力センター 東北電力(株)郡山営業所

(株)東北博報堂福島支社 東北ハニューフーズ(株)郡山営業所

(有)東北ファスナー 東北ミサワ建設(株)福島事業所

東北ミサワホーム(株)福島支店 (株)東北むらせ

(株)東北メディカル 東北労働金庫郡山東支店

東北労働金庫郡山支店 東洋羽毛北部販売(株)福島営業所

(株)東洋スタッフ代行事業部サクラ代行 (株)東洋特殊印刷

東洋ワークセキュリティー(株)郡山営業所 東和薬品(株)郡山営業所

(株)トーカン (株)トークス郡山警備センター

TOTO東北販売(株)郡山営業所 TOHOピクス(株)

TOHOピクス(株)燃料設備事業部 TOHOピクス(株)農産事業部

トーホクガス(株)郡山営業所 (株)トーヨータイヤジャパン郡山営業所

(株)TOKAI郡山支店 トキコシステムソリューションズ(株)郡山営業所

凸版印刷(株)郡山営業所 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会郡山支所

富岡町役場郡山支所 (株)巴商会郡山営業所



管轄署　・　事業所名称

(有)富山商会 トヨタエルアンドエフ福島(株)

トヨタカローラ福島(株) (株)トヨタレンタリース新福島本社

トラスコ中山(株)郡山支店 (株)トラバース福島営業所

鳥居薬品(株)北海道東北支社郡山オフィス AAA

(株)東テック

ナースステーションいぐばい (株)内藤工業所

中川ヒューム管工業(株)郡山工場 (株)中里工務店郡山営業所

(株)中商郡山南営業所 長竹技研(株)建築事業部

長田広告(株) 中野建設コンサルタント(株)福島支店

(株)中村屋 中屋設備(有)

(有)なかやパン店 ナショナルベンディング(株)郡山営業所

(有)七海工務店 (株)ななみ

ナブコシステム(株)郡山支店 並木幼稚園

(有)南部清掃

(株)ニチイ学館　郡山支店 ニチイケアセンターあさか

ニチイケアセンター小原田 ニチイケアセンター桑野

ニチイケアセンターさくた 日栄地質測量設計(株)郡山支社

ニチレキ(株)福島営業所 日研トータルソーシング(株)郡山事業所

(株)日建土木 日建リース工業(株)福島支店

日産部品福島販売(株)郡山南営業所 日産プリンス福島販売(株)郡山文化通り店

日産プリンス福島販売(株)郡山車検センター 日産プリンス福島販売(株)ユーコムあさか

日産プリンス福島販売(株)郡山店
日新火災海上保険(株)南東北事業部郡山サービス支
店

(株)日生 日成ビルド工業(株)郡山支店

日総工産(株)郡山営業所 医療法人社団ときわ会日東病院

日東レンタル(株)郡山営業所 (株)NIPPO郡山出張所

(株)NIPPO郡山管内舗装補修工事事務所 (株)NIPPO福島統括事業所

日本新薬(株)福島営業所 (株)日本政策金融公庫郡山支店

日本電気(株)福島支店 日本道路(株)福島営業所



管轄署　・　事業所名称

日本マニュファクチャリングサービス(株)郡山支店 日本郵便(株)郡山郵便局

日本郵便(株)宮城郵便局 日本郵便(株)守山郵便局

(株)ニノテック (株)二瓶塗装

(株)日本アクアテック (株)日本化学環境センター

日本技術設計コンサルタント(株) 日本計測工業(株)郡山営業所

(株)日本サーモエナー郡山営業所 日本住宅(株)郡山支店

日本全薬工業(株) 日本全薬工業(株)福島営業所

(株)日本測地コンサルタント 日本大学工学部

日本たばこ産業(株)福島支社 日本通運(株)郡山支店

日本テクノ(株)郡山営業所 日本電計(株)郡山営業所

日本ニューホランド(株)福島営業所 日本年金機構郡山年金事務所

(株)日本ハウスホールディングス郡山支店 日本ルビコン(株)南東北支社郡山サービスセンター

日本べーリンガーインゲルハイム(株)福島営業所 日本メディアシステム(株)

(株)ニラク 社会福祉法人にんじん舎の会

NEOサービス ネクステージ郡山店

ネッツトヨタ郡山(株)本社 ネッツトヨタ郡山(株)郡山店

ネッツトヨタ郡山(株)堤店 ネッツトヨタ郡山(株)本社緑町店

ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)こおりやま大槻店 ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)オンリーユー

ネッツトヨタノヴェルふくしま(株) ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)こおりやま並木店

ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)こおりやま川向店 根本石油(株)

(株)ノーリツ郡山営業所 (株)野田工業所

(株)ノバレーゼ（郡山モノリス） ノボノルディスクファーマ(株)郡山オフィス

野村證券(株)郡山支店

特別養護老人ホーム　ハーモニーみどりヶ丘 (株)バーンリペア東北ブロック福島

(株)ハイン郡山営業所 (株)ハウステック北日本支社郡山営業所

白水館 (株)白鳳社

(株)柏葉 一建設(株)郡山営業所

(有)橋本工業 橋本総業(株)福島支店



管轄署　・　事業所名称

橋本ディーゼル工業(株) (株)バスク郡山営業所

(株)葉月 八光建設(株)

服部コーヒーフーズ(株)郡山支店 (株)ハッピーケア郡山支店

(株)花喜 パナソニックSSサービス(株)東北支社福島チーム

パナソニック(株)ハウジングシステム事業部 パナソニックホームズ(株)関東・東北支社福島支店

パナソニックリフォーム(株)福島営業所 (株)羽田工業所

(株)パパまるハウス郡山支店 早川建設工業(株)

林精器製造(株)表面処理事業部 (有)原左官工業所

(株)原商店 ハラダ製茶販売(株)催事センター郡山

パラマウントケアサービス(株)郡山センター 針生ヶ丘病院

(株)パルネット福島 (株)ぱるる

(株)バンジハンエース郡山営業所 磐梯代行サービス

(株)ハンデックス郡山支店 阪和工材(株)東北営業所

PFUITサービス(株)郡山サービスセンター (株)ピー・エム・エル郡山営業所

(株)PCMテクニカ (株)ピオ・プランナーズ

(有)東クリーン 東日本イワタニガス(株)郡山営業所

東日本倉庫(株) 東日本ダイワ(株)

東日本電気エンジニアリング(株)郡山電力サービスセ
ンター

東日本電気エンジニアリング(株)
郡山信号通信サービスセンター

東日本フード(株)東北第二事業部郡山営業部 東日本三菱自動車販売(株)郡山中央店

東日本旅客鉄道(株)郡山保線技術センター
東日本旅客鉄道(株)仙台電力技術センター
郡山メンテナンスセンター

東日本旅客鉄道(株)郡山土木技術センター
東日本旅客鉄道(株)新幹線統括本部東北新幹線電力
技術センター郡山新幹線メンテナンスセンター

東日本旅客鉄道(株)仙台支店郡山地区センター 東日本旅客鉄道(株)郡山新幹線保線技術センター

東日本旅客鉄道(株)郡山総合車両センター
東日本旅客鉄道(株)仙台信号通信技術センター
郡山メンテナンスセンター

光機材(株)郡山支店 介護老人保健施設　光の森

ひかる代行 日立建機日本(株)郡山営業所

(株)日立システムズフィールドサービス郡山営業所 (株)日立ビルシステム東北支社福島中央営業所

(株)人輝 (株)桧屋住宅郡山朝日展示場

日乃本フィルメント(株) アークランズ(株)ビバホーム桑野店



管轄署　・　事業所名称

(株)平塚車輌 (株)平山鉄筋

(株)廣川鉄工所 (株)東日本地所

(株)ファミリーマート東北リージョン開発第４グループ (株)ファミリーマート東北リージョン郡山営業所

(株)ブイシージー (株)フィリップス・ジャパン福島支店

(株)フカサワ郡山支店 福島医療専門学校

(株)ふくしまエナジー (有)福島基礎

福島軌道工業(株) 福島銀行SBIマネープラザ郡山

(株)福島銀行郡山営業部 (株)福島クリエーティブ

一般社団法人福島県交通安全協会福島県安全運転
学校

福島県環境検査センター(株)

福島県県中児童相談所 (株)福島県浄化槽協会　浄化槽検査委員会郡山支所

福島県商工信用組合安積支店 福島県商工信用組合桜通支店

福島県商工信用組合本店営業部 福島県商工信用組合コスモス通り支店

福島県商工信用組合 福島県南酒販(株)本社

福島県農業共済組合中央支所 公益財団法人福島県まちづくり区画整理協会

福島交通観光(株)郡山支店 (有)福島コスモ商会郡山支店

福島さくら農業協同組合大槻総合支店 福島さくら農業協同組合郡山統括センター

福島さくら農業協同組合三穂田総合支店 福島さくら農業協同組合安積総合支店

福島さくら農業協同組合中田総合支店 福島さくら農業協同組合

福島さくら農業協同組合郡山総合支店 福島さくら農業協同組合田村総合支店

(株)福島シーピー 福島商事(株)郡山事務所

(株)福島情報処理センター 福島スバル自動車(株)

ふくしま生活・就職応援センター郡山事務所 (株)福島地下開発

福島地方環境事務所　県中・県南支所 福島中央建設(株)

(株)福島中央テレビ (有)福島テクノサービス

福島電工(株) 福島トヨタ自動車(株)郡山安積店

福島トヨタ自動車(株)郡山並木店 福島トヨペット(株)レクサス郡山

福島トヨペット(株)オンリーユー 福島トヨペット(株)こおりやま鳴神店

福島トヨペット(株) 福島ニチレキ(株)



管轄署　・　事業所名称

福島日化サービス(株) 福島日産自動車(株)郡山大町店

福島日産自動車(株)郡山香久池店 福島日産自動車(株)郡山店

福島ノーミ(株)郡山営業所 福島日野自動車(株)

福島ファースト代行 福島ファイブ工業(株)

(株)福島ファミリー (株)福島放送

(株)福島マツダ 福島明星(株)

福島民報社郡山本社 (株)福島リアライズ

(株)福島リパーツ (株)福島リビング新聞社郡山支社

福島冷販センター(株)郡山本社 (株)福田建設

(株)福宝郡山店 福菱コンピュータ販売(株)

福菱コンピュータ販売(株)情報システム開発センター フジ運転代行

(有)藤川設備 冨士機材(株)郡山支店

フジクリーン興業(株)郡山営業所 (株)フジサワマテリアル

(株)フジタ糠塚処分場作業所 富士電機(株)郡山事務所

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)福島
支社

富士フイルムヘルスケアシステムズ(株)

富士フイルムメディカル(株)郡山サービスセンター 富士防災警備(株)郡山営業所

(株)富士薬品郡山営業所 富士和工業(株)

扶桑電通(株)福島営業所 (株)ふたば郡山支社

フタバコンサルタント(株)郡山店 学校法人双葉第二幼稚園

特定非営利活動法人ふよう土２１００ ブリストル・マイヤーズスクイブ(株)郡山事務所

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株郡山営業
所

(株)プリベント大沼

プリマックス(株) (株)プリンステクノ福島

(株)ブルケン東日本郡山営業所 フルサト工業(株)郡山営業所

フルテック(株)郡山支店 (株)ブルボン郡山営業所

(株)FULLラインナップテクニカル郡山支店 (株)ブレナス福島事務所

(株)フロントライン郡山支店 文化シャッターサービス(株)郡山サービスステーション

文化シヤッター(株)郡山営業所

平晋建設(株)



管轄署　・　事業所名称

(株)宝来屋本店 ホーコス福島(株)

北進自動車部品(株)郡山営業所 北辰通商(株)

北陽電設工業(株) (株)保健科学研究所郡山営業所

(株)星医療酸器郡山営業所 ホシザキ東北(株)郡山営業所

公益財団法人星総合病院 ぼたん代行Ⅱ

(株)ホットスタッフ郡山 (株)ボナンザ

(株)堀川環境セキュリティー (株)ホンダカーズ福島郡山桑野店

(株)ホンダカーズ福島郡山川向店 (株)ホンダカーズ福島安積店

(株)ホンダカーズ福島U-Select郡山 (株)ホンダドリームジャパン郡山店

(株)マイナビ福島支社 前田道路(株)東北支店郡山営業所

(有)前原産業 まこと代行

(株)増子設備 マスキン青果(株)

(株)松居組郡山営業所 (有)松岡材木店

マツダパーツ(株)南東北支社福島支店 (有)マルイ井上建設

(株)丸一タイル商会 丸栄コンクリート工業(株)仙台支店郡山営業所

(有)マルカ郡山興業 (株)丸建工業

(株)マルシチ マルホ(株)郡山営業所

(株)丸桝遠藤商店 丸光ケアサービス郡山中央

丸光産業(株)丸光ケアサービス田村支店 丸好宗像商店(株)

丸和食品(株) (有)萬寿園

三浦工業(株)郡山支店 ミシュランタイヤ福島販売(株)郡山営業所

(株)水上設計 (株)みずほ銀行郡山支店

みずほ証券(株)郡山支店 みちのく代行Ⅱ

三井住友海上火災保険(株)福島支店 三井住友海上あいおい生命保険(株)福島生保支社

(有)三橋商店 三菱電機ビルソリューションズ(株)福島支店

三菱電機ライフサービス(株)郡山支店 三星モーター商会

(株)光本工務店 三本珈琲(株)郡山支店

(株)三ツ輪 (株)ミツワ



管轄署　・　事業所名称

(株)MIDORI (株)南クレーン

(有)南郡山スポーツセンター (有)ミナミスポーツ企画

(株)南東北クボタ郡山南営業所 (株)南東北クボタマツダオートザム郡山南

(株)南東北クボタ郡山東営業所 ミノシマ(株)郡山営業所

(有)ミノル自動車整備工場 みほた建設(株)

(株)宮川紙店 宮川包装資材(株)

(株)ミヤパック郡山営業所 (株)三山工業

(株)ミヤマ郡山営業所 ミライフ東日本(株)郡山店

ミワ(株) 美和電気工業(株)郡山支店

民間救急警備(株)

向井建設(株)福島営業所 (株)ムサシエンジニヤリング郡山営業所

むさし建設(株) (株)むさし自動車整備工場

むさし代行 (株)武蔵野福島工場

陸奥テックコンサルタント(株) (株)ムツミ

(株)宗像石工事 (有)宗像商事

(有)宗形商店家庭燃料部 村上設備工業(株)

村越住建(株)

(株)明治　北日本支社郡山オフィス MeijiSeikaファルマ(株)郡山営業所

明治安田生命保険相互会社郡山支社 (株)明成エンジニアリング

(株)メイホウ郡山支店 (有)メタルクリエイト

メットライフ生命保険(株)郡山支社 (株)メディセオ郡山支店

(株)メフォス福島第一事業部

持田製薬(株)郡山事業所 (株)モトーレン福島ＭＩＮＩ郡山店

(株)モトーレン福島FukushimaBMW郡山店 森尾興発(株)

森林商事(株)郡山支店 (株)森孵卵場関東支店

モンスター代行

柳沼建設(株) (有)柳沼産業

柳沼電機工業(株) (株)ヤギヌマ流通サービス



管轄署　・　事業所名称

(株)八洲機電郡山出張所
(株)安川電機東部サービス営業部福島サービス営業
所

医療法人やすらぎ会 (株)矢吹電設

(有)矢部工業所 (株)山一設備

(株)山一中央青果卸内市場 (株)山善郡山支店

(株)山田設備 (株)ヤマダデンキテックランドNew郡山南店

(有)山田屋金網店 (株)YAMANAKA郡山工場

ヤンマーアグリジャパン(株)
ヤマザキマザックトレーディング(株)東日本販売部東
日本エリアサービス二課

ユアサ商事(株)郡山支店 公益財団法人湯浅報恩会

(株)ユアテック郡山営業所 (株)ユーアイ

(株)USEN郡山支店 (株)ゆうちょ銀行郡山店

(株)ゆうちょ銀行福島パートナーセンター (株)ユーティーワン郡山営業所

(株)ユーユーワールド郡山営業所 ユナイト(株)郡山営業所

(株)ユミヤマ郡山営業所 夢成(株)

(株)ヨークベニマル 吉川紙業(株)郡山工場

(有)吉塚建設 (株)ヨシダコーポレーション

(株)ヨシダ郡山営業所 (有)吉田設備工業

(株)吉成建築 (株)よしまる

(株)ライフ・フーズ (株)ラウンドワン郡山店

酪王協同乳業(株)郡山工場 (株)ラックランド郡山営業所

ランスタッド(株)郡山オフィス (株)ランチボックス

(株)ランドエル

リコージャパン(株)マーケティング本部福島支社郡山
事業所

(株)リゾーム

リハビリパーク昭和浪漫 医療法人むつき会リハビリパークひまわり健康倶楽部

(有)リブシティ (株)リプロ東日本

(有)龍宮城 (株)菱進

菱電商事(株)郡山事務所 リリー代行

リリカラ(株)郡山営業所 福島県林業研究センター

(株)LinK リンナイ(株)郡山営業所



管轄署　・　事業所名称

(株)リンペイ郡山支店

(株)ルフト・メディカルケア

(株)レオハウス郡山店 (株)レオパレス２１郡山支店

(株)レンタルのニッケン郡山営業所

(株)ローズ・ビルサービス (株)ローソン福島北支店

(株)ローソン福島南支店 ローレルバンクマシン(株)郡山営業所

ロジスネクスト東北(株)郡山営業所 (株)ローレル

(株)ロジネット

ワーキングカラー(株) (株)ワールドスタッフィング福島営業所

YKKAP(株)郡山支店 若喜照明(株)

(有)若佐住設 学校法人吉野学園　わかば幼稚園

若松ガス(株)郡山支店 (株)ワタナベ建装

(株)ワタナベスポーツ 渡辺パイプ(株)郡山サービスセンター

渡辺パイプ(株)福島サービスセンターグリーン事業部 渡辺パイプ(株)郡山住設サービスセンター

（株）Ｉ．Ｔ．Ｏ． (株)Ｉｖｉｅ

アイサービス (有)アイシー産業

(社会福祉法人）愛星福祉会 (株)アイソン

相田化学工業(株)郡山営業所 (株)アイテックサービス

(株)青木商店 (株)青木食品

(有)アオト建設企画 青山商事(株)洋服の青山郡山富田店

(有)アクアワークス (有)安積工業

旭ハウス工業(株)郡山支店 アジア共同設計コンサルタント

(株)アジカタ郡山店 (株)アスコ福島営業所

アストモスリテイリング（株）東北カンパニー郡山熱海
出張所

社会福祉法人牧人会　あだたら育成園

あだち共労育成園 安達地方広域行政組合南消防署

(有)熱海清掃社 厚美電設工業(株)

(株)アドバンス (株)アドポス福島

郡　　山　　北　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(有)アドワーク (株)アフロサービス

阿部鉱油(株) 阿部製粉(株)

(株)アペックス郡山営業所 (株)アベルコ郡山支店

あやめ代行 (株)新井設備

アラマークユニフォームサービスジャパン(株)
郡山事業所

アルス(株)

ALSOK福島(株) アルフレッサヘルスケア(株)北海道東北支社

(有)安斉工務店 (株)安真産業

(株)安藤・間福島営業所 (株)安藤・間東北支店郡山河内作業所

(株)会津電気工事郡山支店

(株)イイジマ東北 飯島米穀(株)

(有)飯田製作所福島第二工場 イカリ消毒(株)郡山営業所

(有)石川クリーン総業 石川工業(株)

(有)石田建商 (株)石田建設

(株)イシダジーゼル工業卸町店 石塚建築(株)

石橋建設工業(株) いすゞ自動車東北(株)福島支社本宮営業所

(株)伊藤園郡山支店 (有)伊藤組土建

(有)伊藤左官工業所 伊藤ハムデイリー(株)郡山営業所

伊藤ハムミート販売東(株)郡山営業所 伊藤忠エネクスホームライフ東北(株)福島支店

(株)イワキ (株)岩城屋商店

(株)ウィルオブ・ワーク (株)ウインズ

(株)ウェルズホーム ヴォール・福島(株)

うねめ代行

エア・ウォーター東日本(株)福島支店 (有)エイシー技研

英真産業(有) (株)エイチワン郡山製作所

(株)エイテック (株)ＥＩＷＡ

AGC硝子建材(株)郡山支店 エール代行

(株)エクシング直販営業部郡山支店 (株)エクシング福島支店郡山ＳＳ

(株)エコ エスエフエフプロジェクト代行



管轄署　・　事業所名称

SMC(株)郡山エリア ＳＧシステム(株)福島ＢＰＳセンター

エスケー化研(株)郡山営業所 (有)エスケープランニング

(株)S.W.S (株)エスティエンジニアリング

(有)エスティック (株)エスユーエス福島営業所

エヌエス環境(株)福島支店 (株)エヌエス工業

(株)エヌエステクノ ＮＸ商事(株)郡山営業センター

(株)エヌジェイアイケアヘルス郡山店 (株)エヌジェイアイ本社

(株)ＥＮＥＯＳウイングDr.Driveルート４本宮インターＴＳ ＦＫリサーチ(株)

えぽか（本宮市民いきいき応援プラザ） (有)エム・エス・ケー

(株)エム・アール・シー大山 エム・エス・ケー農業機械株福島営業所

エムズ・キャピタル(株) (株)エム・ティ・アイ

Ｌ－ＣＵＢ八山田 L代行

遠藤電設工事(有) エンパイヤ自動車(株)郡山営業所

尾家産業(株) 学校法人晴川学舎　奥羽大学

逢瀬公園・緑化センター事務所 大熊組

(有)大瀬清掃社 一般財団法人太田綜合病院附属　太田熱海病院

大玉カントリークラブ 社会福祉法人大玉村社会福祉協議会

大玉村役場 オオナミ(株)

(株)オオバ工務店 大橋産業(株)

大林道路(株)福島営業所 大林道路(株)郡山アスファルト混合所

岡田電気産業(株)住設建材郡山営業所 (株)岡部

(株)小川重工業 (株)オクヤマフード

医療法人落合会 (有)おぬまや

(株)オノヤ (株)オノヤ不動産事業部郡山ショールーム

(株)オノヤリフォーム事業部郡山ショールーム (有)小原自動車整備工場

オリエンタルメタル(株)東北営業所 オークマ(株)東北サービスセンター

開成サッシ工業(株) (有)開成生花

(株)角翔 (株)カゲヤマ



管轄署　・　事業所名称

(有)影山モータース KAGOYA

籠屋代行 (株)柏屋

(株)カスタム 片平幼稚園

片山産業(株) (株)カトウコーポレーション

(株)カナモト郡山営業所 (有)金森自動車整備工場

(株)カヌマヤ カネコ種苗(株)郡山支店

蒲田ゴム(株) (株)釜屋郡山事業所

カメイオート(株)郡山支店 川名建設工業(株)

環境住宅(株) (株)環境緑建

(株)カンコウシステム 元旦ビューティ工業(株)福島営業所

菅野建設工業(株) (有)菅野工務店

(有)菅野自動車整備工場 (株)かんの屋

関菱化学(株)福島支店

(株)きずな 北日本ライン(株)

(株)ギフトプラザ
学校法人成田学園幼保連携型認定こども園
希望ヶ丘こども園

木村綿業(株)郡山支店 キヤノンシステムアンドサポート(株)郡山営業所

キューピー(株)郡山営業所 (株)共栄プレーン郡山店

京セラ(株)福島郡山工場 協働通信工業(株)

(株)協立医療 (株)共立機材商会

協立塗料(株)郡山営業所 (株)協和エムザー

(有)旭東工業

クシダ工業(株)郡山営業所 クボタ環境衛生(株)

(株)クボタ建機ジャパン郡山営業所 (株)久保田鉄工所

(株)熊田水産 (株)グリーンクロス郡山支社

(株)クリーン商会 (株)グリーンテック郡山営業所

クリナップ(株)郡山営業所 グローブイーピー(株)

郡中丸木(株)

ケイミューホームテック(株)東日本営業部郡山営業所 ケイワ・エコグリーン(株)



管轄署　・　事業所名称

Ｋｆｉｔ倶楽部八山田 (株)建辰

源田温泉郷forestバン源田 (有)県南清掃社

県南通信サービス(株) ケイアイスター不動産(株)郡山営業所

(株)小泉東北 (株)幸栄機工

光栄電気通信工業(株) 工機販売(株)郡山営業所

(株)高速 高速道路交通警察隊郡山分駐隊

(株)光大 交通機動隊郡山分駐隊

(株)江東微生物研究所郡山支所 光和建材(株)

みやぎ生活協同組合コープふくしま郡山センター みやぎ生活協同組合コープふくしま郡山デポ

郡山熱海カントリークラブ 郡山ＥＴＣテクノブランチ

郡山北警察署 郡山北警察署本宮分庁舎

郡山建装(株) 郡山サッシセンター(株)

(株)郡山酸素商会 郡山シーリング(株)

福島県立郡山支援学校 郡山市教育研修センター

郡山市湖南行政センター 郡山市森林組合

福島県郡山自然の家 郡山自動車工業(株)

郡山市花かつみ豊心園 郡山市富久山デイサービスセンター

郡山市緑豊園 (株)郡山製餡

(株)郡山測量設計社 郡山チップ工業(株)

郡山テクノショップ (株)郡山鉄工所

(株)郡山電機製作所 (株)郡山塗装本社

郡山生コン日和田(株) 社会福祉法人郡山福祉会

郡山冷蔵製氷(株) (株)郡山ロードメンテナンス

(株)コーワエクシード
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)郡山セールスセン
ター

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング(株)
郡山セールスセンター

(株)コクサイビルシステ郡山営業所

國新建設(株) (有)国分商店

国分鉄工(株) 国分東北(株)郡山支店

國分農場(有) 国分木材工業(株)



