
社名 事業所
アイカ工業株式会社福島工場
会津リース株式会社 ダスキン福島工場
特別養護老人ホーム  愛寿園
有限会社青戸自動車整備工場
株式会社青南商事 郡山支店
株式会社  あおい
赤井田造園土木株式会社
有限会社  明石田製麺店
茜精密工業株式会社
株式会社赤羽組
有限会社  秋山工業
㈱アクレーテク・パワトロシステム
浅川町商工会
合資会社  味戸商店
アスター工業株式会社
アクツコンニャク株式会社
株式会社アトック 福島工場
有限会社阿武隈時報社
株式会社安部日鋼工業
株式会社アメ商百貨店
荒牧建設株式会社
有限会社アール急便
池田東北株式会社
石川自動車整備協業組合
株式会社石川自動車教習所
株式会社石川製作所
石川地方生活環境施設組合
社会福祉法人  石川福祉会
石川町社会福祉協議会
有限会社  石森建設
株式会社石川屋
いすゞ自動車東北株式会社 福島支社郡山支店
株式会社  伊藤薬局
井上鋼材株式会社 須賀川営業所
株式会社イワイ
社会福祉法人  いわせ長寿会
株式会社  岩瀬交通
(有)いわせ食品輸送部
岩通マニュファクチャリング株式会社
株式会社  宇津峰カントリー倶楽部
有限会社  内山急送
株式会社内山プレス工業
社会福祉法人福音会宇津峰十字の里
有限会社鵜沼鉄工所
株式会社宇野製作所 古殿工場
有限会社  梅津商会
Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社
Ａ＆Ｋホンシュウ株式会社
有限会社  江刺工務店
エスケー電子工業株式会社
ＳＵＳ株式会社 福島事業所
エルピー運輸株式会社
有限会社  遠藤組



有限会社遠藤建設工業
有限会社遠藤電気通信
エンゼル産業株式会社 福島工場
大内新興化学工業株式会社 須賀川工場
太田製材所
有限会社大竹興業
大塚設備株式会社
大東商工会
有限会社岡田商会
株式会社オノヤ
株式会社  小浜組
株式会社面川建機製作所 福島工場
小宅製麺所
有限会社小宅縫製
有限会社小山田産業開発
株式会社カイセイ物流
（有）笠巻開発工業
笠原工業株式会社
春日設備工業  株式会社
有限会社かたしき建設
株式会社片山ゴム 福島工場
加ト吉水産株式会社 フーズ部福島工場
有限会社  カゲヤマ作画社
株式会社釜屋
川合運輸株式会社
株式会社鐶エスアール工業
カンタツ株式会社 須賀川工場
神田工業株式会社 福島工場
神田産業株式会社
関東農機株式会社 鏡石工場
金彰運送  有限会社 福島営業所
久保設備工業  株式会社
有限会社  熊田自動車整備工場
株式会社  熊田建設
株式会社  車田電気
有限会社桑名製材所
ケー・デー・エル株式会社
有限会社  小出板金工業所
公立岩瀬病院企業団
向陽電気株式会社東北事業所
有限会社  広陽工業
株式会社  光洋
株式会社郡山南部運輸
（医）郡山病院
有限会社  寿製作所
後藤精工株式会社 福島プロダクトセンター
有限会社  小林建設
株式会社  小林商店
株式会社コムロ
有限会社斎田鉄工所
株式会社サイトウ 福島成田工場
有限会社西東植物園
株式会社佐浦電設
株式会社  お菓子のさかい
有限会社榊枝建材



株式会社榊原工業
有限会社相模時計バンド
佐川生コン株式会社
株式会社佐川建設
佐久間産業株式会社
佐久間工業株式会社
有限会社  サクマ自動車商会
株式会社佐々木鉄工ベンディング 須賀川工場
有限会社笹森設備工業
サトウ印刷株式会社
有限会社佐藤工業
佐藤産業株式会社
佐藤木材工業株式会社 須賀川加工センター
有限会社サトウ精密工業
有限会社佐藤鉄筋
株式会社佐藤渡辺 石川営業所
㈱サニークリエーションプランニング
三進金属工業株式会社 福島工場
三協フロンテア株式会社郡山センター
株式会社サンシン 石川工場
三柏工業株式会社
三瓶自動車工業株式会社
三瓶重機建設株式会社
(株)ジェイエイあぐりすかがわ岩瀬
ジエーピーシー株式会社 福島工場
株式会社塩田組
株式会社志賀建設
株式会社芝浦合金 平田工場
株式会社社会開発センター
寿泉堂松南病院
庄司菓子店
有限会社昇栄運輸
株式会社常陽銀行 須賀川支店
常磐生コン株式会社
有限会社  城    栄
ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱ 須賀川事業所    総務課
新道建設株式会社
有限会社  須釜鉄筋工業所
スカイフィルム（株）福島第一工場
須賀川市管工事協同組合
須賀川瓦斯株式会社
須賀川信用金庫
須賀川除染支援事業協同組合
有限会社 すか川車検センター
須賀川地域産業保健センター
株式会社須賀川東部運送
有限会社須賀川モータース
須賀川幼稚園
須賀川陸運株式会社
須賀川労務共栄会
株式会社スギヤス 福島工場
有限会社  鈴木建設
株式会社鈴幸建設
鈴五建設工業株式会社
（株）スズサン



有限会社  鈴木商事
有限会社鈴木製作所
有限会社鈴木造園
有限会社鈴木鉄工所
株式会社須田製作所
スピンスパン
株式会社セイワ
株式会社  制御システム
有限会社  関根石材商店
株式会社関根組
有限会社  関根建設工業所
ソーワ精工株式会社
有限会社添田特殊印刷
有限会社添田設備工業
大成ロテック株式会社 福島営業所
（有）大幹製作所
株式会社大東銀行 須賀川支店
第一精機株式会社 浅川工場
大同電器株式会社
大同化工株式会社
大同信号株式会社 浅川事業所
株式会社太平洋ゴルフサービス 白河羽鳥湖支店
髙田工業株式会社 須賀川支店
有限会社滝口建設
有限会社  滝口製作所
竹原化学工業株式会社 福島工場
竹松工業株式会社 長沼工場
只野建設有限会社
玉川村商工会
㈲玉川運送
有限会社玉川工業
株式会社タマテック
株式会社地盤調査事務所 東北事務所
株式会社中央運輸
有限会社中央測量設計事務所
株式会社圓谷建設工業
株式会社円谷運送店 郡山営業所
有限会社  円谷印刷
株式会社  ＴＢＫ 福島工場
ＴＮＫ株式会社
ＴＳＫ株式会社
ＤＩＣインテリア株式会社 福島工場
有限会社天栄