管轄署　・　事業所名称

コクヨ東北販売(株)福島支店 コバテック(株)

(有)小林土建 コベルコ建機日本(株)東北支社福島営業所

コマツカスタマーサポート(株)
コマツカスタマーサポート(株)東北カンパニー建機レン
タル福島営業部

小松物産(株)郡山支店 (株)小山商会郡山営業所

(株)小山設備 (有)小山電設

(有)小和滝工業 コンドーテック(株)福島営業所

コンパスウォーク郡山冨田

斎藤建設工業(株) (有)齊藤工業

ライフサポートセンター家楽郡山 蔵王リース(株)本宮インター営業所

栄運転代行 (株)相模鉄筋工業

(株)坂本印刷所 作田電機(株)

佐久間工業(株) (株)佐久間青果

(株)佐々木電気商会 笹山工業(株)

(株)佐藤クリーニング (株)サトー仙台支店郡山営業所

(株)サトー商会郡山営業所 (株)サニックス福島工場

三栄アルミ工業(株)
国立研究開発法人産業技術総合研究所
福島再生可能エネルギー研究所

(株)三共郡山センター 三協テック(株)東北郡山支店

三協フロンテア(株)郡山営業所 サン電機工業(株)

(有)サン・フィックス電工 (株)三万石

三友電設(株) (株)三陽郡山営業所

三洋設備(株) 三洋薬品ＨＢＣ(株)福島営業所

三和エナジー(株)郡山DC 三和シヤッター工業(株)福島統括営業所

(有)三和設備

GEヘルスケアジャパン(株)福島営業所 Gテリア(株)郡山支店

Ｇ－ドラ代行 (株)椎根建設

しいね産業(株) (株)ジェイウインドサービス郡山布引事業所

JA全農福島郡山営農事業所園芸センター (株)JA福島さくら協同サービス郡山支社

JA福島さくら郡山福祉センター JA福島さくら日和田デイサービスセンターひなた



管轄署　・　事業所名称

(株)JA福島さくら燃料サービス (株)JAライフクリエイト福島　食材加工センター

(株)ジェーシーエス (有)鹿間内装店

(株)鴫原建設工業所 信夫工業(株)日和田アスファルト混合所

(株)シバタインテック郡山支店 (株)島工業

シャープサポートアンドサービス(株) シャープマーケティングジャパン(株)福島支店

(株)秀光ビルド郡山店 (株)ジューテック郡山営業所

就労継続支援Ｂ型事業所ふれんどりー大玉 ショウカン(株)

(株)商工給食 (株)常電舎

社会福祉法人　笑風会 昭和建産福島販売(株)

松和産業(株)郡山営業所 ジョニー代行サービス

(株)白岩屋商店 (有)白沢重機建設

白沢鉄筋工業(株) 特別養護老人ホーム　しらさわ有寿園

白岩生コン(株) シンエイ興産(株)郡山事業所

(有)新栄電設 新協地水(株)

新成開発(株)福島営業所 新菱カイハツ生コン(株)郡山工場

新菱カイハツ生コン(株)郡山東工場 シェリー代行

水ｉｎｇＡＭ(株)郡山管理事務所 水ｉｎｇＡＭ(株)湖南管理事務所

(株)スカイプラス 須賀川信用金庫富田支店

特定非営利活動法人スケッチブック （有）鈴木兄弟左官工業所

（株）鈴木建業所 （有）鈴木自動車商会

（株）スズキ自販福島スズキアリーナ郡山西 （有）スズキ住器

（株）鈴畜中央ミート （株）鈴弥洋行

スターゼンミートプロセッサー（株）郡山工場 スターゼン（株）郡山営業所

（有）須藤住機工業 生活介護事業所　すばる

住友ナコフォークリフト販売（株）郡山営業所 住友建機販売(株)北海道東北統括部郡山支店

世紀東急工業（株）福島営業所 聖光建設（株）

（株）青匠 （有）清田建材

西部自動車学校 （株）関組



管轄署　・　事業所名称

関彰商事(株)郡山支店 積水ハウス（株）郡山支店

積水ハウスノイエ（株）東北営業所南店 積水ハウス（株）南東北カスタマーズセンター

積水ハウス（株）南東北シャーメゾン営業所 積水ハウスリフォーム（株）福島営業所

（株）セキノ興産郡山店 積和建設東北（株）南東北支店

セコム（株）郡山北営業所 （株）セレスポ福島支店

全国農業協同組合連合会福島県本部畜産部
畜産販売課

（株）仙台山三郡山支店

(株)関口郡山支店

社会福祉法人南東北福祉事業団
総合南東北福祉センター

総合南東北福祉センター八山田

一般社団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病
院

ＳＯＵＢＩ(株)

（有）添田自動車整備工場 (有)添田商事

(有)第一清掃社 大教スイミングスクール郡山北

ダイキン工業（株）福島サービスステーション 代行一番星

大成産業（株） 大天狗酒造（株）

ダイハツ福島(株)タワー富田店 （株）太陽興産

太陽通信工業（株） 太洋テクニカ（株）郡山支店

ダイリ建設（株） （株）大和

(株)タカムラ郡山営業所 （株）高岡郡山営業所

宝化成精器（株） タカラスタンダード（株）郡山支店

滝沢ハム（株）福島営業所 武田物産

学校法人多田野幼稚園 橘工業（株）郡山支社

（有）田中豊治商店 医療法人慈久会　谷病院

（有）玉川薬品本宮出張所 タマホーム（株）本宮支店

田村建材（株）郡山支店 （株）田母神工業所

(有)タンノコーポレーション ダンロップタイヤ東北（株）タイヤランド郡山

ダンロップタイヤ東北（株）福島支店 ダンロップタイヤ東北（株）郡山営業所

中央オリオン（株）郡山営業所 (株)中央特殊印刷

忠興建材 千代田電資（株）東北営業所

（株）ツボイ (株)ツモリ



管轄署　・　事業所名称

(株)テイ・イー・エス デイケアセンター健脳

デイサービスセンター健脳 帝人ヘルスケア（株）郡山営業所

帝人ヘルスケア（株）仙台支店福島営業所 （株）テクス福島

（株）テクノカミオカ （株）テクノプランツ

（株）テクノ山元 テスコ(株)県中事業所

テスコ（株）郡山営業所 (株)寺岡システム郡山営業所

（有）電通システム

土井鋼材(株)郡山事業所 （株）東栄科学産業郡山営業所

東液流通（株） 東開クレテック（株）郡山支店

東建コーポレーション（株）郡山支店 東芝テック（株）福島営業所

東芝テックソリューションサービス（株）
郡山サービスステーション

東芝電材マーケティング（株）東北支社福島支店
郡山営業所

（株）藤成工業 （有）東部石産工業所

（株）東邦銀行本宮支店 (株)東邦フードサービス

東邦薬品（株）郡山営業所 東北アルフレッサ（株）

東北アルフレッサ（株）物流センター 東北太平洋生コン（株）郡山工場

一般財団法人東北電気保安協会郡山事業所 （株）東北電設

東北テント（株） 東北ビルハード(株)

東北フローズン(株)郡山支店 (株)東北ペガサス

(株)東北村田製作所郡山事業所 (株)東北ランドリー

東友建設(株)東北支社 (株)東洋技研

東洋シヤッター(株)郡山営業所 (有)東洋設備工業

東和(株) 島和建設(株)

トーアン(株) (株)トーセン郡山営業所

TOTO(株)郡山営業所 TOTOメンテナンス(株)郡山サービスステーション

トーモク(株)郡山支店 (株)都市技術

(株)トップビルダー 富久(株)

(株)富多屋生麺 (株)トム・コーポレーション

トヨタモビリティパーツ(株)福島支社 (株)トヨタユーゼック



管轄署　・　事業所名称

(有)トラスト・サービス

ナイン代行 中台オイルセンター

(株)ナカノ商会東北支社福島支店 (有)長原自動車工場

(有)ナガミ 中山商事(株)郡山営業所

(株)南部医理科郡山営業所

(株)二嘉組 西尾レントオール(株)郡山営業所

西尾レントオール(株)福島機械センター (株)西原環境福島営業所

ニチイケアセンター郡山東 ニチイケアセンター富田

ニチラク機械(株) (株)ニッカネ福島支店

日産部品福島販売(株)郡山営業所 日産プリンス福島販売(株)あだたら２３

日産プリンス福島販売(株)郡山インター店 日商テクノ(株)

(有)新田組 (有)新田工業所

社会保険労務士法人新田事務所 日東通信(株)福島営業所

(株)日東紡テクノ 日東紡績(株)富久山事業センター

(株)日本アクセス南東北支店 (株)日本ケアサプライ郡山営業所

(株)日本遮蔽技研 日本郵便(株)本宮郵便局

日本リーテック(株)仙台支店郡山事業所 (有)二瓶斫り工務店

(株)日本オフィスオートメーション (株)日本眼科医療センター郡山営業所

(株)日本空調東北郡山営業所 日本光電工業(株)東北支店郡山営業所

日本国土開発(株)郡山砂欠山ＭＳ作業所 一般社団法人日本自動車連盟福島支部郡山基地

日本食研(株)郡山支店 日本電産コパル(株)郡山技術開発センター

(株)日本道路切断 二本松信用金庫本宮支店

日本ロード・メンテナンス(株)郡山作業所

(株)ネオス (株)ネクスコ・メンテナンス東北郡山事業所

(株)ネクスコ・エンジニアリング東北郡山事業所 (株)ネクスコ・パトロール東北郡山事業所

(株)ネクスコ東日本エンジニアリング郡山事業所 ネッツトヨタ福島(株)富久山店

根本建設(株)本宮支店 (株)根本工業

(株)ノウチ工業



管轄署　・　事業所名称

(株)ハート・デリバリー (株)バイタルネット郡山支店

ハイビック(株)東北支店本宮インター木材市場 (株)橋本産業待池台営業所

橋本産業(株)福島営業所 (有)橋本電工

(有)橋本板金工業所 (株)長谷川建設

(有)長谷川電気工事 HATAYA

初瀬電材(株) はなさと保育園

パナソニックコンシューマーマーケティング(株)CS社北
海道東北社郡山サービスセンター

パナソニック電工リビング東北(株)福島支店

はなまる運転代行 (有)ハマオ産業

浜崎製材(株) (株)磐梯園

(株)バンダイ通信

PHCメディコムネットワークス(株)郡山営業所 東日本高速道路(株)東北支社郡山管理事務所

東日本三菱自動車販売(株)郡山富久山店 光建設(株)

(株)樋口機工 日立グローバルライフソリューションズ(株)

(株)日立産機システム福島支店 特別養護老人ホーム陽だまりの里

(株)桧家住宅郡山展示場 日の丸サンズ(株)

(株)ビヨリハウジング (株)ヒロ電設

福交整備(株)郡山工場 福島エーアンドエーブロイラー(株)

福島エヌビーエス(株) 福島瓦工業(株)

福島基準寝具(株) 福島建機(株)郡山支店

福島県酒類卸(株)郡山支店 福島県商工信用組合富久山支店

福島県商工信用組合本宮支店 (株)福島県食肉流通センター

福島県赤十字血液センター郡山供給出張所 福島県総合療育センター

福島県中央住宅生活協同組合 福島県農業総合センター

福島県ハイテクプラザ 公益財団法人福島県保健衛生協会県南地区センター

福島県酪農業協同組合 福島小松フォークリフト(株)

福島さくら農業協同組合喜久田営農経済センター 福島さくら農業協同組合逢瀬片平総合支店

福島さくら農業協同組合富久山支店 福島さくら農業協同組合郡山営農経済センター

福島さくら農業協同組合日和田総合支店 福島さくら農業協同組合湖南東総合支店



管轄署　・　事業所名称

福島産業(株) (株)福島芝浦電子

福島スバル自動車(株)郡山西店 福島ダイハツ販売(株)本宮まゆみ店

福島トヨタ自動車(株)郡山冨久山店 福島トヨタ自動車(株)くるまックス本宮店

福島トヨタ自動車(株)商品化センター 福島トヨペット(株)こおりやま喜久田店

福島日産自動車(株)郡山富久山店 (株)福島ビルテック

公益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団 福島防水(株)

(株)福島マツダ日和田店 ふくしま未来農業協同組合白沢営農センター

ふくしま未来農業協同組合大玉支店 ふくしま未来農業協同組合白沢支店

ふくしま未来農業協同組合本宮支店
ふくしま未来農業協同組合デイサービスセンターもと
みや

ふくしま未来農業協同組合安達地区本部 福田道路(株)郡山営業所

フクダライフテック南東北(株) (株)福豆屋

福味商事(株) (株)フクヤマ

学校法人富久山学園 (株)富久山自動車教習所

富久山清興(株) (有)福友建設

福菱冷熱(株) 富士工業(株)

(株)富士五湖建設 冨士ダイス(株)郡山製造所

(有)藤田商店 藤田代行

フジタ・大和ハウス工業特定建設工事共同企業体 (株)フジタ東北支店本宮造成作業所

藤林コンクリート工業(株)福島営業所・工場 (株)富士緑化

双葉砕石工業(株)熱海事業所 (株)双見商会郡山支店

不動断熱(株) (株)舟橋商店

(株)船生商会 ブリヂストン化工品ジャパン(株)福島営業課

ブリヂストンタイヤジャパン(株)福島地区本部
ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
タイヤサービス南東北店

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
タイヤサービス郡山店

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
バンダグリトレッド福島ファクトリー

ブリヂストンタイヤセンター北日本(株)
ミスタータイヤマンアブクマ

プリマハム(株)郡山事業所

(株)フルカワ工業

ベストサービス (株)ベルワット

（公益社団法人）ボウラ・クレーン安全協会福島事務
所

報国エンジニアリング(株)福島営業所



管轄署　・　事業所名称

訪問看護ステーション欅 朴佐藤(株)郡山支店

ホームセンター山新日和田店 北進自動車部品(株)

北辰通商(株)日和田工場 (株)北斗型枠製作所日和田工場

(有)北部清掃社 北陽建設(株)

公益財団法人　星総合病院星ヶ丘病院 特別養護老人ホーム　ぼたん荘

(有)穂積はつり工業所 ホテル華の湯

ポルシェセンター郡山 (株)ホンダカーズ福島日和田店

本田興業(株)

(株)マインドステーション (株)前川製作所郡山営業所

前田製管(株)福島支店 前田道路(株)郡山合材工場

(有)真壁工務店 (株)増子建築工業

マスプロ電工(株)郡山営業所 (株)松川屋商店

(有)マツモト工業 松本物産(株)郡山営業所

(株)マテックス福島営業所 マリオ代行

丸井産業(株)郡山営業所 丸磯建設(株)郡山河内作業所

丸磯建設(株)郡山西部工業団地作業所 (有)丸栄宗形工業

(有)丸鹿建材 (有)丸佐工務店

丸三(株) 丸七商事(株)福島営業部

(株)丸忠建設工業 (有)丸豊産業

(有)丸寅渡辺工務店 丸中産業(株)

まるは運転代行 マルミ運転代行

丸光ケアサービス富田支店 丸光ケアサービスレンタル

ぬくもりとゆめみ処　丸光ケアしょうはくの湯 (株)丸山商会

(有)マルユー商事 (株)丸佳

(株)ミツウロコヴェッセル東北南東北支店 ミツオオギ建設(株)

三菱電機住環境システムズ(株)東北支社福島支店
(株)三菱電機ライフネットワーク北日本本部
南東北支店

三菱ふそうトラック・バス(株)東北ふそう郡山支店 みどり代行

(株)南東北クボタ福島支店福島建設課 (株)南東北クボタ福島営業所



管轄署　・　事業所名称

(株)南東北クボタ郡山サービスセンター (株)南東北クボタ湖南営業所

南東北第二病院 (株)ミモリ技建

(株)宮城読売ＩＳ福島支社 学校法人宮沢学園

(株)ミライト・ワン東北支店 みらい幼稚園

ムゲン運転代行 (有)ムトウ

(株)武藤建設 (有)武藤石材工業

(株)宗形組 村越建設(株)

明誠建設(株) (株)メイホーエンジニアリング郡山支店

(株)メディカルネット (株)メディック

メルコファシリティーズ(株)

本宮アルマイト工業(株) (株)本宮会計センター

社会福祉法人本宮市社会福祉協議会 本宮自動車学校

本宮市役所 本宮市役所白沢総合支所

(有)本宮設備 椛HOME(株)

森(株)

矢田工業(株) (株)柳田産業

(有)柳田自動車整備工場 (有)柳田電気工事

(有)栁電工 ヤナセオートモーティブ(株)郡山支店

(株)ヤナセ札幌東北営業本部郡山支店 (株)ヤマコン福島支店

山崎住設(株) 山崎製パン(株)仙台工場郡山営業所

(有)山田土木 ヤマトオートワークス(株)福島工場

(株)山元工業所 山本商事(株)郡山営業所

ヤンマー建機(株)郡山営業所

(有)結城工業所 ＵＣＣコーヒープロフェッショナル(株)

UDトラックス(株)郡山カスタマーセンター 友和通信システム(株)郡山支店

(株)ユニフォームネット (株)ユニマットライフ郡山営業所

(株)ユヤマ福島営業所

(株)ヨコハマタイヤジャパン福島カンパニー (株)吉川油脂福島本宮工場



管轄署　・　事業所名称

(株)ヨシケイ福島県中営業所 (株)吉田産業郡山支店

(有)萬屋商店

ライフサポートセンター家楽～八山田 酪王協同乳業(株)

(株)LIXIL LIXILトータルサービス(株)東北支店福島営業所

(株)LIXILトータルサービス東北支店福島営業所 (株)リプロ郡山事業所

(株)リペア (株)リベルトアレア

旅館道奥荘

(株)レンタルシステム東北郡山営業所 レントリー郡山（有）

（株）ロード ロジスネクストユニキャリア（株）郡山支店

特定非営利活動法人クローバー福祉会
ワークフレンドくじら

ワールド代行サービス

（有）若林造園土木 ワコーデンケン(株)

ワタキューセイモア（株）郡山営業所 （株）ワタザイ

（株）渡清 渡富建設（株）

（株）渡邉建築 （有）渡辺土木

（株）渡辺孫六商店 ワタミ(株)ワタミの宅食福島二本松営業所

（株）ワタヤス （有）渡邉起業

わらべや日洋（株）福島工場 ワンダテクノ（株）

アイカ工業（株）福島工場 （株）ＩＣ・パートナー

特別養護老人ホーム　愛寿園 (有)会田組

（株）あおい あおい

赤井田造園土木（株） （有）赤羽組

あきら代行 （株）アクアス

朝日鋼業（株） (有)アサヒフーズ

（株）アトックス福島工場 （介護保険老人施設）アネシス

（株）アメ商百貨店 荒牧建設（株）

ＡＬＳＯＫ福島（株）郡山支社須賀川営業所 (有)安藤電設

医療法人三愛会　池田記念病院 (株)石川製作所

須　　賀　　川　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

いすゞ自動車東北（株）福島支社郡山支店 （株）ヰセキ東北須賀川営業所

（株）ヰセキ東北福島支社 一条代行

壱番運転代行 ＩＣＨＩＲＯ代行

（有）岩瀬工業 特別養護老人ホーム　いわせ長寿苑

福島県立岩瀬農業高等学校 岩通マニュファクチャリング（株）

ヴェオリア・ジェネッツ(株)須賀川事務所 合同会社ウエルネスポーツ

（有）内山建設工業 （株）内山プレス工業

宇津峰カントリークラブ 宇津峰十字の里（（社福）福音会）

ウルトラ代行

Ａ＆Ｋホンシュウ（株） Ａ＆Ｋホンシュウ（株）須賀川工場

エクシオ・エンジニアリング東北(株) （株）エスケー工業

（株）エスケー産業 エスケー電子工業（株）

ＳＵＳ（株） エビス代行

（株）エムクリーン 特別養護老人ホーム　エルピス

(株)エンゼル那須白河

大内新興化学工業（株）須賀川工場 （有）扇屋

大越工業（株） (有)大須賀林業

大竹商店 大塚設備（株）

（有）岡田商会 学校法人鏡石学園　岡ノ内・幼稚園

ＯＫＩクロステック（株）福島支店郡山サービスセンター （株）オノヤ

学校法人栄光学園　認定こども園オリーブの木

（有）鏡石館 鏡石協業ガス(株)

（有）鏡石自動車整備工場 特別養護老人ホーム　鏡石ホーム

社会福祉法人鏡石町社会福祉協議会 鏡石町役場

(有)影山建設工業所 カゲヤマ作画社

笠原工業（株） （有）柏村商店

柏屋旅館 （株）釜屋本社工場

（株）釜屋リサイクルセンター （有）川東寿司幸



管轄署　・　事業所名称

（株）鐶エスアール工業 環境建設(株)

神田産業（株） （有）菅野食品

(株)キステム東北支店郡山営業所 (株)キャットハンド

（株）共設 （株）協和郡山営業所

桐清電設(株)

久保設備工業（株） 学校法人熊田学園

（株）熊田商店 （株）グランシア須賀川

グランディ羽鳥湖スキーリゾート グラントマト（株）アグリサポート須賀川店

グラントマト（株）商品本部 グラントマト（株）農産流通部

(株)車田電気 学校法人栄光学園　認定こども園くるみの木

桑名建設（株） クボタ環境衛生(株)須賀川支店

ケアプランセンターほほえみ (株)顕幸鏡石店

県中農林事務所須賀川農業普及所 福島県県中保健福祉事務所

県南機材(株)

弘陽建設(株) 公立岩瀬病院訪問看護ステーション

(株)郡山医療器製作所 郡山生コンクリート(株)須賀川工場

ゴジラ代行 (株)小林商店

今設備工業(株) (株)コンフェクションわたなべ

(株)サイトウ (株)斉藤組

斎藤建材 (株)佐浦電設

(株)榊枝商事 (株)榊原工業

(有)サクセスカンパニー 佐久間産業(株)

(有)笹森設備工業 (有)佐藤工業

佐藤産業(株) サニー運転代行

(株)サニークリエーションプランニング 医療法人社団　三成会

三柏工業(株) 三瓶重機建設(株)

(株)ＪＡサービス夢みなみ総合葬祭部 (株)ＪＡサービス夢みなみすかがわ農機センター

ＪＡパールライン福島(株)パールライス事業部 (株)塩田組



管轄署　・　事業所名称

シュウ運転代行 常磐生コン(株)郡山常磐生コン

(株)常陽銀行須賀川支店 信栄工業(株)

信栄商事(株) 新道建設(株)

(株)末原屋 (有)スカイ

スカイフィルム(株)福島第一工場 須賀川瓦斯(株)

須賀川瓦斯(株)ＬＰＧ供給センター 須賀川瓦斯(株)油槽所オイルセンター

須賀川環境整備(株) (有)須賀川環境エンジニア

須賀川共労育成園 須賀川警察署

福島県立須賀川支援学校 社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会

社会福祉法人須賀川市社会福祉協議会岩瀬支所 須賀川市シルバー人材センター

須賀川市役所 (株)すか川車検センター

須賀川商工会議所 須賀川消防署

須賀川信用金庫 須賀川信用金庫上町支店

須賀川信用金庫西川支店 須賀川西部地域包括支援センター

須賀川税務署 須賀川中央ミート(有)

福島県須賀川土木事務所 (株)須賀川ドライビングスクール

（医療法人平心会）須賀川病院 (有)須賀川モータース

須賀川郵便局かんぽサービス部 須賀川幼稚園

(有)寿司割烹あづま (株)スズキ自販福島須賀川中古車センター

(有)鈴木造園 (株)須田製作所

住友生命保険相互会社福島支店須賀川支部

(株)青南商事郡山支店 (株)セーフティステップ

セキショウホンダ(株)須賀川店 (株)関根組

(有)関根建設工業所 (株)関根興業

関根代行

大成ロテック(株)福島統括事業所 大東ハウス(有)

ダイハツ福島(株)須賀川店 太平洋クラブ白河リゾート

(株)大丸あすなろ荘 大和電設工業(株)福島支店須賀川技術センタ



管轄署　・　事業所名称

宝代行 只野建設(有)

(株)タマテック (有)田村建設

(株)チトセ薬品 (有)中央測量設計事務所

ツクイ須賀川営業所

デバイス販売テクノ(株)須賀川工場 （特別養護老人ホーム）天栄ホーム

社会福祉法人天栄村社会福祉協議会 天栄村デイサービスセンター

天栄村役場 天祥かぶらよさぶろう

東建土質測量設計(株) (株)東邦銀行須賀川支店

東北旭紙業(株) 東北興業(株)

(有)東北資源 (株)東北須賀川電工

東北送配電サービス(株)須賀川営業所 東北電力ネットワーク(株)郡山電力センター

東北電力ネットワーク(株)須賀川電力センター 東北土木興産(株)

東北労働金庫須賀川支店 (株)トーカン須賀川営業所

トキワ印刷(株) 特別養護老人ホーム　長沼ホーム

トヨタカローラ福島(株)須賀川店 (株)トライアンフ

(株)どんどん

(有)内藤酒店 (株)南部自動車学校

(株)ニイダテック 西尾レントオール(株)須賀川営業所

(有)西沢工業 西ノ宮精器(株)

(株)西間木組 西間木建材(株)

(株)西間木工業所 ニチイケアセンター須賀川

ニチイケアセンター西川 (株)日産サティオ福島須賀川店

日産プリンス福島販売(株)須賀川店 (株)日畜フード

日本キャタピラー合同会社郡山営業所 日本郵便(株)須賀川郵便局

日本郵便(株)長沼郵便局 ニプロファーマ(株)鏡石工場

日本工営(株)電力事業本部福島事業所 日本たばこ産業(株)中日本リーフオフィス

根津鋼材(株) 根津鋼材(株)長沼事業所

ネッツトヨタ郡山(株)須賀川店 ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)須賀川店



管轄署　・　事業所名称

ノーザンファーム天栄

(株)橋本組 (有)長谷川環境熱学

(有)浜尾畳商店 林精器製造(株)

(有)光トレーディング (株)ひまわり

特定非営利活動法人　ひまわり福祉会

ファイブ代行 福島空港公園事務所

福島県商工信用組合鏡石支店 福島県商工信用組合須賀川支店

福島県南酒販(株)広域流通部 福島県南酒販(株)郡山支店

福島県福島学園 福島スバル自動車(株)須賀川店

ふくしま中央森林組合岩瀬事務所 福島トヨタ自動車(株)須賀川店

福島トヨペット(株)須賀川店 福島日産自動車(株)須賀川店

(株)福島マツダ須賀川店 (株)福島ＬＩＸＩＬ製作所

福南環境整備(株) 福陽ガス(株)

藤島農機(株) フジフーズ(株)福島工場

双三光学塗装(株) 学校法人栄光学園認定こども園　ぶどうの木

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
タイヤサービス須賀川店

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
須賀川営業所

(株)ブリティッシュヒルズ (有)古川砂利店

平和郷管理(株)羽鳥管理事務所 紅食(株)

豊樹苑土木(株) (株)方南製作所

(株)峯伸電子 北東物産(株)郡山営業所

(株)星総合印刷 (株)ホテルサンルート須賀川

(株)毎日民報販売センター 特別養護老人ホーム　牧場の朝

(有)松川石店 (有)松田重機建設

松宮(株) 松本建設工業(株)

丸源道路(株) (有)丸三商店

丸光産業(株)丸光ケアサービス森宿 丸光産業(株)丸光ケアサービス須賀川支店

(有)丸守根本建設 (株)丸山製作所福島営業所

(株)水上パーツ商会 三菱食品(株)南東北支店



管轄署　・　事業所名称

みどり(株) みなみ代行

(株)ムサシノキカイ福島工場 武蔵野精機(株)

村越建設工業(株)

(株)明電舎 (株)メタルリサイクルＪＡＰＡＮ

(株)八木沼組 (株)やなぎ建設

山本電気(株) (有)山本農機店

(株)ユアテック須賀川営業所 (株)ＵＫ郡山支社

夢みなみ農業協同組合鏡石支店 夢みなみ農業協同組合東部支店

夢みなみ農業協同組合天栄支店 夢みなみ農業協同組合長沼支店

夢みなみ農業協同組合西袋支店 夢みなみ農業協同組合福祉センターすかがわ

夢みなみ農業協同組合すかがわ営農センター 夢みなみ農業協同組合大東支店

夢みなみ農業協同組合本店 夢みなみ農業協同組合岩瀬支店

湯本デイサービスセンター

(株)ヨウコウタイシャ
(株)ヨコハマタイヤジャパン福島カンパニー
須賀川営業所

(株)横山建設 (株)ヨシケイ福島

(株)吉田工務店 吉田産業(株)

(有)吉田総業 米屋企業(株)

(株)Ｒｉｓｅ

(株)ＬＩＸＩＬトータル販売郡山営業所 (株)Ｒｅ．Ｔｅｃｈ

緑土整備(有)宇津峰営業所

ロードメイク(株) ローレルバレイカントリークラブ

ワークセンター麦 和田精密歯研(株)福島営業所

和田装備(株) (株)渡辺建設

を組(株)

(株)アーネストワン白河営業所 (有)会田電気

公益財団法人会田病院 (株)あおき

(株)秋山建材 (株)浅川電設

白　　河　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(株)旭建設 (株)朝日ラバー福島工場

アズビル金門白河(株) (株)東リ－ス白河営業所

アネスト岩田(株)福島工場 (株)阿部工業

あゆり運転代行 ＡＬＳＯＫ福島(株)県南支社

アルファ機材(株) 安心代行白河営業所

医療法人あさひ会

(株)イイダ白河支店 いすゞ自動車東北(株)白河営業所

泉崎南東北リハビリテーション・ケアセンター （社会福祉法人）泉崎村社会福祉協議会

泉崎村役場 (有)泉産業

(株)ヰセキ東北白河中央営業所 (有)伊藤鈑金塗装工業

お食事処いやさか (株)イワキ

イワタニセントラル福島(株)

ヴェオリア・ジェネッツ(株)白河営業所 (株)ウエノ白河支店

(株)植松商会白河営業所 (有)魚しず

薄井建設工業(株) (株)内山自動車整備工業

(株)浦島通信

(株)エイジェック白河雇用開発センター (株)エービー白河工場

ＥＤＥＮ代行 (有)えびすや商店

(有)エビナ (株)エフバイオス白河事業所

(株)エムテック
社会福祉法人優樹福祉会地域生活サポートセンター
エル白河

特別養護老人ホーム　エルピスやぶき 遠藤工業(株)

（医療法人）櫻仁会 (有)大髙重機

（税理士法人）大手門会計 (有)大富建設

(有)太平鉄筋工業所 オープンハウス白河

(有)大和重機 (有)オカザキ電設

岡田電気産業(株)白河営業所 (有)オカノエンタプライズ

岡本工業(株)白河工場 (有)小河原建設

(株)小平建設工業 (株)オノヤ白河店



管轄署　・　事業所名称

老人保健施設表郷　聖・オリーブの郷

就労継続支援Ｂ型事業　甲子の里希望の家 居宅介護事業等　甲子の里希望の家逢和会

(株)カタノ 独立行政法人家畜改良センター

(株)兼子組 カメイ(株)福島支店白河営業所

(株)神林建設
(株)かんぽ生命福島支店白河郵便局かんぽサービス
部

(株)菊地組 (株)菊地測量設計

(株)キコー 岐阜プラスチック工業(株)福島工場

(株)共和建商

(株)クニヒロ・ホームテック (株)熊本工務店

グランドエクシブ那須白河 グリーンアカデミーカントリークラブ

(株)グリーンライフ 車田電気工事(株)

(株)グローバル創建

(株)京葉興業福島支店 (株)ケーイーティ

(株)ケーエフ工業 ケーエルエーテンコール(株)

ケミコン東日本(株)福島工場 医療法人社団健暉会

(株)建協測量設計 ケンサーチ(株)

福島県県南建設事務所 (株)県南自動車学校

(株)県南重機サービス 福島県県南地方振興局

県南生コンクリート(株) 福島県県南農林事務所

福島県県南保健福祉事務所

(株)コウシン (株)高速白河営業所

交通機動隊白河分駐隊
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)郡山支店
白河セールスセンター

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング(株)
白河セールスセンター

国立那須甲子青少年自然の家

こちや自動車工業(株) 五峰観光(株)

コマツカスタマーサポート(株) コマツ福島(株)白河支店

特別養護老人ホーム　小峰苑

(株)サイサン東北支店矢吹営業所 (有)佐川建材

(株)佐久間組 サクラケアラーしらかわ



管轄署　・　事業所名称

桜乳業(株)新白河工場 (有)佐藤建材金物センター

(株)サン・ベンディング白河 三金興業(株)

三友電設(株)白河営業所

ＪＡ共済連福島県南自動車損害調査サービスセンター (株)ＪＡサービス夢みなみ泉崎給油所

(株)ＪＡサービス夢みなみ本社 (株)ＪＡ東西しらかわファームサポート

ＪＡ夢みなみデイサービスセンターかしま (株)塩田建設工業

医療法人社団　慈泉会 白河学園　児童デイサービス事業所つぼみ園

(株)島倉システック 福島県社会福祉事業団太陽の国管理センター

特別養護老人ホーム寿光園
デイサービスセンター寿光園

(有)庄司新聞店

(株)城南 (株)常陽銀行白河支店

昭和電器(株) (株)白岩工務店

白河井戸ボーリング(株) (有)白河衛生社

学校法人東北カトリック学園　白河カトリック幼稚園 白河警察署

白河建設工業協同組合生コン工場 白河高原カントリークラブ

白河厚生総合病院 白河国際カントリークラブ

ＮＰＯ法人白河ゴルフ倶楽部 白河市表郷庁舎

白河市社会福祉協議会表郷デイサービスセンター 白河市社会福祉協議会大信デイサービスセンター

白河市社会福祉協議会東事務所 白河市社会福祉協議会白河市地域包括支援センター

社会福祉法人白河市社会福祉協議会 白河市大信庁舎

福島県立白河実業高等学校 白河自動車学校

白河市役所東庁舎 白河市役所

白河商事(株) 白河信用金庫

白河青果(株) 白河税務署

ホテル＆コテージ白河関の里 白河代行

白河地方広域市町村圏消防本部 白河地方リサイクルセンター

白河中央生コン(株) (株)白河電設

白河ハイテクサービス(株) 白河発電所事務所

医療法人社団恵周会　白河病院 (有)白河レッカー



管轄署　・　事業所名称

(株)自立支援生活介護研究所 信越エンジニアリング(株)東北事業所

信越半導体(株)白河工場 伸和建設(株)

(株)昇栄

(株)鈴木建業 (株)鈴木建設

(株)スズキ自販福島アリーナ白河 (株)鈴木砂利

鈴木土建工業(株) スズテック(株)

スパホテルあぶくま 住友ゴム工業(株)白河工場

住友生命保険相互会社福島支社白河西支部 住友生命保険相互会社福島支社白河東支部

住友生命保険相互会社福島支社白河泉支部

(株)セイビ 社会福祉法人清峰会　さざなみ学園

(株)積電工 セコム(株)白河営業所

千駒酒造(株) (株)ゼンショーライス

学校法人専念寺学園 全酪連購買生産指導部酪農技術研究所

(株)綜合企画 (株)ソウヤマ工業

(有)添田建設 損害保険ジャパン(株)白河支社

ＳＯＭＰＯケア白河訪問介護

(株)大紀アルミニウム工業所白河工場 特別養護老人ホーム大信「聖・虹の郷」

就労継続支援Ｂ型事業　大信やまゆり 大政興業(株)

大電産業(株)東北・北関東営業所 大東土建(株)

ダイハツ福島(株)白河店 太平ビルサービス(株)白河営業所

(株)大馬工務店 特定非営利活動法人　太陽

太陽測量設計(株) 髙田工業(株)

高田産商(株)白河営業本部 ダスキン白河支店

田村建材(株)白河営業所 ダンロップタイヤ東北(株)白河営業所

地域生活サポートセンターきらり (株)中央サービス白河営業所

(株)ツクイデイサービスセンター白河営業所 (株)辻由白河支店

ティエフオー(株)福島工場 (株)ディ・エム・シー白河工場

デイサービスセンターひまわり茶屋 デイサービスセンターひまわり



管轄署　・　事業所名称

(株)テクス福島白河営業所 (有)寺山輪業商会

(有)テレメディア東北 天神町デイサービスセンター

東亜道路工業(株)福島工場 東京海上日動火災保険(株)白河支社

東京コンピュータサービス(株)白河サービスセンター 東京第一ホテル新白河

東西しらかわ農業協同組合表郷支店 東西しらかわ農業協同組合西部営農センター

東西しらかわ農業協同組合中部営農センター 東西しらかわ農業協同組合矢吹中央支店

(株)同仁社ヘルスケア営業白河営業所 (株)東邦銀行白河支店

東邦薬品(株)白河営業所 東北アルフレッサ(株)白河支店

東北ガス(株) 東北送配電サービス(株)白河営業所

(株)東北たまがわ 一般財団法人東北電気保安協会白河事業所

東北電力ネットワーク(株)白河電力センター 東北ポール(株)白河工場

東北労働金庫白河支店 東陽電気工事(株)

トーモク(株)白河営業所 トーモク(株)白河本社

トーモク(株)ひまわりショップ トヨタエルアンドエフ福島(株)白河営業所

トヨタカローラ福島(株)白河店 トヨタ部品福島共販(株)白河営業所

(株)長尾鉱業 社会福祉法人中島村社会福祉協議会

中島村役場 (株)中商白河営業所

(株)中商白坂営業所 (有)永野造園

(株)中村組 南湖自動車学校

(有)難波平八郎商店

福島県立西郷支援学校 社会福祉法人西郷村社会福祉協議会

西郷村役場 学校法人西郷幼稚園

西白河地方森林組合 社会福祉法人西白河ライフケア会

日軽興業(株)東北事業所 (株)日建福島工場

日工技研(株) (株)日産サティオ福島白河店

日産部品福島販売(株)白河営業所 日産プリンス福島販売(株)白河店

(株)日仙産業 (株)ニッタ冷熱工業

日東レンタル(株)白河営業所 日本郵便(株)白河郵便局



管轄署　・　事業所名称

日本郵便(株)矢吹郵便局 (株)仁平電設

日本工機(株)白河製造所 日本実業(株)櫻泳スイミングスクール白河

日本伸管(株)白河工場 日本都市開発(株)白河事業所

ネッツトヨタ郡山(株)白河店 ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)白河店

根本設備(有)

農村健診センター

(株)バイタルネット白河支店 芳賀設備工業(株)

(株)長谷川機械製作所白河工場 (株)長谷部建設

(株)林養魚場 (株)バルカーエラストマー第２工場

(株)ハルミ (株)パレス

(株)ピーアンドケーカンパニー 東日本三菱自動車販売(株)白河店

(有)樋口建設 (株)桧家住宅白河展示場

向日葵運転代行 (有)ひらが

ビルド商事(株)

深谷圧送(有) (株)福島銀行白河支店

福島建機(株)白河支店 福島県商工信用組合白河支店

福島県道路公社 福島県南生活協同組合矢吹センター

福島県南土建工業(株) 福島県農業共済組合白河支所

福島県農業総合センター農業短期大学校 福島小松フォークリフト(株)白河営業所

福島森林管理署白河支署 福島スバル自動車(株)白河店

福島トヨタ自動車(株)白河店 福島トヨペット(株)白河店

福島日野自動車(株)白河支店 (株)福島マツダ白河店

福南自動車工業(有) 富士工業(株)白河事業所

学校法人藤田幼児教育学園 (有)ふじ電設

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
白河営業所

(株)富士薬品白河営業所

富士屋産業(株)
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
東北エリア福島地区本部白河営業所

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
ミスタータイヤマン矢吹

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
タイヤサービス白河店

古川車体工業(株) (株)プロジェクト・エー



管轄署　・　事業所名称

福島県立ふくしま医療センター　こころの杜

(株)平成工業 ベル運転代行

ホシザキ東北(株)白河営業所 (株)ホテルニュー日活

(株)堀川産業 (株)ホンダカーズ東白川南湖公園店

(株)ホンダカーズ福島白河金勝寺店 (有)本多自動車工場

社会福祉法人牧人会　白河めぐみ学園 (株)松本工務店

(有)丸十自動車工業 丸水白河魚市場(株)

(有)マルミ商会 丸光ケアサービス白河支店

(株)三石電機製作所 三井住友海上火災保険(株)白河営業支社

(株)ミツウロコヴェッセル東北南東北支店白河店 三菱製紙エンジニアリング(株)白河事業所

三菱ふそうトラック・バス(株)東北ふそう白河支店 (株)ミツヤマグリーンプロジェクト

医療法人緑桜会　緑が丘さくら診療所 (株)緑川産業

(株)南東北クボタ矢吹営業所・サービスセンター (株)南東北クボタ白河営業所

三益半導体工業(株)白河営業所 (株)宮崎工務所

ミライフ東日本(株)白河店

(株)メフォス福島第二事業部

本宮設備工業(有) (有)本柳自動車

(有)元湯甲子温泉

(有)矢田部車体工業 矢吹ゴルフ倶楽部

(株)矢吹自動車教習所 矢吹町教育委員会

社会福祉法人矢吹町社会福祉協議会 矢吹町役場

矢吹緑風園 (株)ヤマシタ

(有)山商 山田設備工業(株)

(有)山田旅館 (株)大和三光製作所

(有)山根設備 (株)鑓水砂利

ヤンマーアグリジャパン(株)矢吹支店

(株)ユアテック白河営業所
社会福祉法人優樹福祉会地域生活サポートセンター
フラット白河

夢みなみ農業協同組合白河営農経済本店 夢みなみ農業協同組合白河支店



管轄署　・　事業所名称

夢みなみ農業協同組合東支店 夢みなみ農業協同組合大信支店

夢みなみ農業協同組合西郷支店 夢みなみ農業協同組合中島支店

夢みなみ農業協同組合三神支店 夢みなみ農業協同組合しらかわ営農センター

夢みなみ農業協同組合泉崎支店

(株)ヨシケイ福島白河営業所 (株)吉野家ファーム福島

らふえる訪問看護ステーション白河

リコージャパン(株)マーケティング本部
福島支社白河事業所

(株)リンペイ白河営業所

レンゴー(株)福島矢吹工場

ロジスネクスト東北(株)白河支店

(株)ワークス 渡辺パイプ(株)白河サービスセンター

(有)ワタベ印刷所 ワン・ツー代行

ワンランドケア西郷

愛恵自立支援センター (有)青戸自動車整備工場

アクツフーズ(株) (株)アクレーテク・パワトロシステム

社会福祉法人浅川町社会福祉協議会 浅川町役場

朝日機工(株) アスター工業(株)

(株)東リース玉川営業所 (有)我妻自動車整備工場

あづまっぺ 福島県あぶくま高原道路管理事務所

アメニティ石川地方エコ・サービス協業組合 (株)アメリカ屋

(有)有松工務店

(有)五十嵐電設 学校法人石川義塾

社会福祉法人桜が丘学園石川共生園 石川警察署

(株)石川自動車教習所 石川消防署

石川地方環境クリーン協業組合 石川地方生活環境施設組合

福島県石川土木事務所 石川生コンクリート(株)

社会福祉法人石川町社会福祉協議会 石川町役場

(株)石川屋 (有)石森建設

石　　川　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(株)ヰセキ東北石川営業所 (有)井筒屋

(有)岩谷建設

(有)遠藤組 (有)遠藤建設工業

太田旅館 医療法人社団愛恵会　大野診療所

(有)大和田建設 (有)大和田工務店

(有)岡部商店 (有)オノカワ

(株)小浜組 (有)小山田産業開発

介護老人保健施設オルキス

かえる代行 学校法人掛田学園

(有)笠巻開発工業 (有)かたしき建設

特定非営利活動法人がんばろう会
(株)かんぽ生命保険福島支店石川郵便局かんぽサー
ビス部

(株)熊田建設 (有)熊田自動車整備工場

県南代行サービス

(有)小林建設 (有）コハラ組

(有)小針建設 (株)コムロ

(有)さいとう商会 (有)酒井養鶏場

(有)榊枝建材 (株)さがら

(株)佐川建設 佐川生コン(株)

(株)佐川林業 特別養護老人ホーム　さぎそう

(有)櫻井重機 特別養護老人ホーム　さくら荘

(有)佐藤鉄筋 (株)佐藤渡辺石川営業所

三進金属工業(株)福島工場 (有)産宝ファーム

(株)サンライフ

ＪＡ夢みなみ浅川支店 ＪＡ夢みなみ石川営農センター

ＪＡ夢みなみ玉川支店 ＪＡ夢みなみ平田支店

ＪＡ夢みなみ福祉センターいしかわ ＪＡ夢みなみ古殿支店

ＪＡ夢みなみ平田営農センター ＪＡ夢みなみ葬祭センター石川

ＪＡ夢みなみ石川支店 (有)塩田運輸



管轄署　・　事業所名称

塩田工業(株) 塩の沢温泉しおや

(株)志賀建設 (株)社会開発センター

(株)シンセイ

(有)末広 須賀川信用金庫石川支店

スズキアリーナ石川 (有)鈴木工業

鈴五建設工業(株) (株)鈴和

(有)関根建設 (有)瀬谷工業

(株)創誠

大同化工(株) 大同信号(株)浅川事業所

(有)ダイワ建設 (有)瀧口建設

(有)棚辺石材工業 (有)玉川興産

社会福祉法人玉川村社会福祉協議会 玉川村役場

(株)圓谷建設工業

(株)ＴＢＫ福島工場

東京精工(株) (株)東北鈴木

(株)東北電設工業 東北ミドリ安全工業(株)

東洋シャフト(株)福島工場 (株)トーホク・オカベ

医療法人麻仁会　とりごえ整形外科クリニック

(株)中井商店 (株)ナカジマ

中島病院 (有)仲田種苗園

(有)なかむら (株)中村建設工業

(有)南條庭石店

(株)西牧組 日本郵便(株)古殿郵便局

日本郵便(株)蓬田郵便局 日本郵便(株)石川郵便局

(有)二瓶建設 日信鉄筋工業(有)

(有)ハートフルながせ (有)橋本木材

(株)ヒラタ技研 ひらた中央病院

(有)平田通信工事 平田生コンクリート(株)



管轄署　・　事業所名称

社会福祉法人平田村社会福祉協議会 平田村役場

(株)福産建設 (株)福島エンヤ

福島県福島空港事務所 福島県中央家畜保健衛生所

福島県農業共済組合いわせ石川支所 福島県立石川高等学校

(有)福島砕石工業 ふくしま中央森林組合石川事務所

(有)古殿工業 社会福祉法人古殿町社会福祉協議会

古殿町役場 福島県立石川支援学校たまかわ校

福島県立石川支援学校

(有)ホテル松多屋介護事業所まつたや 母畑地区土地改良区

(有)曲山自動車整備工場 (有)マシコ総業

(有)マルニ工芸 (株)松﨑産業

水谷工業(株) (有)水野林興

南東北春日リハデイ石川 (株)南東北クボタ石川営業所

(株)三森建設

(有)ムカイ電設

(株)八幡屋 (有)山叶鉄筋工業

(株)八巻工業 ヤマダ自動車(株)

(株)吉田軌道工業 (有)蓬田自動車整備工場

(株)蓬田電子

ルーフ石井（有）

(有)和光土建

旭屋 油善(株)

特定非営利活動法人周－Ａｍａｎｅ－

井坂設備（株） (有)いしぐろ

イワタニセントラル福島(株)棚倉営業署

（有）ウッド福生

ＳＭＣ（株）矢祭工場 (有)エルミー企画

棚　　倉　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

（有）奥州造園土木 岡本工業（株）精密加工事業部塙工場

岡本工業(株)福島作業所 （株）押田製材所

（株）かねかわ （株）カンスイ

（株）カンスイ棚倉支店 （株）神田製作所

（株）キコー棚倉営業所

（有）熊田組 （株）グリーンサービス福島

（株）顕幸棚倉店 県南建設（株）

福島県県南農林事務所森林林業部

（株）後藤工務店 小松重機土木（有）

（有）酒井電設 佐川建設（株）

佐藤建設（株） （株）さのや

社会福祉法人鮫川福祉会　鮫川たんぽぽの家 鮫川村教育委員会

社会福祉法人鮫川村社会福祉協議会 鮫川村役場

（株）シーズ （株）シーズオート

（株）シーズ石油事業部 ＪＡ東西しらかわ東部営農センター

福島県立修明高等学校 （有）新富家

(有)陣野林業

すずき建材土木（株） （有）鈴木銃砲火薬店

（株）スズキ製作所塙工場 （有）スズキ造花店

（有）スズキ木材

成洋産業（株）東北営業所 関根軌道工業（株）

（有）そうだ

（株）大国屋 高田産商（株）

(株)辰己屋 棚倉開発（株）

棚倉警察署 （株）棚倉自動車学校

棚倉森林管理署 社会福祉法人棚倉町社会福祉協議会

棚倉町役場 （有）田部林業

（株）田村組



管轄署　・　事業所名称

（有）常豊工務店 常松電機商会

医療法人社団青秀会デイサービス絆 (株)テクニカルタテノ

東西しらかわ農業協同組合塙支店 東西しらかわ農業協同組合本店

東西しらかわ農業協同組合鮫川支店 東西しらかわ農業協同組合棚倉支店

東西しらかわ農業協同組合矢祭支店 東白衛生組合

東白工業（株） 東白商事（株）

東白代行

（有）生田目工務店

日本郵便(株)棚倉郵便局 日本郵便(株)塙郵便局

日本精工(株)福島工場 日本フィールド・エンジニアリング(株)棚倉支所

根本家具店

(有)芳賀モーター商会 (有)はなよし

はなわ育成園 塙急送

福島県厚生農業協同組合連合会塙厚生病院 (有)塙自動車整備工場

(株)はなわ電気工事 社会福祉法人塙町社会福祉協議会

(株)塙町振興公社　湯遊ランドはなわ 塙町役場

(株)バルカーエラストマー

東白川郡森林組合 社会福祉法人東白川福祉会

光建設(株) (株)ヒロト

深谷建設(株) (有)福島建設

福島県棚倉土木事務所 協業組合福島県南環境衛生センター

藤井商店 （株）藤建技術設計センター

（株）藤田組 藤田建設工業（株）

藤田燃料（株）
ブリヂストンタイヤセンター北日本（株）ミスタータイヤ
マン棚倉

（有）古市石油店

（株）星電設 （株）星電設棚倉営業所

社会福祉法人堀川愛生園 （株）ホンダカーズ東白川

（株）本多土建



管轄署　・　事業所名称

真名畑林業（有） 丸光電気（株）

（株）水戸グリーンサービス福島営業所 緑川建材工業（株）

緑川建設（株） （株）南東北クボタ棚倉営業所

（株）三森電機

（株）森建設 森本建設（株）

（株）やすらぎの杜 八幡砿業（株）

矢祭建設（株） 一般財団法人矢祭振興公社ユーパル矢祭

社会福祉法人矢祭町社会福祉協議会 矢祭町デイサービスセンター舘山荘

矢祭町役場 八溝マテリアル（株）

社会福祉法人矢祭福祉会　ユーアイホーム 湯座建設（株）

ユニ・チャームプロダクツ（株）福島工場 （有）ユニフーズ

ラブ運転代行サービス塙営業所

（株）ルネサンス棚倉

医療法人明孝会青山医院 （株）秋田組

（株）アクアクララ東北福島営業所 旭鉱末(株)神俣工場

旭砿末資料合資会社新滝根鉱山 あぶくま更正園

（株）アミゼ 新井ハガネ(株)

飯岡工業（株） （有）石井産業

（有）石井自動車工業 （有）石井電気工事

（株）石覚組 石橋ハマプラス（株）

（有）石昌建材 いずみ運転代行

（株）泉建設 （株）ヰセキ東北滝根営業所

一八興業(株) （有）伊藤興業

イハラ建成工業（株）郡山事業所

うめぼし運転代行 （有）浦川工務店

(有)衛生処理工業 （株）エクストエンジニア

ＮＯＫフガクエンジニアリング（株）東北工場 （株）榎本組

田　　村　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

Ｌ－ＣＵＢデイサービス三春 （株）エンジン

大内自動車工業 大橋機産（株）

(有)大畑屋食品 （株）大和田工務店

（株）大和田設備工業 奥越部品（株）福島工場

福島県立小野高等学校 （有）小野寺斧六商店

社会福祉法人小野町社会福祉協議会 小野町地方総合病院企業団

小野町役場 （株）オブトネクサス

（有）開宝花の湯 片倉コープアグリ（株）

特定非営利活動法人かたつむり 割烹加賀

勝山板金工業(株) （有）カトウノ興業

蒲生工業（株） （有）川合精肉店

川口内燃機鋳造（株）福島工場 (株)環境土木

（株）神成興業 かんの（株）

（株）菊川屋 （株）菊地建設

（株）くさの （有）久保田建装

（株）久保屋ハイパーステーション三春 （有）熊谷鉄筋

クリーンガスタムラ（株） グリーンレンタル（株）三春営業所

（有）桑原コンクリート工業

（有）慶々飯店 医療法人健山会

小町代行 (株)近野左官工業

在宅介護センター陽だまり訪問看護リハビリステー
ション

佐壱組

（株）齊藤組 斉藤下の湯

相楽エクスプレス (有)サキダス

（株）サクデン (株)佐久間林業

（株）桜田工業 （有）佐々木商店

（有）山峽園 三共精粉（株）福島事業所

（株）三立設備 三和工業（株）

三和工業（株）船引事業所



管轄署　・　事業所名称

(株)ジェイウィンドサービス郡山布引事業所桧山事務
所

(株)ＪＡ福島さくら協同サービスたむら支所

（株）清水商店 医療法人崇敬会

秀和建設（株） 松月堂本店

（株）白石総合商事 （株）白石モータース

（有）白岩モーター商会 白土工業(有)

シルク代行 (株)しんしん

（株）伸ちゃん牧場 （株）伸和商会

(有)信和創建

（株）助川土木 （有）鈴木建築店

（有）鈴木自動車整備工場 （株）鈴船建設

(有)鈴和電機工事店

セレモニーホール青雲滝根斎場 （有）先崎組

(株)仙台グリーンターフ福島営業所

(株)ダイフクコーポレーション （株）太平電業社

タイヤランド船引 （有）高柴建設

（有）高橋建材工業 （株）高橋建設

（有）高柳自動車整備工場 滝根行政局

介護老人保健施設滝根聖・オリオンの郷 （有）滝根産業

（有）武田建設 （株）タツミ電工

辰巳屋商店 多機能型事業所田村

田村エンジニアリング（株） （株）タムラクリーンサービスダスキン田村時ノ宮支店

田村警察署 田村警察署小野分庁舎

田村高等学校 田村産業（株）

田村市大越行政局 田村市社会福祉協議会大越指定通所介護事業所

田村市社会福祉協議会滝根通所介護事業所 社会福祉法人田村市社会福祉協議会

田村市社会福祉協議会常葉指定通所介護事業所 社会福祉法人田村市社会福祉協議会常葉支所

田村市上下水道局
一般財団法人田村市滝根観光振興公社星の村ふれ
あい館

一般財団法人田村市滝根観光振興公社あぶくま洞 （株）田村自動車教習所



管轄署　・　事業所名称

(株)田村市常葉振興公社 田村市都路行政局

田村市役所 田村消防署

田村市立都路診療所 田村森林組合

田村地方衛生処理センター 田村農業普及所

（株）中央電業社

月星商事（株）福島支店

デイサービスセンターきずな

東新電気工業（株） (株)東北エコークリーン

（株）東友建設 東洋育成園

常葉行政局 トップサービス

富岡工業（株）

(有)中野土木 （有）中屋商店

なごみの里ケアプランセンター なごみの里デイサービスセンター

なつい運転代行

（株）西向建設工業 西山産業（株）

(株)ニッコクトラスト田村市学校給食センター （有）日秀建設

日東粉化工業（株）福島工場 日本郵便(株)三春郵便局

日本郵便(株)船引郵便局 日本郵便(株)小野新町郵便局

日本化学工業(株)福島第二工場
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研
究開発部門福島研究開発拠点福島環境安全センター

ＮＯｅＬ運転代行

(有)箱崎商店 (有)橋本工業

(有)橋本設備 (有)橋本農機商会

(有)八文字屋 ハツラツ運転代行

(有)はやま農場 (株)春山建工社

備北粉化工業(株)福島工場 (有)ビルドワークイシイ

フィード・ワン(株) ブイエス科工(株)

(株)福石石材 ふくしまクリーン事業工事所

福島県環境創造センター 福島県商工信用組合常葉支店



管轄署　・　事業所名称

福島県動物愛護センター 福島県農業共済組合郡山田村支所田村出張所

福島さくら農業協同組合常葉支店 福島さくら農業協同組合船引支店

福島さくら農業協同組合三春支店 福島さくら農業協同組合小野支店

福島さくら農業協同組合中部営農経済センター 福島さくら農業協同組合東部営農経済サブセンター

福島さくら農業協同組合西部営農経済センター 福島さくら農業協同組合南部営農経済センター

福島さくら農業協同組合畜産センター 福島さくら農業協同組合ふたば地区本部

福島さくら農業協同組合桜支店 福島さくら農業協同組合たむら統括センター

福島スバル自動車(株)田村店 ふくしま中央森林組合都路事業所

ふくしま中央森林組合小野事業所 福島日産自動車(株)船引店

福浜大一建設(株)三春支社 (有)藤倉建設

富士工業(株) 双葉砕石工業(株)船引支店

船引公民館 特別養護老人ホーム船引こぶし荘

船引北部指定通所介護事業所 ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)たむら店

(有)平和土建 (株)ベストマネジメント

(株)ベルアビエ

(株)芳三工業 (有)北斗工業

北部通信工業(株)船引工場 (有)ホシノスイミングスクール

(株)本田工業 本田設備工業(株)

(株)ホンダ四輪販売南・東北Ｇｌｏｓｓ福島田村センター

前田・田中・福浜大一ＪＶ小塚トンネル作業所 (株)誠工業

（有）増子商店 （株）マシコリサイクルセンター

（有）松崎工業 (有)松本技研

マルコ代行 （株）マルシン

マル武建設工業（株） （株）ＭＡＲＵＷＡ　ＱＵＡＲＴＺ

三ツ美屋旅館 みどり商事（株）

（有）みなと葬祭社 （株）みなみ建設

（株）南東北クボタ田村営業所 （株）南東北クボタ小野町営業所

南東北たばこ耕作組合 三春自動車工業（株）



管轄署　・　事業所名称

（株）三春集報社 三春デイサービス機能訓練センター

三春土木事務所 三春の里田園生活館

三春町立三春病院 社会福祉法人三春町社会福祉協議会

三春町役場 学校法人三春学園　三春幼稚園

社会福祉法人田村福祉会特別養護老人ホーム
都路まどか荘

（株）都路林産開発

三輪電設工業(株)

（有）武藤工務店 （有）宗像清商店

（株）宗形工務店 （株）ムナカタ総業

村さ来小野町店

（株）メンテナンス

（有）柳沼電工 （株）柳沼板金店

矢部工業（株） （有）山野辺工務店

（有）やわらぎ乃湯

(株)ユーラステクニカルサービス福島事業所 湯沢温泉新湯新富館

湯沢温泉元湯湯沢荘

（株）ヨシケイ福島田村営業所 （株）吉田組

吉田建設工業（株） （株）吉田重機工業

吉田電工（株） （株）吉田土建

リハビリセンターさくらの里 （株）リフレクシダ

ＹＣＧ福島（株） ＹＵＵ

学校法人若草学園 (有)若松屋

（有）ワタショウ （株）渡伝組

（有）渡辺組 （株）渡辺建設

(株)渡辺工業

(有)相木電設工業 アイコ自動車運転代行

会津圧接工業(有) 会津アローガスサービス

会津インターナショナルスイミングスクール （株）会津エルピーガス供給センター

会　　津　　若　　松　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

会津エルピーガス保安協同組合 会津オリンパス（株）

会津ガス（株） （株）会津カーセンター

医療法人癒水会　会津クリニック 特別養護老人ホーム会津敬愛苑

（株）会津迎賓館寿司万 （株）会津建販

社会福祉法人会津児童園 会津自動車工業（株）

会津自動車学校 会津信用金庫

会津森林管理署 会津清掃（有）

会津大建加工(株) （株）あいづダストセンター

（有）会津畜産 福島県会津地方振興局

一般財団法人温知会　会津中央訪問看護ステーショ
ン

会津中央運転代行

会津中央浄化槽維持管理協同組合 会津中央自動車教習所

（有）会津中央商事 （有）会津中央青果

一般財団法人温知会　会津中央病院 社会福祉法人会津長寿園

会津鉄道（株） （株）会津電気工事

会津天宝醸造（株） 会津電力工事（株）

会津土建（株） 会津土地建物（株）

会津トラベルサービス（株） 医療法人明精会　会津西病院

会津日石販売（株） 福島県会津農林事務所

会津乗合自動車（株）車検工場 会津パッケージ（株）

（有）会津バッテリー商会 （株）会津磐梯カントリークラブ

（株）会津防災設備センター 社会福祉法人会津報徳会

(有)あいづ保険企画 福島県会津保健福祉事務所

（有）あいづ松川 （株）會津松本

（有）会津丸三大野原工場 （株）会津丸水

会津丸善水産（株） 会津美里消防署

会津美里町一般廃棄物協業組合 社会福祉法人会津美里町社会福祉協議会

会津美里町役場本庁舎 会津美里町役場建設水道課

会津三菱自動車販売（株） 指定居宅介護支援事業所会津みどりホーム



管轄署　・　事業所名称

会津みどりホームデイサービスセンター
社会福祉法人博愛会あいづ南花畑デイサービスセン
ター

会津宮川土地改良区 会津メンテ（株）

会津ヤクルト販売（株） 会津よつば農業協同組合

会津よつば農業協同組合河東支店 会津よつば農業協同組合高田支店

会津よつば農業協同組合新鶴支店 会津よつば農業協同組合本郷支店

会津よつば農業協同組合美里営農経済センター 会津よつば農業協同組合北会津支店

会津リース（株） （株）会津リハビリテーション研究所

会津リブ工業（株） 社会福祉法人会津療育会

学校法人中沢学園　会津若葉幼稚園 会津若松警察署

会津若松警察署会津美里分庁舎 福島県会津若松建設事務所

会津若松ザベリオ学園 会津若松再生資源協同組合

会津若松市上下水道局 会津若松市建設部道路課

会津若松市一般廃棄物協業組合 会津若松市教育委員会

会津若松市市民部廃棄物対策課
社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会
河東支所

社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会
北会津支所

社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会

会津若松市水道サービス(株) 会津若松市役所

会津若松市役所北会津支所
会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部
会津若松消防署

会津若松商工会議所
会津若松地方広域市町村圏整備組合
会津若松消防署城南分署

会津若松市若松第４地域包括支援センター 会津若松税務署

会津若松地方森林組合 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部

会津若松郵便局かんぽサービス部 アイネット（株）

（有）会和工務店 （株）青木架設工業

北陸地方整備局阿賀川河川事務所 あかべこ代行

（有）芦の牧不動館 秋山ユアビス建設（株）

（株）アクーズ会津 明田商事（株）

浅沼産業(株) 旭運転代行

（有）旭屋桜井商店 （株）アサンテ会津営業所

（有）芦ノ牧グランドホテル （株）飛鳥



管轄署　・　事業所名称

アストモスリテイリング(株)東北カンパニー会津営業所 （有）安達水道工業所

（有）アート商会 阿部商事（株）若松営業所

天野商事（株） アライ（株）

（株）新井組会津若松支店 荒川産業（株）アマルク会津一ノ堰

荒川産業（株）環境開発事業部 ＡＬＳＯＫ福島（株）会津若松支社

（株）安西商会 安心運転代行

（有）飯豊産業 (有)イガラシ工業

（株）石堂園茶舗 いすゞ自動車東北（株）福島支社会津支店

（株）ヰセキ東北高田営業所 一番

（株）一矢建設 （株）一休さん大黒堂

（株）伊藤園会津支店 イトウ工業（株）

（株）猪俣会計センター （有）今井建材

入澤泌尿器科内科クリニック 入三鋼材（株）

（株）岩村製餡工場 （株）岩本鉄工所

（株）イング工業

ヴェオリア・ジェネッツ(株)会津若松営業所 （株）ウエノ南東北営業部会津支店

（有）ウシキボデー （有）内川水道工業

うわさの代行 運転代行２４

運転代行メロンメロン 運転代行Ｒｅｄ．Ｂｕｌｌ

江川建設工業（株） （株）エクシオモバイル東北支店福島技術センタ

エスアイ（株） ＳＫ運転代行

（株）エスティ （株）江戸屋

（株）エヌ・エス・シー (株)エヌエスシー法人事業部

（株）ＮＴＴ東日本－東北
ＥＮＥＯＳグローブエナジー（株）
南東北支社福島支店

ＭＲＢ建設工業（株） （株）エルタス東北会津若松サービスセンター

遠藤久税理士事務所

扇町自動車学校 大江戸温泉物語（株）東山グランドホテル

大江戸温泉物語（株）あいづ （株）大川荘



管轄署　・　事業所名称

大川土木工業（株） 大嶋工業（株）

大竹建設工業（株） （有）大民屋

（有）小沼建設工業所 （株）オノギ食品

（株）小野屋 （株）小野屋漆器店

オリックス・ホテルマネジメント（株）御宿東鳳 （有）オール物産

（有）介護福太郎 （株）カークリーン会津

（株）片桐工業 （株）カナモト会津営業所

（株）金堀重機 （有）カネマン

（有）紙屋商店 （有）川嶋厨房設備

（有）川島林業 川添興業(株)

（株）環境建設若松支店 （株）菅家電機

カンケンテクノ(株) ＫＡＮＤＡ運転代行

（株）菅野 (株)ガスパル東北会津若松販売所

（有）菊高工業 菊地種苗（株）

(株)キステム会津営業所 北日本印刷（株）

（株）北日本金型工業 北日本石油（株）郡山支店会津直売課

（有）きねむち工業若松営業所 木下工業（株）

（株）君工務所 木村建設（株）

（有）木村産業 （有）教育評価研究社

（株）共生真宮工務センター （株）共立土建

協立塗料（株）会津営業所 協和機設(株)

（有）共和重建 （株）共和測量設計

協和燃料（株） (株)銀河警備保障本社

銀のさら会津若松店

（株）くつろぎ宿 (株)窪田工業

（株）ｃｌｕｓｔｅｒ （株）グリーセス

介護老人保健施設グリーンケアハイツ グリーンレンタル（株）会津営業所

栗城林業（株） （株）クリタ



管轄署　・　事業所名称

（株）栗林商店 グローバルアドバンストメタルジャパン(株)会津工場

（有）黒沢重機土建

（株）ケアネット会津サービスセンター ケロッピー代行

（株）顕幸 (株)建設マネジメント北陸新潟支店会津若松営業所

（株）小泉東北会津営業所 （株）興栄設備

（株）高速会津営業所 高速道路交通警察隊会津分駐隊

（有）広大 交通機動隊会津若松分駐隊

（株）江東微生物研究所郡山支所会津営業所 生活協同組合コープあいづ共同購入センター

東日本旅客鉄道(株)郡山保線技術センター
会津若松エリアセンター

コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
会津セールスセンター

コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング(株)
会津セールスセンター

特定非営利活動法人こころのさと

コジマ建設工業(株) 学校法人白梅認定こども園子どもの森

ＫＯＢＡ代行 学校法人こばと幼稚園

小林自動車整備工場 障がい福祉サービス事業所コパン・クラージュ

コマツカスタマーサポート(株)東北カンパニー
建機レンタル福島営業部会津支店

コマツ福島(株)会津支店

小松物産(株)会津営業所 (有)金野工業

(有)斎藤工務所 (有)斎藤鉄筋工業

(株)栄町オサダ事務機センター (株)サクライさくら運転代行

社会福祉法人桜ヶ岡福祉会 (有)佐島屋印刷所

さとう運転代行 (株)佐藤クリーニング

(株)佐藤クリーニングホワイト急便会津工場 (株)佐藤工務店

(株)佐藤総業 (株)サトー商会会津営業所

(有)三栄機工 サンキュー運転代行

(株)サンケイプロ (有)三光電気

サンセイ医機(株)会津営業所
サントリービバレッジサービス(株)東北営業本部
会津支店

(株)サン・ベンディング福島会津営業所 (有)サンユーサービス

三洋印刷(株) (株)三義漆器店

(株)サンライズ 三立あおい生コン(株)

三立道路(株)



管轄署　・　事業所名称

(株)シーアールエスコーポレーション (株)ジー・エス・ピー

(株)ＪＡ会津よつば総合サービスガスセンターあいづ (株)ＪＡ会津よつば総合サービス北部給油所

ＪＡ会津よつばデイサービスさくら ＪＡ会津よつば福祉支援センターみどり

ＪＡ会津よつばふれ愛センターみどり ＪＡ共済連福島自動車部会津ＳＣ

(株)ＪＡライフクリエイト福島会津営業所
Ｊ－ＰＯＷＥＲテレコミュニケーションサービス(株)情報通信事
業統括部東日本支店仙台営業所会津若松事業所

学校法人慈光学園 特別養護老人ホーム　枝雪零苑

しなのき新横東 しなのき西七日町

(株)篠竹工務店 (株)シバタインテック会津営業所

(株)シビルディング大喜 (株)渋川工務店

(株)シマキュウ会津営業所 (株)ジャパンビバレッジ東北会津支店

障がい福祉サービス事業所コパン (株)常陽銀行会津支店

昭和観光(株) 社会福祉法人白百合会

自立支援事業所あいの里 (株)新城酒店

(株)新誠テック (有)新星モーター商会

(株)神保 伸和住宅(株)

末廣酒造(株)博士蔵 (株)スズキ自販福島会津営業所

鈴木綜合建設(株) 鈴木土建(有)

(株)スズケン会津支店 (有)スズコウ

(株)スズコウエンジニアリング (株)スズトメ

スターティアリード(株)会津支店 住友不動産(株)新築そっくりさん会津営業所

(有)関ビジネス セコム(株)会津若松営業所

ゼネラルオート(株) 仙建工業(株)会津若松出張所

仙建工業(株)会津若松営業所
全国農業協同組合連合会福島県本部会津営農事業
所

(株)セントラル設備

総合福祉スピリチュアルヴィレッジ (株)素対館

損害保険ジャパン日本興亜(株)福島支店会津支社

第一清掃(有) 第一通信工業(株)会津工場

第一モーター(株) 第一緑化工業(株)



管轄署　・　事業所名称

(株)ダイエツ タイガー自動車(株)

(株)大協プロパン瓦斯商会 大黒堂紫雲閣亀賀ホール

(株)ダイサン食材会津若松営業所 (株)第四北越銀行会津支店

(株)大成農業サービス 大東建託(株)会津若松支店

大東建託パートナーズ(株)会津若松営業所 ダイハツ福島(株)会津店

太平ビルサービス(株)会津営業所 タイヤランド北会津

(株)大凜総業 (株)台和会津営業所

髙瀬物産(株)会津営業所 (株)高田燃料

髙橋左官工業(株) (株)高橋春雄商店

(株)タカムラ会津若松営業所 滝澤木材(有)

(株)タケウチパーツ 一般財団法人竹田健康財団

武田土建工業(株) (株)タケドケン

社会福祉法人たちあおい 田中建設工業(株)

(有)谷井鈑金工業所 玉川エンジニアリング(株)

(株)たまのや会津事業部 ダンロップタイヤ東北(株)

(有)千葉産業

通研電気工業(株)福島支社会津事業所 (株)塚原金物

(株)ツクイ会津営業所 ツクイ会津金川町

ツクイ会津古川町 つばさ運転代行

ツルカメ建設(株)

(株)ティエムシー デイサービスセンターえんじゅ

一般財団法人温知会　デイサービス多生苑 デイサービス楽楽みさと

(株)テクス福島若松営業所 (株)デバイス

社会福祉法人温知福祉会特別養護老人ホーム天生

藤会建設(株) 東亜テクニカル(株)会津若松事業所

(有)桃苑商事 東開クレテック(株)会津支店

東京海上日動火災保険(株)会津支社 東協設備(株)

東京電力リニューアブルパワー(株)猪苗代事業所 東京電力ホールディングス(株)福島補償相談センター



管轄署　・　事業所名称

東京パワーグリッド(株)浜通り電力所猪苗代事務所 東鉱商事(株)会津営業部

燈尚物産(有)会津営業所 (株)同仁社ヘルスケア営業会津営業所

東電通アクセス(株)会津センタ (株)東部

(株)東邦銀行会津支店 (株)東邦銀行会津一之町支店

東邦工業(株) 東邦自動車(株)

とうほう証券(株)会津支店 東邦薬品(株)会津営業所

東北アルフレッサ(株)会津支店 (株)東北入谷まちづくり建設

東北化成(株) 東北三愛石油(株)

東北自然エネルギー(株)会津事業所 東北送配電サービス(株)会津若松営業所

一般財団法人東北電気保安協会若松事業所
東北電力ネットワーク(株)会津若松電力センター（旭
町）

東北電力(株)会津発電技術センター
東北電力ネットワーク(株)会津若松電力センター(東栄
町）

東北電力(株)会津若松支社 東北日紅(株)会津支店

東北発電工業(株)会津支社
東北ミサワホーム(株)福島支店郡山営業部会津営業
課

(株)東北ライン 東北労働金庫若松支店

学校法人東明幼稚園 (株)トークス会津警備センター

(有)トータルビルサービス (株)都市塗装

とまと運転代行 巴産業(株)会津若松支店

トヨタエルアンドエフ福島(株)会津営業所 トヨタカローラ福島(株)会津店

トヨタカローラ福島(株)城北店 (株)トーホク

(株)ナカジマ会館 永島建設(株)

名倉山酒造(株) 那須電機鉄工(株)会津工場

(株)成田 (有)成田商事

(株)成田木材建設 成田幸生商店

(株)南会西部建設コーポレーション (株)南進測量

(有)新井田ボデー商会 (有)西原建設工業所

ニチイケアセンター門田 ニチイケアセンターわかまつ

日産部品福島販売(株)会津営業所 日産プリンス福島販売(株)会津店

日産プリンス福島販売(株)オートピア会津 日章重機(株)



管轄署　・　事業所名称

日新火災海上保険(株)会津若松サービス支店 日新館スイミングスクール

日本年金機構会津若松年金事務所 日本郵便(株)会津若松郵便局

日本郵便(株)会津本郷郵便局 日本郵便(株)広田郵便局

日本郵便(株)新鶴郵便局
一般社団法人日本自動車販売協会連合会
福島県支部会津地区車庫証明センター

日本精測(株) (有)日本道路切断会津

日本郵便(株)会津高田郵便局 (株)二丸屋山口商店

(株)ニュー松島（庄助の宿瀧の湯） (有)にんじん湯吹上荘

(有)沼木モーター商会

(株)ネクスコ・エンジニアリング東北会津若松事業所 (株)ネクスコ・メンテナンス東北会津若松事業所

ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)あいづ千石店 ネッツトヨタ福島(株)会津店

特別養護老人ホームハーモニーハウス (株)バイタルネット会津支店

ハイテックサービス(株) (株)萩生田電設

服部コーヒーフーズ(株)会津若松営業所 (株)ハッピーケア会津支店

ハッピー代行
特定非営利活動法人ハッピーロード
美里デイサービスセンター

(株)パティズ 花春酒造(株)

馬場鉄筋 (株)パパまるハウス会津支店

(株)ハヤオ 林

ハラダ製茶販売(株)催事センター会津 (有)坂内工業

(株)ピーアンドエム 共働作業所ピーターパン

ピーターパンデイサービスセンター ＢＰ会津

東行仁幼稚園 東日本高速道路(株)東北支社会津若松管理事務所

東日本電気エンジニアリング(株)
会津若松サービスセンター

東日本フード(株)会津営業部

東日本三菱自動車販売(株)会津店 東山パークホテル新風月

(株)光電設 光塗装(株)

日立建機日本(株)会津営業所 (株)ピック

(株)平山工務所

フェニックス工業(株) 社会福祉法人若樹会ふくしの家

(株)福島銀行会津支店 (有)福島空調システム



管轄署　・　事業所名称

福島県赤十字血液センター会津出張所 福島県南酒販(株)会津支店

公益財団法人福島県保健衛生協会
会津地区センター

福島小松フォークリフト(株)会津営業所

福島産業(有) 福島スバル自動車(株)会津店

(株)福島中央鶏卵市場 福島タカラ電気工業(株)

福島トヨタ自動車(株)会津店 福島トヨタ自動車(株)会津南店

福島トヨペット(株)あいづ門田店 福島トヨペット(株)あいづ一箕店

福島日産自動車(株)会津神指店 福島日産自動車(株)会津城南店

福島日産自動車(株)会津一箕町店 福島日石(株)

福島日野自動車(株)会津営業所 (株)福島ビルテック会津営業所

(株)福島マツダ会津若松店 福島民報社会津若松支社

福島リコピー(株)会津支店 福島冷販センター(株)会津営業所

福陽興業(有) (株)藤建設

(株)富士工業商会 富士ゼロックス福島(株)会津営業所

富士電材(株)会津支店 (有)伏見荘

(株)富士薬品会津営業所 武州製薬(株)会津工場

(有)舟木電気工事 (株)舟山商店若松支店

社会福祉法人温知福祉会プリスクール水輝 ブリヂストンタイヤ会津販売(株)

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
東北エリア福島地区本部会津営業所

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)
タイヤサービスアピオ店

ペービックアイヅ(株)

(有)帆刈工務所 北進自動車部品(株)会津支社

北斗印刷(株) (株)北斗測量設計社

(株)保志 ホシザキ東北(株)会津営業所

(有)星設備工業所 (株)ホシノ

(株)ホッコー産業 ほっとハウスやすらぎ

(株)ホテルニューパレス 堀井建設(株)

(株)ホンダカーズ福島会津若松店 (株)ホンダカーズ福島会津インター店

(株)ホンダカーズ福島会津一箕町店

(株)マイム (株)米夢の郷



管轄署　・　事業所名称

(株)マコト精機 松浦商事(株)

(有)松坂屋商会 まっちゃん代行

(有)眞鍋建材産業 (株)丸栄通信

(株)丸共青果 丸三証券(株)会津支店

(株)丸庄工務所 (有)マルシン設備

丸善商事(株) (株)丸秀組

丸光ケアサービス会津若松支店 (株)丸峰観光ホテル

(有)丸守建設 丸和食品(株)会津営業所

みさと運転代行 美里建設工業(株)

(株)みずほ銀行会津支店 (有)溝呂木建設

三井住友海上火災保険(株)会津支社 (株)三橋商会

三菱ふそうトラック・バス(株)東北ふそう会津支店 (株)南東北クボタ会津若松営業所

(株)南東北クボタ高田営業所 巳ノ瀬建設工業(株)

特別養護老人ホーム　宮川荘 宮川荘居宅介護支援事業所

(有)美好館 (株)ミライト・ワン

(有)民芸処番匠 (株)美里産業

明治けんこう宅配便会津店 (有)目黒組

(株)目黒工業商会 (株)メッカ

(株)メディセオ会津支店

八ッ橋設備(株) (有)山口サッシ

(株)山新商店 (株)山空林業

(有)山大 ヤマト環境開発(株)

(株)大和工業 (株)ヤマト測量設計

山ノ井ホールディングスＭ・Ｅ・Ｔ事業部 山平会津若松青果(株)

山本商事(株)
ヤンマーアグリジャパン(株)会津アグリサポートセン
ター

ヤンマーアグリジャパン(株)若松支店

(株)ユアテック会津営業所 ＵＤトラックス(株)会津カスタマーセンター

(株)ユートス福島支社会津事業所 (有)友和電設



管轄署　・　事業所名称

(株)雪包装 社会福祉法人鶴翔会　ゆきわり荘

(株)弓田建設 (株)ユミタライフサポートサービス

(株)ヨコハマタイヤジャパン福島カンパニー
会津若松営業所

(株)横山組

(有)横山鉄工所 吉川建材産業(株)

(株)ヨシケイ福島会津若松支店 (有)吉田骨材店

(株)吉田セメント工業会津営業所 吉原産業(株)

ライフエージェント(株)Ｋ－ｆｉｔ倶楽部Ｋ－ｆｉｔ会津 介護老人保健施設　ライフケア鶴賀

酪王協同乳業(株)会津営業所 (株)ライン

(株)リードエレテック (株)リオン・ドールコーポレーション

(有)リキ土建 (株)ＬＩＸＩＬトータル販売

リコージャパン(株)マーケティング本部
福島支社会津事業所

リズム(株)会津工場

(株)リプロ会津若松事業所 社会福祉法人賢心会　りんどうの家

(株)レイバーサポートシステム

(株)若郷 若新建設(株)

(有)若武商店 若松ガス(株)

若松ガス(株)駅前充填所 (有)若松環境衛生センター

(株)若松魚類 若松測量設計(株)

若松ボデー(株) (株)ワキムラ塗装店

(有)ワシオ商会 渡辺パイプ(株)会津若松サービスセンター

会津猪苗代の宿神田荘 （有）会津燃料

会津よつば農業協同組合磐梯支店 会津よつば農業協同組合猪苗代中央支店

アクアクルー（株） Ａｃｔｉｖｅ　Ｒｅｓｏｒｔｓ裏磐梯

（株）アサンテ猪苗代総合研修センター （株）アセラ

（有）阿部伊三郎商店 安部建設（株）

（有）阿部重郎商店 荒川産業（株）工事部

（有）あるぱいんロッジ

（株）五十嵐建設工業 （有）五十嵐自動車整備工場

猪　　苗　　代　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

（株）一代興業 （有）猪苗代観光ホテル

猪苗代警察署 （有）猪苗代工務店

猪苗代四季の里 （株）猪苗代自動車

猪苗代消防署 福島県猪苗代土木事務所

猪苗代生コン（株） 特別養護老人ホーム　いなわしろホーム

社会福祉法人猪苗代町社会福祉協議会 猪苗代町役場

猪苗代リゾートホテル＆スキー場

（株）裏磐梯高原ホテル 裏磐梯レイクリゾート

榮川酒造（株）

（株）大川原生花店 ＯＫサービス

大坂屋旅館 （株）小川屋

小椋建設林業(株) 小椋産業(有)

(株)オグラ総建 (株)オザワ建設

金子工業(株) 環境管財(株)

関東水力工事(株)会津支社

休暇村裏磐梯

(有)クリーンセンター遠藤 (株)グリーン電力エンジニアリング

(有)コアラアウトドアサービス (株)ゴールドハウス目黒

こたかもり荘 (株)小檜山組

国民宿舎さぎの湯 特別養護老人ホーム　咲楽の里

(有)三交産業

(株)ＪＡ会津よつば総合サービス
猪苗代農機自動車センター

ＪＡ会津よつばデイサービス猪苗代

(株)シグマ会津工場 澁谷建設(株)

(株)清水屋製麺 (有)写真五色

(有)白城屋 親正産業(株)世界のガラス館猪苗代店

(株)信徳裏磐梯グランデコ事業所

スワローレンタサービス(株)東北

大栄工業(有) (有)高見沢モータース



管轄署　・　事業所名称

(有)武田工務店 玉の湯旅館

(有)田村屋旅館

津金産業(有) (株)土屋

(株)ＤＭＣａｉｚｕ

東栄建設(株) 東急リゾーツ＆ステイ(株)グランデコリゾート

東信建設工業(株) 東信石産(株)

(株)東邦銀行猪苗代支店 東北シール工業(株)

戸田・マルト特定建設工事共同企業体
沼平第３最終処分場建設工事

永島建設(株) 長沼運転代行

(有)成瀬建販

日章産業(株)日章給油所 日曹金属化学(株)会津工場

(有)新田興業 日本郵便(株)猪苗代郵便局集配係

猫魔ホテル猪苗代ゴルフコース(株)

福島県農業総合センター畜産研究所沼尻分場

(株)白成舎 (株)花見屋

国立青少年教育振興機構
国立磐梯青少年交流の家

(株)磐梯フード

社会福祉法人磐梯町社会福祉協議会 磐梯町保健医療福祉センター

磐梯町役場 磐梯名湯リゾート　ボナリの森

磐梯リゾート開発(株)

(有)東日本レンタル (有)平沢屋旅館

福島県ばんだい荘あおば 福島日石(株)猪苗代営業所

(有)藤屋

(株)星自動車 (株)ホテルマウント磐梯

長治観光(株)ホテルリステル猪苗代 本間建設

(有)みなとや (株)南ヶ丘牧場

(株)南東北クボタ猪苗代営業所 民宿朝日荘

民宿えびすや 民宿正幸館

(有)六和林業



管轄署　・　事業所名称

(有)森山オートクリニック

やまき屋 (株)山口設計

(有)山中屋 ヤンマーアグリジャパン(株)猪苗代支店

横向高原リゾート(株)ホテルプルミエール箕輪

リゾートインみちのく

(株)Ｒｏｏｔｓ

若松ガス(株)猪苗代支店 渡部産業(株)

渡部電気工業(株)

会津日本無線(株) 会津農林事務所喜多方農業普及所

会津農林事務所森林林業部 会津北部森林組合

会津北部土地改良区 会津よつば農業協同組合塩川支店

会津よつば農業協同組合西会津支店 会津よつば農業協同組合山都支店

会津よつば農業協同組合喜多方営農経済センター (有)赤城製作所

(株)アクシス (有)朝日屋食品

アストモスリテイリング(株)東北カンパニー福島支店
喜多方営業所

穴澤建設(株)

穴澤興産(株) 荒井建設(株)

荒川産業(株)

医療法人昨雲会　飯塚病院 (株)飯豊建設

(有)いがらし会館 五十嵐造園建設

(有)五十嵐電気工事店 (有)石又石材店

伊藤鉄工建設(有) (株)岩田商店

ヴェオリア・ジェネッツ(株)喜多方事務所 うみ２運転代行

(有)エー・アール・ケイ・コンタクト (有)江川建設重機

(株)エクセディ福島 (株)海老名建設

大岩建設工業(株) (有)大久保工業

(株)大塚工業 (有)奥川商会

(株)小沢鉄工所 小野瀬工業(株)

喜　　多　　方　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

樫内建設工業(株) 鹿島建設(株)喜多方工事事務所

(株)カナメ喜多方工場 金田建設(有)

(株)唐橋 (株)河京

(株)環境建設 (株)かんぽ生命保険喜多方郵便局かんぽサービス部

(有)加藤建築設備

(有)菊地建設 (有)菊地工務店

喜多方カトリック千草幼稚園 (有)喜多方環境衛生社

きたかた蔵運転代行 喜多方警察署

福島県喜多方建設事務所 喜多方市熱塩加納総合支所

喜多方市塩川総合支所 社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会塩川支所

社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会山都支所 社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会高郷支所

社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会熱塩加納支
所

社会福祉法人喜多方市社会福祉協議会

喜多方市シルバー人材センター 喜多方市水道課

喜多方市高郷総合支所 喜多方市ふるさと振興(株)

喜多方市ふるさと振興(株)西部事業所 喜多方市ふるさと振興(株)西部事業所いいでのゆ

喜多方市役所 喜多方市山都総合支所

(有)喜多方綜合衛生センター 喜多方地方広域市町村圏組合

喜多方ドライビングスクール 喜多方ブル自工(株)

社会福祉法人北塩原村社会福祉協議会 北塩原村役場

キャッチ運転代行

Ｑクイーン運転代行 くるまや運転代行

社会福祉法人啓和会 ケミコン東日本マテリアル(株)

(有)光陽印刷 生活協同組合コープあいづ喜多方燃料課

(株)コウキコンサルタント (株)小滝建設

(株)相模 特定非営利活動法人さくらっこ会さくらっこ保育園

佐藤勘建材(株) (有)佐藤鐵工所

医療法人佐原病院 参恵工業(株)

(株)ＪＡ会津よつば総合サービスよつば催事センター
(株)ＪＡ会津よつば総合サービス喜多方自動車セン
ター



管轄署　・　事業所名称

ＪＡ会津よつば福祉支援センター (株)ＪＡ会津よつば総合サービス

(株)シビル旭野沢出張所 (株)島崎組

清水食品(株)喜多方工場 ＪＵＫＩ会津(株)

障がい福祉サービス事業所ステップボード (有)昭和衛生

昭和電工(株)喜多方事業所 昭和ボデー(有)

新常葉 新日本工業(株)

新和コンクリート工業(株)

粋旬 水ｉｎｇＡＭ(株)喜多方管理事務所

鈴木建設(株) (株)スズキ自販福島喜多方営業所

(株)鈴木総業ガレージファクトリー (株)鈴木総業

(有)スズケン

せせらぎ食堂

(株)曽我製麺

(株)ダイゴ 大黒堂紫雲閣喜多方ホール

ダイハツ福島(株)喜多方店 (株)高橋建設

(株)高橋重機 (株)高橋電工

田中運転代行 (有)田中産業

(有)竹村設備

Ｔｅａｍ運転代行 (有)中央ボデー

(株)津田生コン

社会福祉法人天心会

(株)東邦銀行喜多方支店 東北実業(株)塩川営業所

東北電力(株)会津ダム管理センター阿賀野川ダム管
理所

東北電力ネットワーク(株)喜多方電力センター

特殊精機(株) (有)外島工務所

トヨタカローラ福島(株)西会津店 トヨタカローラ福島(株)喜多方店

(有)中山工務店喜多方支店

西会津営農経済センター 社会福祉法人にしあいづ福祉会

西会津町森林組合 (株)西会津町振興公社



管轄署　・　事業所名称

西会津町役場 ニチイケアセンターしおかわ

医療法人日新会 日本キャタピラー合同会社会津営業所

日本郵便(株)喜多方郵便局 日本郵便(株)野沢郵便局

日本郵便(株)塩川郵便局

ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)喜多方店

(株)野沢商事

蓮沼運転代行 (有)長谷川総合商事

羽入縫製(株) 磐梯檜原湖畔ホテル　東都観光バス(株)

(株)福島銀行喜多方支店 福島トヨタ自動車(株)喜多方店

福島トヨペット(株)喜多方店 福島日産自動車(株)喜多方関柴店

福島日石(株)小原店 福島日石(株)喜多方営業所

(株)福島マツダ喜多方店 (有)藤喜産業開発

(有)ふじや

(株)ベスト

(株)北部技研 ホシザキ東北(株)喜多方営業所

Ｈｏｔ　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｉｎｎおぐら ホテル観山

ほまれ酒造(株) 本田金属技術(株)喜多方工場

本間自動車工業(有)

丸石商事(有) (株)丸正

(有)丸庄建設

(株)ミツウロコ若松店 (株)南東北クボタ喜多方営業所

(株)南東北クボタ西会津営業所

(株)ムラサワ電気通信 (株)村田組

明治けんこう宅配便喜多方店 (株)メカテック岩月本社工場

(有)山形屋旅館 福島県立耶麻農業高等学校

ヤンマーアグリジャパン(株)喜多方支店 ヤンマーアグリジャパン(株)西会津支店

(株)遊喜 夢心酒造(株)

（有）湯本屋



管轄署　・　事業所名称

（有）米澤屋

ラビスパ裏磐梯

お食事処若竹 （株）和顔総業

（有）渡部組興業 （有）渡邊建設

(株)渡部住建

公立大学法人福島県立医科大学会津医療センター
奥会津在宅医療センター

（株）会津かねやま

会津機械（株） 特別養護老人ホーム　会津寿楽荘

会津中央乳業（株） 会津中央レミコン（株）

福島県立会津農林高等学校 福島県会津農林事務所会津坂下農業普及所

会津坂下警察署 会津坂下在宅福祉センター

会津津坂下消防署 会津坂下町役場

社会福祉法人会津坂下町社会福祉協議会 会津平和自動車学校

会津よつば農業協同組合坂下支店 会津よつば農業協同組合湯川支店

会津よつば農業協同組合昭和支店 会津よつば農業協同組合三島支店

会津よつば農業協同組合みどり西部営農経済セン
ター

会津よつば農業協同組合金山支店

会津菱農（株）

（株）ヰセキ東北会津中央営業所 インターナショナルワーク（株）

内田屋旅館 宇内鉄筋工業（株）

（有）江戸屋燃料店 恵比寿屋旅館

（有）エレクトリックプラン

大滝興業（株） 小川建設（株）

(株)奥会津金山大自然 奥会津地熱（株）西山事業所

（有）長田電気工業

（有）角田土木 割烹旅館松林閣

金山町役場 金子建設（株）

（有）金子製パン店 (有)カネダイ

特別養護老人ホームかねやまホーム
かねやまホームデイサービスセンター

社会福祉法人金山町社会福祉協議会

会　　津　　坂　　下　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(有)河内屋商店 河沼清掃(株)

グッド代行 グリーン運転代行

栗城建設（有） 栗城馬場工業（株）

グローバルピッグファーム(株)柳津農場

（株）小林商店

蔵王リース(株)会津坂下インター営業所 佐久間建設工業（株）

（有）笹島軌工
社会福祉法人湖星会特別養護老人ホームラス－ル坂
下

佐藤建設工業（有） （株）佐藤電設

佐藤土建(株)

（株）ＪＡ会津よつば総合サービスみどり催事センター （株）ＪＡ会津よつば総合サービス湯川食材センター

ＪＡ会津よつばデイサービスすみれ (株)ＪＡ会津よつば総合サービスみどり中央セルフＳＳ

昭和自動車（有） 社会福祉法人昭和村社会福祉協議会

昭和村役場

（株）須佐架設 スリーセブン運転代行

非営利活動法人スポーツクラブバンビィ

第一建設（株） 大黒堂紫雲閣坂下ホール

ダイハツ福島（株）坂下店 大和建設工業（株）

滝谷建設工業（株）機材センター （株）タマテック

（株）太郎庵

（有）月見亭 月本旅館

土田中央鉱産（株）

デイサービスしなのき坂下

東亜建設工業(株)会計片門作業所 （株）東北入谷まちづくり建設坂下本社

（有）東北環境エンジニア 東北電力（株）会津若松支社只見川ダム管理所

（有）長水組

（有）西村土建 ニチイケアセンターばんげ

日本郵便(株)川口郵便局 日本郵便(株)柳津郵便局

日本郵便(株)喰丸郵便局 日本郵便(株)宮下郵便局



管轄署　・　事業所名称

日本地下水開発(株)福島営業所 日本郵便(株)坂下郵便局

ネッツトヨタ福島(株)坂下店

福島県農業総合センター会津地域研究所

羽賀建設工業(株) 福島県厚生農業協同組合連合坂下厚生総合病院

坂下電子光学(株)

(株)ファインモールド 福島県会津自然の家

福島県農業共済組合会津支所

ボーキ佐藤(株)会津若松支店 (株)北越マテリアル

(有)堀商店 本名トンネル作業所

松阪興産(株)会津工場 マルト建設(株)

(有)三澤屋 社会福祉法人みしま

社会福祉法人三島町社会福祉協議会 三島町役場

(有)美登屋設備工業 (株)南東北クボタ坂下営業所

(株)南東北クボタ会津中央サービスセンター 福島県宮下土木事務所

(株)宮本組

(株)めぃりぃさんくすわたや

(有)モノエ

八州ゴム工業(株) 柳津町高齢者生活福祉センター

一般財団法人やないづ振興公社 柳津測量設計(株)

社会福祉法人柳津町社会福祉協議会 柳津町役場

(有)ヤマカ産業 山十建設(株)

(有)山秀建設 ヤンマーアグリジャパン(株)塩川支店

ヤンマー農機販売(株)坂下支店

社会福祉法人湯川村社会福祉協議会 湯川村役場

米沢リネンサプライ(株)福島事業所

両沼公産(株)

ロジスネクスト東北(株)会津支店

若ちゃん運転代行 若松ガス(株)坂下支店



管轄署　・　事業所名称

渡部政吉商店

(株)アイエー・フーズ会津工場 (有)会津管財南会津支店

会津高原リゾートイン台鞍 会津森林管理署南会津支署

会津法面(株) (有)会津白芳商会

(株)会津物産 会津よつば農業協同組合下郷支店

会津よつば農業協同組合みなみ東部営農経済セン
ター

会津よつば農業協同組合只見支店

会津よつば農業協同組合みなみ西部営農経済セン
ター

(有)葵建設

社会福祉法人南陽会　あかまつ荘 朝日建設(株)

(株)味の食卓はだかや (株)新井組

五十嵐建設(株) (株)五十嵐除雪林業

(株)泉建設 (株)和泉電気

(株)ヰセキ東北田島営業所 (有)伊南川商事

(有)猪股工務所 (有)いわき屋管工業

永洸建設(株)

大竹測量設計(株) (株)大竹電気工事店

(株)大橋工務店 (株)大桃建設工業

(株)オグラ 会津高原温泉　御宿夢の湯

(有)加藤谷川砂利店 花木の宿

川合自動車工業(株) 川合車輌

(株)菊地商会 (株)吉平電気工事店

久米工業(株) (有)薫榮

(株)興林福島支店

医療法人正生会　佐藤医院 (有)佐藤建設

(有)佐藤土建 三立土建(株)

(株)ＪＡ会津よつば総合サービスみなみ自動車セン
ター

(株)Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック下郷事業所

(株)Ｊ－ＰＯＷＥＲハイテック田子倉事業所 (有)ジオ・サイクル

(株)清水屋旅館 (株)しもごう環境サービス

南　　会　　津　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(有)下郷鉄筋南会津加工センター 社会福祉法人下郷町社会福祉協議会

下郷町森林組合 下郷町役場

(株)水力機電工事東北支社只見事業所 (有)すがや

(株)鈴木建設 鈴木屋旅館

(株)住田光学ガラス

(株)西部コンサルタント (株)セコニック電子福島事業所

(株)田浦 (株)高山重商店

(株)竹中土木東北支店国道121号湯野上２号トンネル
作業所

学校法人東北カトリック学園田島カトリック暁の里幼稚
園

田島ドライビングスクール 田島保育園

特別養護老人ホーム田島ホーム (有)只見ガスセンター

(有)只見荘 只見町高齢者生活福祉センター

社会福祉法人只見町社会福祉協議会 只見町森林組合

只見町役場 (株)舘岩工務所

さいたま市立舘岩少年自然の家 (株)たまのや催事事業部催事南会津

(株)テクノあいづ (株)照岡屋渡会製菓

電源開発(株)東日本支店田子倉電力所

東部生コンクリート(株) (株)東邦銀行田島支店

東邦土建工業(株) 東北電力ネットワーク(株)田島電力センター

(有)東洋車体 (有)東洋部品

(株)トーカン南会津営業所 (株)トーホク南会津営業所

(有)長沼設備工業 (株)奈良屋

(株)南栄通商 (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社

日本郵便(株)田島郵便局 日本郵便(株)只見郵便局

(有)二瓶建材店 日本郵便(株)舘岩郵便局

(株)芳賀自動車工場 (株)芳賀沼製作

白倶善環興(株)

檜枝岐村役場

(株)福一工務所 福島トヨペット(株)南会津店



管轄署　・　事業所名称

福島日石(株)田島営業所 フジヤマ商事(株)

(株)星工務店 (有)星乃井

ホテル洗心亭 ボディショップふなき運転代行

ますや旅館 松阪興産(株)南会津工場

松屋レンタル 丸山館

(株)皆川測量 (有)ミナト

(株)みなみあいづ会津高原星の郷ホテル 南会津警察署

福島県南会津建設事務所 南会津森林組合伊南支所

南会津森林組合田島支所 南会津森林組合舘岩支所

(株)みなみあいづたかつえ事業部 南会津地方環境衛生組合西部環境センター

南会津地方広域市町村圏組合消防本部 南会津地方環境衛生組合東部

福島県南会津地方振興局 福島県南会津農林事務所

福島県立南会津病院 福島県南会津保健福祉事務所

南会津町伊南総合支所 社会福祉法人南会津町社会福祉協議会

南会津町舘岩総合支所 南会津町舘岩高齢者生活福祉センター高夕

南会津町南郷総合支所 南会津町役場

南総建(株) 南総建(株)田島事業所

(株)南東北クボタ田島営業所 民宿沼袋

民宿ふる里 民宿みやもと屋

南総建(株)建材部

明治けんこう宅配便田島店 明治安田生命保険相互会社田島営業所

社会福祉法人明智福祉会

(有)谷地電気 八ッ橋設備(株)南会津支社

福島県山口土木事務所 (株)山田組

山星建設(株) ヤンマーアグリジャパン(株)西部支店

特別養護老人ホーム優雅 介護老人保健施設　湯花里苑

(株)湯田電気管理事務所 (株)湯田モータース

ゆの宿松屋 (株)季の郷　湯ら里



管轄署　・　事業所名称

吉野建設(株)

旅館みな川 旅館山口屋

(株)渡部工務所 渡部土木工業(株)

(株)アーネストワンいわき営業所 (株)アイウェイイナバダスキンたいら支店

あいおいニッセイ同和損害保険(株)
福島支店いわき営業開発課

(有)愛川重機

アイ・ケイ・ケイ(株)いわき支店 (株)愛心会

i-step(株)i-step訪問看護ステーション (株)アイダ設計いわき店

アイパル(株)グランパルティいわき ａｉｗａ代行

アオキ(株)いわき営業所 (有)青木和彦商店

青木食品工業(有) (株)アオバ消毒

(株)アオバヤ
ダスキンアオバヤいわき店

青山商事(株)洋服の青山いわき平店

学校法人あかい幼稚園 (株)アクア工業

(株)アサヒ 旭自動車工業(株)いわき支店

(有)アサヒ商会 アサヒ代行

(株)アサンテいわき営業所 (有)あすか

社会福祉法人飛鳥 (株)東コンサルタント

(株)吾妻商会平営業所 (株)東リースいわき営業所

(株)アスム アツシ建設(株)

アテラ(株) (株)アド・プラン

アドレス(株) あべクリニック

阿部商事(株) (有)尼子代行

一般財団法人新田目病院 (株)あるが商店

ＡＬＳＯＫ福島(株)いわき支社 (株)アルティアいわき事業所

アルト代行 アルプスアルパイン(株)いわき事業所

(株)アルプスビジネスクリエーション アロハ代行

安心 (株)安泰

(株)安泰　喜雲館 (株)アンフィニ福島

い　　わ　　き　　中　　央　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

五十嵐設備(株) 猪狩自動制御設計(株)

石井企画(株) (有)石川興業

(有)泉エンジニアリング (株)ヰセキ東北いわき営業所

(株)磯上商事大利コンクリート工場 イチハラミツウロコ(株)いわき北店

(株)井出自動車整備工場 (株)伊藤園いわき支店

医療創生大学 (株)いわき渥美組

(株)いわきエアコン 医療法人医和生会

社会福祉法人以和貴会 福島県いわき海浜自然の家

社会福祉法人育成会いわき学園 特定非営利活動法人　いわき環境システム

(有)いわき環境センター (有)いわき観光レンタカー

いわき市社会福祉施設事業団
いわき市健康福祉プラザ

福島県いわき建設事務所

社会福祉法人育成会　いわき光成園 磐城国道事務所

(株)いわきコピーセンター (有)磐城ゴム

いわきサービス いわきサッシ(株)

いわき市環境整備事業協同組合 協業組合いわき市環境整備公社

いわき市教育委員会 一般財団法人いわき市公園緑地観光公社

いわき市財政部施設マネジメント部 社会福祉法人いわき市社会福祉協議会

いわき市障害者生活介護センター いわき市常磐支所

いわき市常磐消防署 いわき市消防本部内郷消防署

いわき市消防本部 いわき市森林組合

いわき市水道局 いわき市平消防署

いわき市土木部 いわき市農林水産部農業振興課

いわき市保健所 いわき市役所総務部総務課

特定非営利活動法人　いわき自立生活センター 常光サービス(株)いわき新舞子ハイツ

磐城森林管理署 (株)いわきスポーツクラブ

(株)いわき精機 いわき税務署

福島県立いわき総合高等学校 (株)磐城ヂーゼル

いわき地区車庫証明センター 福島県いわき地方振興局



管轄署　・　事業所名称

いわき中央アスコン協同企業体 いわき中央警察署

いわき電気工業(株) 福島県いわき農林事務所

(株)いわきの里鬼ヶ城 社会福祉法人いわきの里

税理士法人いわきビジネス会計 社会福祉法人いわき福音協会

(株)いわき部品商会平営業所 いわきプレステージカントリー倶楽部(株)

いわきベルト工業(有) (株)いわき放射線エンジニア

いわき保線技術センター いわき舗道(株)

学校法人いわき幼稚園 特別養護老人ホーム　いわさき荘

(株)ＥＴＳホールディングス

社会福祉法人仁愛会ミドル＆ショートステイ　ヴィラ白
鳥

植田電機(株)

(有)上野建材 (有)うお昭

(株)宇佐見建設 (有)宇佐見工業

(株)内郷館

(株)営洋 エース代行

学校法人エービーシー学苑幼保連携型認定こども園
さとがおかキンダーガーデン

エクシオ・エンジニアリング東北(株)

(株)エコ・ビレッジ エスアール・カンノ(株)

(株)エステーサトー商会 (株)エス・テック

(資)江戸川 (株)エナジーいわき事務所

(株)NTT東日本－東北（いわきビル） 荏原工業洗浄(株)福島支店

(株)FSK FVジャパン(株)いわきセールスセンター

MS南東北(株)いわき支店 M・K運転代行

MK2代行 (株)エム・ケー・ケー

(株)LSIメディエンスいわき連絡所 (資)エレック鈴木

(有)遠藤機工高坂工場 (有)遠藤機工本社

(株)遠藤工業 エンド－ウェルディング(株)

(株)大川原建設 社会福祉法人　大熊町社会福祉協議会いわき連絡所

大熊町役場いわき出張所 OK代行

オーケーファッション(株) (株)大越興業



管轄署　・　事業所名称

大塚ガス電器(株) (株)オート・リペアーいわき

大野冷凍工業(株) (株)大間シルバーケア

(株)岡田（O代行） 岡田電気産業(株)

(株)オギノ (株)荻野組

(有)小平建材 (株)おのざき

小野崎産業(株) (株)オーム電気

医療法人心生会　織内医院 オリンパスマーケティング(株)いわき支店

オレンジ代行

花王グループカスタマーマーケティング(株)
福島支店いわきオフィス

花王フィールドマーケティング(株)

(株)角榮 (株)鹿島工業

樫村電気工事(有) KAZU代行

(株)ガスパル東北いわき販売所 (株)加地和組

かつら不動産(有) (株)加藤商事

(株)カナエ (株)かねいし商店

ＮＰＯ法人　かべや福祉作業所指定生活介護事業所 社会福祉法人かべや保育園

カメイオート(株)いわき営業所 関西保温工業(株)いわき出張所

感謝の郷いわき 岩城ブロック工業(株)

(株)管野組 かんぽの宿いわき

(株)観陽亭

菊田板金工業(株) 菊地建築塗装(株)

貴水工業(株) (株)キステム東北支社いわき営業所

北関東空調工業(株) (株)紲デイサービスきづな

木部建設(株) 木村商事(株)

木村ミルクプラント(株) キヤノンシステムアンドサポート(株)いわき営業所

(株)キャレック 共栄(株)

共栄火災海上保険(株)東北支店いわき支社 (株)共栄ブレーンいわき営業所

共創(株) (株)キョウデン東北工場

(株)協立ガス機器 共和アサノコンクリート(株)



管轄署　・　事業所名称

キョウワプロテック(株)いわき事業所 (株)協和マイクロ

キリン代行 特別養護老人ホーム亀齢荘

欣幸建設(株)

(株)クサノ工建 (有)草野土質

宗教法人九品寺 くらしの郷ミドル＆ショートステイ

(株)グリーン・ウェイ (株)グリーンサポート

(有)クリーンみき (株)クリエイト

クリナップ(株)いわき事業所 クリナップキャリアサービス(株)

クリナップキャリアサービス(株)介護南部センター (株)グローテック

くろねこ代行 (株)クレッシェンド・ジャパン

ケアパートナーいわき 福島県警察機動捜査隊いわき分駐隊

医療法人桂生会 ケイテクノサービス(株)

ケープラントシステム(株) (有)ケーティ・モータース

(株)興亜技研 恒栄電設(株)いわき事業所

特別養護老人ホーム幸寿苑 (株)公仁会

福島県警察高速道路交通警察隊いわき分駐隊 高速道路トールテクノロジー(株)

福島県警察交通機動隊いわき分駐隊 社会福祉法人光美会

光豊 社会福祉法人愛篤福祉会工房阿列布

(株)高野鉱泉入之元湯 公揚環境事業(有)

(株)孔輪閣
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)
福島支店いわきセールスセンター

(株)コクサイビルシステム (有)コスモケアサービス

コスモ代行 学校法人寿幼稚園

コマツカスタマーサポート(株)東北カンパニー
建機レンタル福島営業部平営業所

小松電工(株)福祉事業部幸福の家桜の里

(株)コムテックエンジニアリング (有)コンクリ－トポンプ大樹

(株)斉藤 酒井組

さかえ保育園 学校法人さかえ学園　さかえ幼稚園

さくらサービス (株)さくらシニアサービス

さくら保育園 佐藤建設(株)



管轄署　・　事業所名称

佐藤鉄工産業(株) (資)佐野屋商店平塩給油所

(株)サボウ工業 (株)サボウテクノ

(株)THE LUCKY-RELATION (有)沢内建設

(有)サンヴェルいわき (有)山栄堂

サンキュー代行 (株)三共

(株)サンキョウ企画 三共設備(株)

(有)三光建設 (株)三新

サンセイ医機(株)いわき営業所
サントリービバレッジソリューション(株)
東北支社いわき第二支店

(株)サン・ベンディングいわき 社会福祉法人三宝護念会　三宝保育園

三侑クリーン産業(株) (株)三陽いわき営業所

三洋工業(株)
医療法人社団秀友会介護老人保健施設
サンライフゆもと

幸代行 (株)JA福島さくら協同サービス

(株)JA福島さくら燃料サービスいわきガスセンター JA福島さくら草野デイサービスセンター太陽

ＪＡライフクリエイト福島いわき営業所 (株)ジェイ・ケイ・リアルタイム

(株)ジェイネクスト (株)ジェイワン

(有)塩屋崎観光 (有)シオンコーポレーション

シガ環境メンテナンス(株)いわき営業所 志賀工業(株)

(株)志賀工芸 (株)朱禧

(有)四條ガス圧接工業 (株)七十七銀行平支店

社会福祉法人昌平黌　児童養護施設いわき育英舎 柴田鮮魚販売(株)いわき営業所

渋谷設備(株) (株)シマキュウ平営業所

(株)清水屋 (株)シャイン

(株)ジョイント (株)昭栄

(有)勝永建設 (有)正月荘

常交自動車学校 (株)上総

(株)常電舎いわき支店 (株)常磐エンジニアリング

医療法人常磐会 常磐開発(株)

常磐共同ガス(株) 常磐工業(株)



管轄署　・　事業所名称

常磐興産(株)レジャーリゾート事業本部 常磐自動車道広野舗装工事事務所

(株)常磐製作所 常磐生コン(株)常磐生コン

常磐パッケージ(株)いわき事業所 ときわ会常磐病院

じょうばん福祉作業所 (株)常磐ボーリング

学校法人昌平黌
社会福祉法人昌平黌社会福祉センター
太陽の里いわき

(株)常陽銀行平支店 (株)翔和

昭和エンジニアリング(株) 昭和工機(株)

(株)新研社 新常磐交通(株)整備事業本部

新常磐交通(株)観光事業部 新常磐寝具(株)

(株)新生テクノ しんせつ館ゆもと

(株)新つた 新明電材(株)いわき営業所

(株)信和工業 (株)シンワテック

特別養護老人ホーム翠祥園 水ingAM(株)いわき北部管理事務所

水ingAM(株)上野原駐在 水ingAM(株)北白土第二駐在

水ingAM(株)いわき水道管理事務所 (株)菅本商店

(有)菅本石材店 (株)杉孝いわき営業所

(株)杉山 (有)鈴木建材

鈴機工業(株) (株)スズキ自販福島平営業所

(有)鈴木石材店 (株)鈴木電機吾一商会

(株)鈴啓組 (株)スズケンいわき支店

(資)鈴建工業 (株)寿々勝

(有)鈴信興業 (株)鈴民建設

(株)すすむ器械店 医療法人あさうら会　須田医院

スピード代行 スマイル代行

住友林業(株)住宅・建築事業本部
福島支店いわき営業所

(有)ゼアシステム 盛英自動車(株)

生活協同組合パルシステム福島 (株)西部

(株)成和 関彰商事(株)



管轄署　・　事業所名称

セキショウホンダ(株)いわき神谷店 積水ハウス(株)いわき支店

積水ハウス不動産東北(株)いわき賃貸営業所
積水ハウス(株)南東北カスタマーズセンター
いわきオフィス

セキスイファミエス東北(株)福島支店いわき事務所 せきの(株)

積和建設東北(株)南東北支店いわき事業所 セコム(株)いわき支社

セレモニーホール清翔苑 (資)仙台屋

(株)相双リテック (株)総武

損害保険ジャパン(株)いわき保険金サービス課 損害保険ジャパン(株)福島支店いわき支社

第一環境(株)いわき事務所 (株)大一組

(有)大旺建設 (株)ダイオ－ズジャパン環境福島支店

(有)大協建設 大教スイミングスクールいわき

代行王 太三機工(株)

大昭和エンジニアリング(株) (株)タイズスタイル

大成建設・常磐開発特定建設工事共同企業体
いわき市立総合磐城共立病院新病院建設事務所

太成工機(株)

(株)大成工業 (有)大成住設

大東建託(株)いわき支店 大東建託パートナーズ(株)いわき営業所

大東建託リーシング(株)いわき店 (株)大藤メンテナンス

(株)タイヘイドライバーズスクール 太洋開発(株)

太陽リース(株) (株)平産業

福島県立平支援学校 (資)平銃砲火薬店

福島県立平商業高等学校 (有)平設備興業

(有)平セニテ－ション 学校法人志賀学園　平第一幼稚園

たいら代行 (株)平中央自動車学校

(株)平ホンダモーター (株)代和産業いわき営業所

大和証券(株)いわき支店 大和電設工業(株)福島支店

大和ハウス工業(株)福島支社いわきサテライトオフィ
ス

大和リビング(株)いわき営業所

大和冷機工業(株)いわき営業所 (株)高瀬架設

(株)高根沢興業 (株)高萩重機

(株)高橋製作所 (株)髙橋設備工業所



管轄署　・　事業所名称

(株)タカムラいわき営業所 高山商事(株)いわき営業所

(株)タクシン (有)竹田重機開発

(株)タケダ平工場 武田薬品工業(株)いわき営業所

(有)竹盛電設 ダスキンHVACソリューション東北(株)いわき営業所

橘工業(株)いわき営業所 (株)田中

(株)田中計装工業 田町代行

タマホーム(株)いわき営業所 田村建材(株)

(有)タロサ (株)タワーライン・ソリューション福島事業所

(株)タンガロイ (株)タンクル

ダンロップタイヤ東北(株)いわき営業所 大悠工業(株)

(株)地質基礎 (有)千葉設備工業所

中間貯蔵・環境安全事業(株)中間貯蔵管理センター 千代田エンジニアリング(株)福島事業所

ツクイいわき内郷 ツクイいわき中央台

つぐみ代行

(株)ティアス (株)ディーエスケー

(株)TST (株)ティーオーピー

デイサービスそら デイサービス遊

(有)T・タカサキ (株)テクノトップ

(株)デック (株)テツヒロ

(株)DUO福島フォルクスワーゲンいわき

東亜クリエイト(株) (株)東栄科学産業いわき営業所

東開クレテック(株)いわき支店 東京海上日動火災保険(株)いわき支社

東京産業(株)福島支店いわき出張所
東京電設サービス(株)お客様事業本部
ソリューション工事部福島事業所

東京電力パワーグリッド(株)平送電所
東京電力ホールディングス(株)原子力補償相談室い
わき補償相談センター

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
環境再生室

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
復興推進室

東建エンジニアリング(株) 東建コーポレーション(株)いわき支店

東鉱商事(株)南東北支店いわき営業部 (株)同仁社いわき営業所

東部液化石油(株)平支店 東部瓦斯(株)福島支社平事業所



管轄署　・　事業所名称

(株)東邦銀行いわき営業部 とうほう証券(株)いわき支店

東邦代行 東邦福島(株)いわき支社

東邦薬品(株)いわき営業所 東北アルフレッサ(株)いわき支店

(株)東北イノベーター 東北技研工業(株)

東北産業(株) 東北送配電サービス(株)いわき営業所

(株)東北第一興商いわき支店 一般財団法人東北電気保安協会いわき事業所

東北電力(株)いわき発電技術センター 東北電力(株)いわき営業所

東北電力ネットワーク(株)いわき電力センター（本館） 東北発電工業(株)いわき事業所

(株)東北日立いわき支店 東北労働金庫平支店

東洋安全防災(株) 東洋学園児童部・成人部

東洋システム(株) (株)トークスいわき警備センター

(株)トーホー トーホクガス(株)いわき営業所

トーモク(株) 常磐港運(株)

(株)トキワテック (株)トップ

トーホク装美(株) トミー(株)

社会福祉法人　富岡町社会福祉協議会いわき支所 富岡町役場いわき支所

(株)巴商会いわき営業所 トヨタカローラいわき(株)

トヨタカローラいわき(株)神谷店 トヨタモビリティパーツ(株)福島支社いわき営業所

トラスティ保険(有) トラスト代行

長沢峠ドライブイン 長田広告(株)

(株)永谷園フーズサンフレックス工場 (株)長登屋

長橋病院 ナブコシステム(株)いわき営業所

(株)生天目組 介護老人保健施設楢葉ときわ苑

仁井田代行 新妻鋼業(株)東北支店

西尾レントオール(株)いわき営業所 (有)西自動車商会

西野屋食品(株) ニチアス(株)福島営業所

(株)ニチイ学館いわき支店 ニチイケアセンターいわき

日栄地質測量設計(株) (株)ニッカネいわき営業所



管轄署　・　事業所名称

日産部品福島販売(株)いわき営業所 日産プリンス福島販売(株)いわき店

日産プリンス福島販売(株)Ｐステージ２３
日新火災海上保険(株)南東北事業部いわきサービス
支店

日総ニフティ(株)中央台事業所 (株)日東福島支社

日本年金機構平年金事務所 日本フィールド・エンジニアリング(株)福島本部

日本郵便(株)いわき郵便局 日本郵便(株)四倉郵便局

日本郵便(株)小川郵便局 (株)ニノテックいわき営業所

(株)日本技研いわき事業所 日本食研(株)いわき営業所

日本中央競馬会競走馬総合研究所常磐支所 ニュークリアサービス

(株)沼里工業所

(株)ネクスコ・エンジニアリング東北いわき事業所 (株)ネクスコ・メンテナンス東北いわき事業所

(株)ネクスト情報はましん ネッツトヨタ郡山(株)いわき店

ネッツトヨタ郡山(株)平店 ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)いわき平店

(株)根本建材 根本興産(株)

野口代行

パイオニア設計(株) (株)バイタルネットいわき支店

一建設(株)いわき営業所 (株)橋本工業

長谷川工業(株)
(株)パソナふくしま生活・就職応援センターいわき事務
所

服部コーヒーフーズ(株)いわき営業所 (株)ハッピーケアいわき支店

パナソニックコンシューマーマーケティング(株)CS社東
北社郡山サービスセンターいわきSS

(株)花見台自動車

学校法人中野学園　はな幼稚園 (株)ハニーズ物流センター

林サッシ工業(株) ハラダ製茶販売(株)催事センターいわき

(有)春木屋旅館 学校法人吉田学園　はるな幼稚園

社会福祉法人春日会 パワフル代行

磐尚興業(株)

B&B代行 (株)ピー・エム・エルいわき営業所

(株)東日本エンジニアリング (株)東日本クリーンアップ

東日本高速道路(株)東北支社いわき工事事務所 東日本高速道路(株)東北支社いわき管理事務所

東日本電気エンジニアリング(株)
いわきサービスセンター

東日本フード(株)いわき営業部



管轄署　・　事業所名称

東日本ベルト販売(株) 東日本三菱自動車販売(株)いわき内郷店

東日本旅客鉄道(株)いわき駅 東日本ロードメンテナンス(株)

光代行 微研東北中央研究所

(有)久田設備工業 (株)日立商事

ヒップホップ代行 ひまわり代行

ひめゆり総業(株) 平山自動車整備工場

(株)HIRO

ファースト代行 (株)ファーストホーム

(株)ファミリーマートいわき営業所 (株)ファルテック福島工場

(株)フィットテック (株)フィリップス・ジャパンいわき営業所

(株)吹の湯旅館 福祉サービス事業所ワークハウスいわき

(株)福芝事務機 (株)福島銀行平支店

福島県漁業協同組合連合会 福島県酒販卸(株)いわき支店

福島県赤十字血液センターいわき出張所 福島県南酒販(株)いわき支店

福島県農業共済組合いわき支所 福島県浜児童相談所

社会福祉法人　　福島県福祉事業協会せきれい 福島県保健衛生協会いわき地区センター

福島工業高等専門学校 (株)福島工業

福島交通管制(株)いわき営業所 福島小松フォークリフト(株)いわき営業所

福島さくら農業協同組合いわき農機センター 福島さくら農業協同組合好間支店

福島さくら農業協同組合草野支店 福島さくら農業協同組合いわき統括センター

福島さくら農業協同組合第三営農経済センター 福島さくら農業協同組合四倉支店

福島さくら農業協同組合川前支店 福島さくら農業協同組合三和支店

福島さくら農業協同組合いわきサポートセンター 福島さくら農業協同組合飯野支店

福島さくら農業協同組合久之浜支店 福島さくら農業協同組合平窪支店

福島さくら農業協同組合常磐支店 福島さくら農業協同組合夏井営農経済センター

(株)福島スイケンエンジニアリング 福島スバル自動車(株)いわき店

福島相双復興推進機構いわき支部 福島ダイハツ販売(株)いわき内郷店

福島地方環境事務所中間貯蔵施設浜通り事務所 福島トヨタ自動車(株)いわき平店



管轄署　・　事業所名称

福島トヨタ自動車(株)いわき四倉店 福島トヨタ自動車(株)レクサスいわき

福島トヨペット(株)いわき内郷店 福島ニチレキ(株)いわき営業所

福島日化サービス(株)いわき営業所 福島日産自動車(株)いわき内郷店

福島日産自動車(株)いわき中神谷店 福島日産自動車(株)いわき神谷店

福島日産自動車(株)いわき常磐店 福島日産自動車(株)平店

(株)福島日泰重機 福島浜通米穀(株)

(株)福島マツダ平中央店 (株)福島マツダ平店

福島民報社いわき支社 福島ルート産業(株)

(株)福島冷販センター (株)福寿会

(株)福田組 富士機材(株)いわき支店

(株)不二代建設 富士神苑(株)いわき事業所

富士テレコム(株)いわき支店 (株)ふじでん福島いわき支店

富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
福島支社いわき営業所

(有)藤間自動車興業

(有)富士屋硝子店 (株)富士薬品いわき営業所

(株)藤義 社会福祉法人昌平黌老人保健施設　二ツ箭荘

二ツ箭代行 (株)ふたば開発

フタバコンサルタント(株) 双葉商事(株)いわき営業所

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)たいら店 (株)プリンステクノ福島カーメイクいわき

(有)古河機工 古河電子(株)

古河電池(株)いわき事業所 古滝屋

フルテック(株)いわき営業所 フレンド代行

合同会社フローリストサイト－ (株)プロスタイル

(株)プロテクト (株)福眞

平成興業(株) 平成代行社

(有)ベスト代行

(株)報徳保険サービス 北都オーディオ(株)

(株)北雄 (有)星建材いわき営業所

ホシザキ東北(株)いわき営業所 特定非営利活動法人　母子通園センター



管轄署　・　事業所名称

ホテルパームスプリング (有)ホテル美里

ホートク物産(株) (有)ホマレ電池工業

堀江工業(株) (株)ホンダカーズ福島オートテラスいわき

(株)ホンダカーズ福島いわき正内町店 (有)本馬建設

マイカーショップ中央(株) 前田道路(株)いわき合材工場

(株)眞工業 学校法人まこと学園　まこと幼稚園

(株)眞人建設 (有)政光組

医療法人松尾会　松尾病院 (株)マツザキガーデン

学校法人松崎学園　神谷幼稚園 松田測量設計(株)

(資)松原商店 松村総合病院

松本建設(株) マニラ代行

馬目食品(株) マリン代行

丸石砕石(株) (有)丸貞食品

(有)丸信林業 丸通商事(株)

(株)丸東 (株)丸彦

(有)丸彦商事 (株)マルベリィ

(株)マルワ (有)丸和工業

丸和製氷冷凍(株) 万年コンクリート工業(株)

(株)三浦工業 三浦電気工事(株)

(株)水中組 (株)みずほ銀行いわき支店

三井住建道路(株)東北支店いわき営業所 三井住友海上火災保険(株)福島支店いわき支社

三井住友建設(株)常磐道小久川橋作業所 三菱電機ビルソリューションズ(株)いわき営業所

三菱ふそうトラック・バス(株)東北ふそういわき支店 水戸証券(株)いわき支店

社会福祉法人みどりのかぜ (株)南東北クボタいわき営業所

三山クリーン(株) (株)みよし

未来電通(株) 三和電気工事(有)

民宿鈴亀

(有)宗方土木 村田基準寝具(株)



管轄署　・　事業所名称

(有)村田産業

明治けんこう宅配便平店 医療法人明生会　高原整形外科

明徳舘幼稚園 メープルハイムいわき

恵代行 (株)メディアＩＤ

(株)メディセオいわき支店 メルセデス・ベンツいわき

八茎砕石(株) (有)矢光総合設備

(株)八嶋エンジニアリング (株)八城

(株)矢城建設 (株)ヤスミツ

(株)矢内総建 八幡印刷(株)

(株)山一緑化土木 (株)山上工業

(株)ヤマキ 山木工業(株)

(株)山崎工業 山崎接骨院

(株)山崎設備 やました福寿苑内郷

(株)山荘産業 ヤマダインフラテクノス(株)

山田工業(株)福島営業所 大和代行

大和電設工業(株) ヤマニ書房外商部（平商事(株)）

山富士産業(株) 山吉工業(株)

(株)ユアテックいわき営業所 (株)ＵＲリンケージ福島営業所

(有)ユー・エム・アイ (株)ＵＫいわき支社

ゆうちょ銀行いわき店 ＵＤトラックス(株)いわきカスタマーセンター

優優代行 老人ホーム　悠々の里

ユニオン建設(株)湯本出張所 ユニオン建設(株)湯本土木出張所

夢代行 福島県立湯本高等学校

湯本自動車学校

(株)ヨウタ ヨシケイいわき(有)

(株)ヨシダ 吉田ゴム工業(株)

吉田税理士事務所 吉田電工(株)いわき営業所

吉田屋(株) (株)吉成



管轄署　・　事業所名称

(有)吉飯 好間代行

四倉自工(株) 医療法人社団石福会　四倉病院

(有)ライジング (株)ライフランドライフケアいわき支店

酪王乳業(株)いわき営業所 社会福祉法人楽寿会

ラビット代行

(株)リキ電業福島営業所
リコージャパン(株)マーケティング本部福島支社いわき
事業所

(有)リフレ (株)リプロいわき事業所

社会福祉法人りんさく福祉会 (株)リンペイいわき支店

スポーツクラブルネサンスいわき

レンガ代行 (株)レンタルシステム東北いわき営業所

ロード代行

(株)ワイ・ディー・シー (株)ワイリング

社会福祉法人慈育会　若葉台保育園 (株)渡辺組

渡辺鉄筋工業(株) 渡辺パイプ(株)いわき住設サービスセンター

渡辺パイプ(株)いわきサービスセンター (有)渡部塗装店

ワタミ(株) 藁谷建設(株)

アース建設(株) 社会福祉法人葵会

(株)アクティオいわき営業所 (株)アゲイン

あすか製薬(株)いわき工場 アズビル(株)いわき営業所

(株)アックいわき営業所 (株)アドマック

(株)アトラス (株)アプラス

(株)アムーヴ (株)アメニティいわき

(株)アルファ事務機 アルプス電気(株)小名浜工場

(株)アルプス物流小名浜営業所
特定非営利活動法人ゴールデンハープ
安心センターフレーデン

(株)ixio 石井脳神経外科・眼科病院

石川テント(株) イシグロ(株)いわき営業所

いすゞ自動車東北(株)福島支社いわき支店 泉電設(株)

い　　わ　　き　　東　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

泉幼稚園 (株)ヰセキ東北いわき南営業所

(株)磯上商事 (株)一条工務店いわき営業所

イチハラミツウロコ(株) (有)伊藤造園

稲垣機材(株)いわき営業所 イルカ代行サービス

(株)イワカン いわきオール(株)

(株)いわき小名浜コンテナサービス いわき小名浜菜園(株)

社会福祉法人育成会　いわき希望の園 磐城共栄木材(資)

協業組合いわき市一般廃棄物センター いわき市消防本部小名浜消防署

いわき市水道局南部工事事務所 いわき市南部下水道管理事務所

いわき信用組合 (株)イワキ潜建

医療法人翔洋会　磐城中央病院 (株)いわき低温工業

いわき道路(株) いわき東警察署

(株)いわき部品商会 (株)いわきマシン

いわきヤクルト販売(株) イワタニセントラル福島(株)いわき支店

(株)イワデン
医療法人正風会石井正記念石井病院
通所リハビリテーション

特定非営利活動法人　ＶＩＤＡ (株)ウエノいわき支店

(株)ウォーク (株)うおしん

永大小名浜(株) (株)エコ・フェザー

江尻鉄筋(株) 江戸川木材工業(株)小名浜工場

江名製作所 (株)エヌ・リンク

(株)エフピーティー エムイーシーテクノ(株)東北事業所

(株)エムオーティー MCCトレーディング(株)小名浜支店

エム代行サービス (株)遠藤商事

(株)大倉工業所 (有)オートセンターヌマタ

(株)大橋 小名浜オーシャンホテル＆ゴルフクラブ

小名浜海陸運送(株) 小名浜カントリー倶楽部

福島県小名浜港湾建設事務所 国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所

(株)小名浜自動車学校 小名浜白百合幼稚園



管轄署　・　事業所名称

おなはま腎・泌尿器科クリニック (株)小名浜製作所

小名浜製錬(株)小名浜製錬所 小名浜石油(株)

小名浜船舶運輸(株) (株)小名浜船舶鉱業

小名浜造船(株) 小名浜通船(株)

介護老人保健施設　小名浜ときわ苑 小名浜埠頭(株)

(株)小名浜包装資材 オリックス・ファシリティーズ(株)いわき支店

オレンジ(株)

柿沼林業建設(株) 特別養護老人ホームかしま荘

学校法人新妻学園　かしま幼稚園 (株)ガスエナジーいわき

(株)カナモトいわき営業所 (株)金成鉄工所

カネマン石油(株) カメイ(株)いわき支店

(株)鐶エスアール工業いわき支店 (株)関電工福島本部いわき営業所

(株)カンナ 加藤ダンボール(株)いわき工場

(株)木内計測福島営業所 (株)ＫＩＥＩ

きずな代行 (株)木田商事いわき営業所

(株)木村屋 共力(株)

(株)協和機工 共和工業(株)

(有)国元屋 (有)国安工業所

(株)クラシマいわき建材支店 (有)クリーンハンズ

クリナップ(株)いわき営業所 合同会社Ｇｒｏｗ

(株)啓愛社いわき営業所 (有)ケイアンドワイ

京浜築炉工業(株)小名浜営業所
ケイミューホームテック(株)東日本営業部いわき営業
所

(株)憲工業 (株)建誠

ケンタ電子工業(株)

(株)弘誠工業 (株)高速いわき営業所

(株)興洋 (株)広洋建設

五栄土木(株)福島支店 ＧＯＧＯ代行

コープふくしまいわきセンター (株)ＫＯ－ＹＡ



管轄署　・　事業所名称

(株)郡山塗装いわき支店 特定非営利活動法人ゴールデンハープ

(株)こころの駅 社会福祉法人五彩会

(株)寿鉄工所
コマツカスタマーサポート(株)東北カンパニー
建機レンタル営業部いわき支店

コマツ福島(株)いわき支店

(有)斉藤電設工業 堺化学工業(株)小名浜事業所

(有)酒井建設工業 (株)サカエ鉄工所

(有)さぎ酒店 (株)作山工務所

(株)さくら保険事務所 (株)佐々木工業

(株)佐藤部品商会
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

サラブレットゴルフクラブ 三栄重機工業(株)

(有)サンエステクノ 産業振興(株)原料事業部東北原料部小名浜

三協テック(株)東北いわき営業所 (株)三鋼

(株)三幸企画 山幸電機(株)

(株)三プラント 三友電設(株)いわき営業所

三洋海運(株)小名浜支店 (株)三洋鉄工所

(株)三陽電機製作所 三和エナジー(株)いわきデリバリーセンター

三和工業(株)

ジェイカムアグリ(株)茨城営業所 シオヤ産業(株)

(株)シオン 志賀塗装(株)

(株)シゲル水道工業 (株)シマキュウいわき営業所

ジャパン建材(株)いわき営業所 (株)ジャパンビバレッジ北海道東北支社いわき支店

ジュシ総合設備(株) (株)常光環境

常光サービス(株) 常東工業(株)

常磐共同ガス(株)小名浜営業所 (株)常陽銀行小名浜支店

(株)昇和 (株)シンエイ

新江メンテック(株) 神電設工業(有)

(株)新菱いわき工場 新菱カイハツ生コン(株)磐城工場

(有)杉本建材 スズキアリーナ小名浜中央



管轄署　・　事業所名称

鈴木管工業(株) (有)鈴喜商店

(株)鈴昌工業所 スターゼン（株）いわき営業センター

スパリゾートハワイアンズゴルフコース (株)すまいまもり

住友不動産（株）いわき営業所

（株）セイダイ 関彰商事（株）いわきＬＰＧセンター

セキショウホンダ（株）小名浜店 （株）仙台銘板いわき営業所

社会福祉法人エル・ファロ創造空間 (株)創和

合資会社添田電話施設

（有）第一機工 第一三共ケミカルファーマ(株)小名浜工場

大教スイミングスクール小名浜 （株）大三興業小名浜事業所

（有）大証建設 （有）大清建設

大成ロテック（株）いわき工事事務所 大東工業（株）

ダイドービバレッジサービス(株)仙台営業所いわき出
張所

太平ビルサービス(株)いわき営業所

(株)大松興産 大洋建設(株)

ダイワエンジニアリング(株) (株)高崎クリーン

髙瀬物産(株)いわき営業所 高萩自動車工業(株)

タカハギ保険代行(株) (株)高橋工業

(株)高良リサイクルポート小名浜 滝口木材(株)

竹内精工(株) たけや商事(株)

(株)辰巳商會小名浜営業所 (有)田山金属

ダンロップタイヤ東北(株)小名浜営業所

中央プラント建設(株)いわき営業所

ツクイいわき小名浜

(株)ＴＤＥ小名浜支店 テスコ(株)いわき市中部浄化センター事業所

(有)手塚組

土井鋼材(株)いわき事業所 東海澱粉(株)いわき営業所

(株)ＴＯＫＥＮ (株)トウチュウ福島支店

東邦亜鉛(株)小名浜製錬所 (株)東邦銀行いわき鹿島支店



管轄署　・　事業所名称

(株)東邦銀行小名浜支店 東北エアウォーター(株)福島支店いわき産業営業所

東北機電工業(株) (有)東北興業

東北ネヂ製造(株) 東北ミサワホーム(株)福島支店いわき店

東北労働金庫小名浜支店 東洋建設(株)

(株)トーセンいわき・水戸営業所 (株)トーヨータイヤジャパン北日本支社いわき営業所

ときわ会居宅介護支援センター 富岡町高齢者等サポートセンターいずみ

トヨタエルアンドエフ福島(株)いわき営業所

長瀬印刷(株) (有)中瀬産業

中山医院 中山商事(株)

(株)勿来製作所

にこにこ代行 社会福祉法人誠心会虹のかけはし

西屋建設(株) ニチイケアセンター小名浜

日化メンテナンス(株)東北営業所 日産自動車(株)いわき工場

日産プリンス福島販売(株)いわき南店 日産プリンス福島販売(株)いわきニュータウン店

(有)日進興起 日進工業(株)

(株)日星製作所 (株)ニッパンレンタルいわき営業所

日本キャタピラー合同会社いわき営業所 日本道路(株)いわき出張所

日本郵便(株)小名浜郵便局 一般社団法人日本貨物検数協会小名浜事務所

(株)日本ハウスホールディングスいわき支店

ネクステージいわき店 (株)Ｎｅｘｔ

(株)ネクセライズ小名浜事業所燃料センター ネッツトヨタノヴェルふくしま(株)いわき小名浜店

(株)バイロンネルソンカントリークラブ (有)橋本電気商会

(有)長谷川産業 (株)ハニーズホールディングス本社

(株)パパまるハウスいわき営業所 浜通り医療生活協同組合

パレスいわや (株)伴助

ピーチ代行 (有)美光石油

(株)久工業所 日立建機日本(株)いわき営業所

(有)秀吉興業 ピンク代行



管轄署　・　事業所名称

財団法人ふくしま海洋科学館 福島汽船(株)

福島協和工業(株) 福島県企業局いわき事業所

福島県水産海洋研究センター 福島さくら農業協同組合泉支店

福島さくら農業協同組合小名浜支店 福島さくら農業協同組合渡辺営農経済サブセンター

福島スバル自動車(株)いわき南店 福島ダイハツ販売(株)いわき小名浜店

福島トヨタ自動車(株)いわき小名浜店 福島トヨペット(株)いわき小名浜店

福島日産自動車(株)いわき小名浜花畑店 福島日野自動車(株)いわき支店

(株)福島ビルテックいわき営業所 福島堀川ガス販売(株)

福島臨海鉄道(株) 福進工業(株)

福浜大一建設(株) 福本鐵工(株)臨海工場

(株)福吉工業 (有)藤美工業

フジモリ機工(株) (株)富士薬品小名浜営業所

学校法人小林学園船戸幼稚園
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
福島地区本部いわき営業所

ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)小名浜店 (株)古川工務店

(株)フロンティアコーポレーション 福島日産自動車(株)いわき小名浜店

(株)平成 平和ゴム商工(株)いわき営業所

(株)ホリデー (株)ボンズ

本多建設(有)

(株)前川製作所郡山営業所いわきサービスセンター 前田道路(株)いわき営業所

(株)松川建設いわき営業所 (株)松本塗装店

(有)丸善興業いわき営業所 丸長建設工業(株)

(株)丸ほん (有)丸美食品

三浦工業(株)いわき支店 (株)未輝エンタープライズ

(株)三崎組 溝井紙商(株)

ミツエイ(株) 三菱ケミカル(株)小名浜工場

三菱マテリアルトレーディング(株)小名浜支店 三菱マテリアルテクノ(株)常磐支店

(有)緑川建設 (有)皆川建設

(株)みなとトータルサポート (有)ミマヤ電機



管轄署　・　事業所名称

(株)みよ乃杜 (有)美和コーポレーション

(株)村山栄次商店小名浜工場

(株)メンテナンス・テクノ小名浜事業所

(株)モトーレン・アイ＆エフいわき店 (株)モトーレン福島

山崎製パン(株)松戸工場いわき営業所 (株)山新ホームセンター山新小名浜店

(有)山長ハウジング ヤマトオートワークス(株)いわき工場

(株)ＹＡＭＡＮＡＫＡ小名浜工場 山菱水産(株)小名浜工場

ヤンマーエネルギーシステム(株)いわき営業所

(株)夕月　夕月工場 (株)ＵＮＩＸ

(株)ユニティー

社団医療法人養生会かしま病院
(株)ヨコハマタイヤジャパン福島カンパニーいわき営業
所

(有)吉栄興業 (有)吉田電気工事

(株)吉多美工業

菱浜興業(株)

レッド代行 レッド２代行

(株)レンタルのニッケンいわき営業所

ローズ代行サービス ロジスネクスト東北(株)いわき支店

ロジスネクスト東北(株)いわき小名浜サービスセンター

特定非営利活動法人ワークショップあいあい (有)若松工業

渡辺エコサービス(株) 渡部土木(株)

社会福祉法人愛誠会 (株)青木建設

(株)赤坂電気工事 (有)赤津組

赤津測量設計(株) (有)秋元機工

あきら整形外科 (有)旭興業

(株)旭商工社いわき営業所 (株)あすかクリーン

(株)東工機 社会福祉法人敬和会　東田保育園

(株)荒川材木店 嵐電気工事(株)

い　　わ　　き　　南　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(有)五十嵐工業 医療法人正風会　介護老人保健施設いきがい村

(有)石城清掃社 (有)伊勢屋商店

(株)一稀工建 茨城クリーン(有)いわき総合事務所

(株)今村ボーリング 社会福祉法人育成会　いわき育成園

いわきエコ・パルプ(株) 磐城実業(株)いわき健康センター

(有)いわき産廃 協業組合いわき市一般廃棄物センター

いわき市勿来支所 いわき市勿来消防署

磐城造林(株) いわき大王製紙(株)

磐城代行 福島県立磐城農業高等学校

いわき防蝕工業(株) いわき南警察署

いわき緑化興業(株) 岩電機工事(株)

(有)上野代工務店

ＡＹ運転代行 エコーⅡ

(株)エヌ・アイ・テック ＭＳ運転代行

(有)大倉電気工事 社会福祉法人誠友会　大倉保育園

(有)大沢工業 (株)宙エンジニアリング

大野牛乳店 オールイン運転代行社

オリックス・ファシリティーズ(株)勿来営業所

(有)介護サービスゆかり 開世工業(株)

(株)角榮環境保全部 樫村工業(株)いわき営業所

介護老人保健施設佳勝園 (株)カシワバラ・コーポレーション

金成燃料(株) (株)蒲田産業

(有)川中組

希久多工業(株) 学校法人星学園　錦星こども園

櫛田建設(株) (株)くすりのマルト

(株)クレハいわき事業所 クレハ運輸(株)

社団医療法人　呉羽会 (株)クレハ環境

クレハ建設(株) クレハ工事(株)



管轄署　・　事業所名称

クレハサービス(株)いわき保険部 クレハスタッフサービス(株)本社

クレハスタッフサービス(株)場内事業所 クレハ設備(株)

クレハ電機(株) (株)クレハ分析センター

(株)ＫＨＹ (株)ケー・テック

(株)顕幸明治けんこう宅配植田店

社団医療法人至誠会　こうじま慈愛病院 (株)鴻池組勿来事務所

(有)国土建設 後藤機械(株)

五洋建設(株)・東亜建設工業(株)小名浜道路
山田工事特定建設工事共同企業体

(有)斎藤電気工事 (株)サウンド藤和

佐川電設工事(株) (有)鷺斫り

(資)佐々木電機 (有)鮫川圧送建設

(株)サンケン

ＪＳＳいわきスイミングスクール 社会福祉法人　エル・ファロ自由空間

常磐火力産業(株) 常磐共同火力(株)勿来発電所

常磐都市ガス(株)勿来事業所 (株)常陽銀行植田支店

昭和アステック(株)東北営業所 (株)しんえい

(株)新光緑営

すいとぴー介護ステーション勿来事業所 水ｉｎｇＡＭ(株)いわき南部管理事務所

(有)鈴木潜建 (株)鈴武組

(有)清野木材 セキショウホンダ(株)勿来店

瀬戸砕石(株)

タイヘイ(株)いわき営業所 太平産業(株)勿来工場

太平電業(株)勿来事業所 社会福祉法人仁愛会　高砂荘

(株)高橋工業所 (有)高林材木店

(有)田代燃料店 田人おふくろの宿企業組合

中央動力工業(株)

ツクイいわき錦町 都築鋼産(株)いわき処理施設

(有)つばさ建設



管轄署　・　事業所名称

テスコ(株)いわき南部事業所

(株)東邦銀行植田支店 東北発電工業(株)勿来支社

東陽重機(株) (株)ＴＯＫＡＩいわき営業所

遠野興産(株) (有)遠野造花店

常盤電設産業(株)

(株)中根砂利店 (株)中山組

(株)勿来 (資)勿来衛生社

学校法人福島聖心学園　勿来カトリック幼稚園 勿来建機(株)

勿来清興(株) 福島県勿来土木事務所

医療法人社団栄央会　なこそ病院 勿来幼稚園

(株)ナテック

(有)西田鉄工所 日本製紙(株)勿来工場

日本トーカンパッケージ(株) 日本郵便(株)植田郵便局

日本郵便(株)上遠野郵便局 日本郵便(株)植田郵便局郵便部勿来郵便局

日本建設工業(株)常磐作業所

ネッツトヨタ郡山(株)勿来店 根本通商(株)

(有)根本錦鉄筋工業所

社会福祉法人ハートフルなこそ (有)白山清掃社

(株)秦工業所 林興業(株)

(有)磐光代行運転

(株)東日本建設コンサルタント (株)平子工業

(有)平子商店 (有)蛭田四方工業

Ｆａｍｉｌｙ 福島さくら農業協同組合山田営農経済センター

福島さくら農業協同組合勿来支店 福島さくら農業協同組合いわき菊田支店

福島さくら農業協同組合いわき南福祉センター 福島さくら農業協同組合遠野支店

福島ダイハツ販売(株)いわき勿来店 (株)福島ときわ

福島トヨタ自動車(株)いわき勿来店 福島トヨペット(株)いわき植田店

(株)福島マツダ勿来店 (株)福陽自動車教習所



管轄署　・　事業所名称

藤浜建設工業(株) 富士見産業(株)福島支店

(株)扶桑建設 社会福祉法人ふたば福祉会

一般社団法人ふたばプロジェクト 社会福祉法人双葉町社会福祉協議会

双葉町役場いわき支所
ブリヂストンタイヤサービス東日本(株)タイヤサービス
勿来店

プライム代行

(株)ベストライン

学校法人宝徳学園 朴佐藤(株)いわき支店

ホームセンター山新錦店 (株)本間機械工作所

松阪興産(株)いわき工場 (株)松本鐵工所勿来事業所

(株)マルト (株)マルト光惣菜センター

三菱食品(株)東北支社南東北支店いわきユニット (株)緑屋酸素

(株)南東北クボタ植田営業所 美和電気工業(株)いわき支店

(株)ムラコシ精工ファインコンポーネンツ事業部
勿来工場

明星工業(株)いわき営業所

社会福祉法人誠心会　やしおみ荘 (有)ヤスヒロ工業

ウェディングパーク(株)八幡台やまたまや 矢吹薬局介護部アルプ

ヤマシタ工業(株)

(株)結城工業 ゆうクリニック

油座建設(株) (株)湯本スプリングスカントリークラブ

(有)よしだ (株)吉田家具店

(有)吉田工業 吉成物産(株)

(株)吉成木工所

リズムの丘こども園 旅館中根の湯

(有)我妻建設 ワタミの宅食いわき南営業所

(株)Ｉ・Ｎ・Ｇ
あいおいニッセイ同和損害保険(株)福島支店原町支
社

私立青葉幼稚園 (株)阿久津林産

(株)アクティオ相双営業所 浅野代行

南　　相　　馬　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

旭電気工事(株) あすか技建(株)

(株)東リース南相馬営業所 アトラス．渡辺

あぶくま環境協業組合 あぶくま信用金庫本部

あゆみ代行 (有)荒木屋

ＡＬＳＯＫ福島(株)相双支社 (株)安藤・間棚塩出張所

(株)安藤ポンプ工業所

社会福祉法人いいたて福祉会特別養護老人ホーム
いいたてホーム

飯舘村仮置場復旧等工事作業所

飯舘村森林組合 飯舘村役場

石神デイサービスセンター 石川建設工業(株)

石川恒産(株) 石川林業建設(株)

いすゞ自動車東北(株)福島支社相双営業所 (株)ヰセキ東北相馬中央営業所

一番星 糸井熱機(株)

(株)伊東建材 伊藤冷機工業(株)

(株)イマス復興事業部 (株)彩葉

イワタニセントラル福島(株)原町支店 (株)磯嶋

特別養護老人ホーム梅の香 運転代行スマイル

(株)英高 (株)エーティー東北

(有)エーピーエム運転代行 (有)エステーシート福島営業所

(株)エネサンス東北福島原町支店 ゑびす合同会社原町営業所

(株)エフケーユー (株)ＭＳＫ福島営業所

ＭＳ東北(株)相双支店 (有)エムテック・サプライ

(株)エルタス東北南相馬サービスセンター

大杉商事(有) 太田建設(株)

(有)大槻住宅設備工事店 大富エンジニアリング(株)

(株)大橋建設
大林・東亜・大本特定建設工事共同企業体
飯舘環境再生ＪＶ工事事務所

医療法人青空会大町病院 ＯＫＡＣＯＮ(株)南相馬支店

南相馬市社会福祉協議会小高区福祉サービスセン
ター

医療法人相雲会　小野田病院

(株)ガイアワーク南相馬営業所 介護老人保健施設ヨッシーランド



管轄署　・　事業所名称

南相馬市社会福祉協議会鹿島区福祉サービスセン
ター

(有)鹿島クレーン

鹿島厚生病院 片岡建設(株)

加藤建材工業(株) 加藤道路(株)

(株)カナモト南相馬営業所 神尾建設(株)

かめや工機(株) 環境テクノ(株)

(株)菅野漬物食品

(株)菊池製作所福島工場 (株)菊地物産

(有)北原商店 (株)キナン南相馬営業所

(株)協栄工業

(株)熊谷組東北支店飯舘みらい作業所 (株)熊川工業

(株)グレイス福島 (有)グレーダ施工

恒栄総合設備(株) 介護老人保健施設厚寿苑

高速道路交通警察隊南相馬分駐隊 交通機動隊南相馬分駐隊

コカ・コーラボトラーズジャパン(株)福島支店
原町セールスセンター

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発部門福島研究開発拠
点廃炉環境国際共同研究センター福島県環境創造センター環境放射線センター

(株)コスモさくら警備保障原町営業所 後藤建設工業(株)

コマツカスタマーサポート(株)東北カンパニー建機レン
タル　　　　福島営業部相馬支店原町営業所

コマツ福島(株)原町支店

(株)小山商事 (株)紺野工務所

齋藤商店 酒井工業(株)

(株)栄製作所 (株)坂上建設長泥再生工事事務所

(有)相良重機 (有)桜井自動車商会

(株)佐々木ボーリング 佐藤建設(株)

サポート運転代行原町営業所 サンセイ医機(株)原町営業所

三友住設(株)

(株)ＪＡふくしま未来サービスそうま催事センター (有)ジェイテック

合資会社塩屋金物店 (株)七十七銀行原町支店

柴田鮮魚販売(株) (株)シマ商会

庄建技術(株) 庄司建設工業(株)

(株)常陽銀行原町支店 (株)昭和衛生センター



管轄署　・　事業所名称

伸栄技研工業(株) (株)シンエイマヤーズデイサービス

社会福祉法人伸生福祉会

(株)スガテック原町事業所 (有)杉森商事

(株)杉山工業 (株)鈴木組

鈴木建材(株) (株)スズキ自販福島原町営業所

(株)スズトヨ ＳＰＩＣＡ南相馬工事事務所

世紀東急工業(株) (有)誠友

(株)西友 関場建設(株)

セコム(株)原町営業所 セブン運転代行

(株)相双衛生 (有)相双エンジニアリング

(株)相双環境整備センター 福島県相双建設事務所

福島県相双地方振興局 福島県相双農林事務所

福島県相双保健福祉事務所 相馬ガス(株)

(有)相馬グリーン 相馬秩父生コン(株)鹿島工場

相馬地方森林組合 福島県立相馬農業高等学校

損害保険ジャパン(株)福島支店南相馬営業所

(株)大一事務機 大成建設(株)南相馬市仮置場復旧等工事作業所

大福工業(株) (株)太平洋テクノス

(株)代和産業 高橋建設(株)

(株)高良 滝建設工業(株)

(有)たくみ企画 工製作所(株)

竹中工務店・竹中土木・安藤ハザマ・千代田テクノル
共同企業体

竹林建設工業(株)

(有)唯野組 (有)但野重機

(有)タナベ水道土木 タニコー(株)小高工場

タニコー(株)鹿島工場 タニコー(株)原町工場

(株)玉川建設 (株)たまのや催事事業部催事相馬

ダンロップタイヤ東北(株)原町営業所

社会福祉法人竹水会 中央プラント建設(株)原町事業所



管轄署　・　事業所名称

医療法人伸裕会　長生院

(株)塚野組 ツクイ南相馬

(株)ツクイ南相馬国見

(株)ＴＴＫ福島支店鹿島営業所

東亜道路工業(株)南相馬作業所 東亜リース(株)南相馬営業所

(株)東栄 東海クレテック(株)原町支店

東京海上日動火災保険(株)原町支社
東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
環境再生室

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
復興推進室

東京電力ホールディングス(株)南相馬補償相談セン
ター

(株)東総 (株)東武

東邦銀行原町支店 東北アルフレッサ(株)南相馬支店

東北建設(株) (株)東北建設機械

東北興産(株)福島営業所 東北サッシ工業(株)

東北商事(株) 東北送配電サービス(株)相双営業所

一般財団法人東北電気保安協会原町事業所 東北電力ネットワーク(株)相双電力センター（南館）

東北電力ネットワーク(株)相双電力センター（北館） 東北電力(株)原町火力発電所

東北電力ネットワーク(株)総合研修センター 東北発電工業(株)原町支社

(株)東北日立原町支店 東北ポートサービス(株)原町営業所

東北緑化環境保全(株)原町支社 東北レミコン(株)原町工場

東北労働金庫原町支店 東和工業(株)

豊川建設(株) トヨタエルアンドエフ福島(株)原町営業所

ドリーム運転代行

(株)中里工務店 中島工業(株)

中島畳内装(有) (株)中野屋ラフィーヌ

ニチイケアセンター北郷 ニチイケアセンター原町

日起建設(株)東日本事業所 日産プリンス福島販売(株)原町店

日産プリンス福島販売(株)Ｐフィールド２３ 日本道路(株)相双工事事務所

日本郵便(株)原町郵便局 日本郵便(株)鹿島郵便局

日本郵便(株)小高郵便局 日本郵便(株)上真野郵便局



管轄署　・　事業所名称

日本オートマチックマシン(株)原町事業所 (株)日本環境調査研究所福島営業所

日本キャタピラー合同会社南相馬営業所

ネッツトヨタ福島(株)原町店

(株)バイタルネット原町支店 ハギハラ(株)

(有)長谷川電気工事 (有)八昭

(株)英工務店 パピー代行

濱田建設工業(株) 浜通り訪問リハビリステーション

原町運転代行 (有)原町オート商会

福島県福祉事業協会原町共生授産園
南相馬市社会福祉協議会原町区福祉サービスセン
ター

原町建設機械(株) 原町港湾運送(株)

(株)原町サイン (株)原町自動車教習所

(株)原町総建工業 (株)原町中央自動車教習所

(株)原町日通自動車修理工場 はらまちひばりワークセンター

(有)原町部品商会 原町保健センター

原町みなみ幼稚園 原町郵便局かんぽサービス部

ハルミ塗装(株) (株)坂内セメント工業所支社・原町工場

(有)番場産業

(有)ＢＭＣ (有)東日本美装

日立建機日本(株)原町営業所 (株)日立パワーデバイス原町工場

ひばり運転代行 (株)ひばり警備

税理士平間廣事務所

(株)フェニックス (株)福英工業

(株)福建コンサルタント
公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機
構福島ロボットテストフィールド

福島エコクリート(株) (株)ふくしまエナジー南相馬営業所

福島県農業総合センター浜地域農業再生研究セン
ター

福島県農業共済組合県北支所相馬主張所

福島県保健衛生協会相双地区センター 福島小松フォークリフト(株)原町営業所

福島スバル自動車(株)相馬店 福島相双復興推進機構南相馬支部

福島第一原子力規制事務所 ふくしま代行



管轄署　・　事業所名称

福島ダイハツ販売(株)原町店 福島地方環境事務所浜通り北支所

福島トヨタ自動車(株)原町店 福島トヨペット(株)トヨタＩ＆Ｉ南相馬

福島日産自動車(株)桜井町店 (株)福島マツダ原町店

ふくしま未来農業協同組合鹿島総合支店 ふくしま未来農業協同組合小高総合支店

ふくしま未来農業協同組合原町総合支店 ふくしま未来農業協同組合そうま地区本部

福島ヤクルト販売(株)原町営業所 特別養護老人ホーム福寿園

(株)福正アイテック 福相建設(株)

藤倉コンポジット(株)原町工場 (有)藤田建設

(株)フジタ東北支社野馬追の里風力作業所
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株)
原町営業所

(株)伏見材木店 双葉グリーン土木(株)

(株)船橋コンサルタント
ブリヂストンタイヤソリューションジャパン(株)
福島地区本部原町営業所

(株)フローラ ふくしま未来農業協同組合飯舘総合支店

ヘルシーランチまつばら

(株)ポッシブル南相馬 (株)堀内自動車商会

ホンダカーズ南相馬原町日の出町店 ホンダカーズ南相馬鹿島店

松岡建設(株) ＭＡＸ代行

(株)松下商店 松永牛乳(株)

松林電機工事(株) 丸磯建設(株)浪江請戸作業所

丸三製紙(株) 丸三物流(株)

(有)マルタ建設 特別養護老人ホーム万葉園

ミドリ環境建設(株) 南相馬警察署

南相馬市小高区役所 南相馬市鹿島区役所

南相馬市役所 相馬地方広域消防南相馬消防署

南相馬市立総合病院 南相馬Ⅵ作業所

(株)南東北クボタ原町営業所 (株)南東北クボタ飯舘営業所

(株)ＭＩＹＡＢＩ東北支店 未来代行

(株)村上建設

明星工業(株)仙台・原町営業所 (株)メイワ



管轄署　・　事業所名称

(株)め組工業

(株)諸井緑樹園 (株)門馬技工

(株)八島総合サービス 山企工業(株)

(株)山二警備保障 ヤンマーアグリジャパン(株)原町支店

(株)ユアテック相双営業所 ＵＤトラックス(株)原町カスタマーセンター

ユニオン建設(株)湯本土木出張所原ノ町土木派出

横山建設工業(有)

(株)リバイバル ＬＩＮＫＳ(株)

ロイヤルホテル丸屋

(資)若盛商店 (有)渡建工業

(有)渡長商店 (有)渡辺重機

渡辺輪業自動車整備工場

相沢電設(株) 青木あすなろ建設(株)楢原川内復旧作業所

(有)青田興業 (株)青田設備

(株)青葉造園土木 (株)青山工務店

(株)アクティオ浪江出張所 (株)アクティオ楢葉センター

(株)アクティオ福島プロジェクト 朝田木材産業(株)

アジア航測(株)東北支社浪江事務所 (株)アセンド福島事業所

(有)アド・プロ広芸社 (株)アトックス福島復興支社

歩商事(株) 有元プラント工業(株)

ALSOK福島(株)富岡支社 (株)安藤・間福島原発対策室

安藤・間JV双葉作業所 安藤・ハザマJV浪江拠点出張所

安藤・ハザマ・泉田組ＪＶ請戸作業所

ＥＡＧＬＥ運転代行 (株)猪狩商店

(有)猪狩電設工業 (株)泉田組

いであ(株)楢葉現地事務所 (株)伊藤工務店

(株)伊藤商店 (株)稲村屋

双　　葉　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

(有)ウインズトラベル ウツエバルブサービス(株)福島事業所

(株)宇徳福島事業所 宇徳プラントサービス(株)

(株)エイブル エスアールエス(株)プロマックス事業部広野営業所

(株)SAT
エスケーグローバル(株)楢葉町・双葉町・大熊町作業
所

応用地質(株)エネルギー事業部広野調査所 大熊１工区受入分別処理貯蔵ＪＶ工事事務所

大熊中間３－２期作業所 社会福祉法人大熊町社会福祉協議会

大熊町役場 太田商事(株)

オーテック(株) 大波工業(株)

大林・熊谷・大本特定建設工事共同企業体
大熊町中間貯蔵JV工事事務所

大林・東亜・鉄建特定建設工事共同企業体
大熊５工区貯蔵ＪＶ工事事務所

大林道路（株）浜通り復興営業所 大和田建設（株）

(有)大和田商店 岡野バルブ製造(株)福島事業所

(株)奥村組富岡町復興工事所 (株)小黒設備工業所

(株)押田 小畑建設(株)

(株)ガイアート福島営業所 岳南建設(株)相馬双葉幹線接続変更工事

鹿島建設(株)東北支店大熊町特定復興再生拠点区域
解体除染ＪＶ工事

鹿島建設(株)東北支店令和４年度富岡町選別封入業
務事務所

鹿島建設(株)東京建築支店東電福島建築統括事務所
鹿島建設(株)東北支店クリーンセンターふたばＪＶ工
事事務所

鹿島建設(株)東北支店鬼太郎山風力発電建設工事事
務所

鹿島建設(株)東京土木支店福島土木統合事務所

鹿島建設(株)東北支店大熊町減容化処理業務事務所 鹿島道路(株)福島営業所福島浜通り出張所

(有)加勢 勝山工業(株)

かつらお復興事業協同組合 社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

葛尾村役場 桂建設(株)

加藤建設(株) (株)カナモト富岡営業所

(株)カナモト広野営業所 (株)金村組

(株)叶屋 株木建設(株)富岡作業所

(株)鎌田工務店 川内工業(有)

(有)川内自動車整備工場 社会福祉法人川内村社会福祉協議会

川内村役場 (有)河口電気工事

(有)河原組 河村建設(株)



管轄署　・　事業所名称

(株)環境ソリューション (株)関工パワーテクノ福島総支社

(株)関電工第二工事部 (株)関電工福島本部

(株)きずな (株)木田商事

(株)木村管工 共栄電装(株)

共栄電装(株)楢葉事務所 共進工業(株)

(有)協川興業

草野建設(株) 草野鳶工業(株)

クボタ環境サービス(株)浪江事業所（双葉ＪＡ事業所） (株)熊谷組東北支店福島電力作業所

(株)熊川工業

(株)景観システム浪江事務所 福島県警察本部警備部災害対策課特別警ら隊

ケイワ・ゼロエミプラントならは 建装工業(株)福島営業所

(株)光栄工業浪江営業所 鴻池・前田・西武・株木特定建設工事共同企業体

社会福祉法人友愛会光洋愛成園 公揚環境事業(有)

(株)高葉建設 (株)コクサイビルシステム富岡営業所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島研究開発
部門福島研究開発拠点楢葉遠隔技術開発センター

(株)五社山建設

(株)コスモさくら警備保障広野営業所 (株)五大

このみ代行 コマツカスタマーサポート(株)楢葉支店

五洋建設(株)東京土木支店東電福島工事事務所

(株)彩輝 (株)斎藤工務店

坂建工業(株) (有)佐久間工務店

(株)佐藤興業 (株)佐藤商事建設

社会福祉法人友愛会　サポートセンターゆうあい サンエス(株)

山九プラントテクノ(株)福島事業所 (株)サン・クリーン

サンテック(株)事務所 協同組合サンプラザ

(有)三瓶組 (有)三瓶工務店

ＧＥＦ(株) (株)シービーエス福島営業所

(株)Ｊヴィレッジ (株)ＪＡアグリサポートふたば

ＪＦＥエンジニアリング双葉事業所 ＪＦＥ環境サービス(株)双葉事業所



管轄署　・　事業所名称

(株)ＪＥＲＡ広野火力発電所 一般財団法人自然環境研究センター福島事務所

(有)島抜重機工業 清水建設(株)土木東京支店東北震災復興土木建設所

(株)ジャパン・トータル・プランニング富岡事業所 (株)ジュウキ富岡除染事務所

常磐菱農(株) (株)如水

震災廃棄物選別共同企業体 新生テクノス(株)

社会福祉法人伸生双葉会 神電設備工業(株)

新日本空調(株)福島事務所 (株)新風工業

(株)シンワ

鈴木工務店 住鉱エナジーマテリアル(株)

(有)清建興業

ぞうさん代行 ぞうさん代行２

(株)倉伸 相双電気(株)

相双生コンクリート共同組合ふたば復興生コン 福島県相双農林事務所双葉農業普及所

総和興業(株)広野事務所

(株)大河 大昭電設(株)福島営業所

大成建設(株)東北支店大熊町新教育施設建築主体工
事作業所

大成建設(株)東北支店東電福一関連工事作業所

大成建設(株)東北支店
福島震災支援プロジェクト（建築）作業所

大成・日本国土・佐藤工業特定建設工事共同企業体環境省Ｒ２中間貯蔵双葉２
工区の受入分別処理・貯蔵工事作業所

大設工業(株)福島事業所 太平電業(株)福島事業所

太平電業(株)広野ＩＧＣＣ建設所 太陽電業(株)福島事業所

大和工業(株) 高野病院

(株)タケエイ (有)龍美工業

(株)伊達重機 田中・青木あすなろ復旧・復興建設工事共同企業体

田中建設(株) 田中建設・フジタ特定建設工事共同企業体

田中工業(株) (株)タム

中間貯蔵・環境安全事業(株)中間貯蔵管理センター
楢葉オフィス

(株)千代田テクノル福島営業所

(株)東京エネシス福島総合支社 (株)東京エネシス福島支社広野現業所

東京電力ホールディングス(株)福島第一廃炉推進カン
パニー福島第一原子力発電所

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社(富岡）

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
復興推進室（楢葉）

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
復興推進室（楢葉）



管轄署　・　事業所名称

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
復興推進室（浪江）

東京電力ホールディングス(株)福島復興本社
復興推進室（双葉）

東京電力ホールディングス(株)福島第二原子力発電
所

東京電力パワーグリッド(株)浜通り電力所

東京パワーテクノロジー(株)
東京パワーテクノロジー(株)環境事業部復興支援セン
ター

東京パワーテクノロジー(株)原子力事業部
福島原子力事業所

東京防災設備(株)福島事業所

東京舗装工業(株)東北支店福島営業所 東京レコードマネジメント(株)福島支社

東芝電力放射線テクノサービス(株)福島第一事業所
東芝プラントシステム(株)福島第二原子力発電所
定検作業所

東芝プラントシステム(株)広野ロジセンター 東双不動産管理(株)

東双不動産管理(株)東京電力廃炉資料館 東北工業建設(株)

東北土木(株) 東北農政局震災復興室

東洋計測(株)福島事業所 栃本重機(有)

富岡消防署楢葉分署 富岡消防署

福島県富岡土木事務所 社会福祉法人富岡町社会福祉協議会

富岡町役場 (有)トライアルエンジニアリング

(株)鳥藤本店

(株)中里工務店大熊事業所 (株)中里工務店富岡出張所

(株)中野建設 浪江減容化施設

浪江消防署 (有)浪江電設

浪江町一樹サポートセンター 社会福祉法人浪江町社会福祉協議会

浪江町役場 学校法人大谷学園　浪江幼稚園

(株)ナミクラ 社会福祉法人楢葉町社会福祉協議会

楢葉町役場 (株)南双クリーン産業

南双サービス(株)

(株)ニーズ川内支店 (株)ニーズ浪江支店

西尾レントオール(株)楢葉営業所 西松建設(株)福島浜通り出張所

西本建設(株) 日栄動力工業(株)福島営業所

日起建設(株)福一原電工事部 日鉄環境エネルギーソリューション(株)双葉事業所

日東工業(株)福島事務所 日本郵便(株)川内郵便局

日本郵便(株)浪江郵便局 日本郵便(株)楢葉郵便局



管轄署　・　事業所名称

(株)日本環境調査研究所福島営業所福島分析ラボ 日本原子力防護システム(株)福島第二事務所

日本原子力防護システム(株)広野事務所 日本工営(株)楢葉事務所

日本サッカー協会ＪＦＡアカデミー福島 日本郵便(株)富岡郵便局

パシフィックコンサルタンツ(株) (株)橋本組

(株)八研技工 (株)林工務店福島営業所

(株)阪和福島営業所

東日本緑化工業(株) (有)光建設

日立建機日本(株)富岡営業所 日立ＧＥニュークリア・エナジー(株)福島現地事務所

日立造船(株)浪江廃棄物処理運営事務所
(株)日立プラントコンストラクション福島
原子力復興工事作業所

(株)日立プラントコンストラクション (株)平山自動車工業

社会福祉法人広野町社会福祉協議会 広野町役場

(株)福島クリエイト ふくしま１２市町村移住支援センター

福島相双復興推進機構いわき支部富岡事務所 福島地方環境事務所浜通り南支所

福島地方環境事務所県中・県南支所（富岡分室） 福島地方環境事務所浜通り北支所（浪江分室）

福島復興給食センター(株) (株)福田工業

藤本建設(株) (株)扶桑

(株)ふたば 福島県ふたば医療センター附属病院

双葉環境整備(株) 双葉管工(株)

(株)双葉企業 双葉警察署

双葉警察署浪江分庁舎 フタバコンサルタント(株)相双支店

双葉砕石工業(株)富岡事業所 双葉商事(株)

双葉住コン(株) 双葉設備工業(株)

双葉地方広域市町村圏組合事務局 双葉地方森林組合

双葉地方水道企業団 (有)双葉電装

双葉不動産建設(株) 双葉町減容化ＪＶ工事事務所

双葉町役場 福島県立ふたば未来学園高等学校

(株)ＦＬＡＴ東北支店富岡出張所

平成建設(株) (株)ベルテクノプラント工業福島工場



管轄署　・　事業所名称

(有)北伸工業 ホテル蓬人館

前田建設工業(株)東北支店福島復興関連事務所 前田建設工業(株)浜通り工事事務所

前田建設工業(株)放射線管理事務所
前田建設工業(株)東北支店双葉町建物解体除染作業
所

マグナ通信工業(株)福島営業所 増子建設(株)

(株)町田トレーディング広野事務所 (株)松浦重機福島

松蔵技建(株) (有)松建工業

松本機工(株)福島事務所 (有)松本石材建設

(株)丸井 丸磯建設(株)浪江南産業団地作業所

丸磯建設(株)十文字トンネル作業所 丸磯建設(株)東北支店大熊減容化作業所

丸磯建設(株)東北支店大熊大川原地区作業所 丸磯建設(株)東北支店鬼太郎山風力作業所

丸磯建設(株)富岡封入選別作業所 丸磯建設(株)双葉３工区作業所

丸川建設(株) 丸久工業(株)

(有)マルシン建設 (有)丸丹畜産

水島建設(株) 三井住友建設(株)福島第一原子力発電所作業所

三菱工業(株)広野ＩＧＣＣ建設事務所 (株)南東北クボタ双葉営業所

(株)宮内組福島営業所 (株)宮川工務店東北福島営業所

都重機土木(有) (株)宮本組東北支店　大熊３工区工事事務所

(株)宮本組東北支店　大熊５工区工事事務所

村井電気工業(株)

(株)盛工業 諸橋建設工業

(株)八島総合サービス (株)野生動物保護管理事務所富岡出張所

(有)矢内電気工事 矢野口自工(株)福島浜通り営業所

(有)山崎興業 (株)山口組

(株)ユー・ケー・ケー福島作業所 (株)ユタカ建設

豊工業(株) ユニオン建設(株)常磐線復興出張所

よーちゃん代行 横山建設(株)

横山工業(株) 吉田林業(株)

(株)義美建材



管轄署　・　事業所名称

(株)緑樹 社会福祉法人広葉会　リリー園

令和４年度浪江町仮置場復旧等工事作業所 (株)レンタルのニッケン楢葉営業所

社会福祉法人友愛会　ワークセンターさくら 渡邉工業(株)

(株)渡辺重建 ワタナベ電建(株)

(株)ＩＨＩジェットサービス相馬事業所 (株)ＩＨＩ相馬事業所

(株)ＩＨＩビジネスサポート アイワビルド(株)

(株)アクティオ相馬営業所 旭電設工業(株)

(株)アサヒビルメンテナンス (有)阿部ライナー

荒井自動車(株)駒ヶ嶺工場 (有)荒建工相馬本社

(株)アリーナ (株)アルプスビジネスクリエーション相馬営業所

アワズ運転代行 (株)安藤工務店

(有)猪狩組 伊東建設工業(株)

(有)エーティーエス (株)エスピーエス

ゑびす合同会社運転代行 (株)ＭＹＳ

(株)オアシス楽器店 扇屋

(株)大澤組 (株)オオタ

(株)大場設備 (株)小野内工務店

(株)小野中村 オリエンタルモーター(株)相馬事業所

大富エンジニアリング(株)新地事業所

加藤工業(有) (有)加藤樹苗店

金沢興業(株) (株)カナモト

亀屋旅館 鹿狼の湯

観光ホテル夕鶴(株) (株)菅野寛商店

(株)キクチ (有)協大

観光ホテル喜楽荘

草野建設(株) (有)くめもと電気

ケアプランセンター気ごころ Ｇuesthouse　HILLTOP　N-resort Fukushima

相　　馬　　警　　察　　署



管轄署　・　事業所名称

幸英工業 (株)広栄土木

光洋電設(株) 公立相馬総合病院

コープふくしま相双センター 特定非営利活動法人こころ

(株)コハタ コマツカスタマーサポート(株)

(有)齋春商店 蔵王リース(株)新地営業所

さくら２代行 (株)サンエイ海苔

山九プラントテクノ(株)相馬・原町事業所 (株)山王

(株)ジェイ保険サービス 宍戸青果(株)

庄司建設工業(株)相馬営業所 (株)新栄建設

新地鉱産(株) 新地発電産業(株)

社会福祉法人しんち福祉会 新地町役場

新和工業(株)

(株)スガテック東北支店相馬事業所 スター代行

スポーツアカデミー相馬 社会福祉法人スマイルワーク

(有)晴風荘 (株)セイユー建設

(株)石匠松もと 石油資源開発(株)相馬事業所

(株)仙台銘板相双営業所

相新建設(株) 相双五城信用組合

相馬エネルギーサポート(株) 相馬エネルギーパーク合同会社

(株)相馬開発環境整備センター 相馬環境サービス(株)

相馬看護専門学校 相馬共同火力発電(株)新地発電所

相馬警察署 福島県立相馬高等学校

福島県相馬港湾建設事務所 相馬市ガス(株)

社会福祉法人相馬市社会福祉協議会 相馬市役所

相馬消防署 相馬税務署

相馬伊達メガソーラー作業所 相馬秩父生コン(株)新地工場

相馬地方広域水道企業団 医療法人社団茶畑会　相馬中央病院

社会福祉法人相馬福祉会 相馬ライン新地工区工事事務所



管轄署　・　事業所名称

(有)相馬リースキン 相馬六万石

大成ロテック(株)相馬工事事務所 ダイハツ相馬

太平電業(株)相馬エネルギーパーク事業所 (株)髙木電気商会

高山電業(株) (株)高良相馬営業所

(株)タケエイ相馬事業所 (有)立谷商会

伊達物産(株)副霊山工場 (株)高萩重機

(株)千田建設 中央運転代行相馬

(有)中央環境 中央プラント建設(株)新地事業所

長栄社

ツクイ相馬馬場野

(株)デンロコーポレーション東北工場

(株)東京エネシス相馬現業所
(株)東京海上日動パートナーズ東北福島支店相馬支
社

(有)東部ダンボール工業 (株)東邦銀行相馬支店

東邦薬品(株)相馬営業所 東北実業(株)相馬支店

東北発電工業(株)新地支社 東北ポートサービス(株)新地営業所

東北レミコン(株)相馬工場 (株)トーヨー建設

(株)トーヨー不動産 トモエ屋旅館

(株)鳥久精肉店

中澤水産(有) 中田建設工業(有)

(株)中村環境 学校法人中村　中村幼稚園

成田食品(株)

西尾レントオール(株)相馬営業所 ニダック精密(株)

ニチイケアセンター宇多の郷 ニチイケアセンター沖の内

ニチイケアセンター新地 日産プリンス福島販売(株)ＳＯＵＭＡＸ２３

(株)日翔架設 日本通運(株)相馬海運支店

日本郵便(株)相馬郵便局 日本郵便(株)新地郵便局

(有)白山荘 早川電気工業(株)

学校法人原釜学園　原釜幼稚園 (有)原田商店



管轄署　・　事業所名称

原町学園

光代行 平間武義税理士事務所

社会福祉法人相双記念会　障害者支援施設
ふきのとう苑

福島県東部自動車教習所

福島トヨペット(株)相馬店 福島ニチレキ(株)相馬営業所

福島日野自動車株相双営業所 ふくしま未来農業協同組合新地総合支店

ふくしま未来農業協同組合相馬中村総合支店 (株)福装２１相馬ファクトリー

船橋屋商事(株) 船橋屋製菓(株)黒木工場

(株)フローラメモリアルホール相馬

介護老人保健施設　ベテランズサークル

訪問介護事業所こころ (有)北相電設

ホテルみなとや

松川造船(株) 松下建設(株)

松原建設(株)福島営業所 松山林業(有)

丸三旅館 丸大相馬水産(株)

丸屋

(株)三坂産業 水戸工業(株)相馬出張所

学校法人みどり幼稚園 (株)南東北クボタ相馬営業所

みのり代行

介護老人保健施設森の都 (有)門馬土建工業

(株)山本建設

勇建設(株) (有)ユート

旅館いさみや 旅館かんのや

旅館栄荘 旅館すずや

令和環境(株)

和田電気工事(株)新地営業所 (株)渡辺組

(有)渡部電気工事 医療法人伸裕会　渡辺病院


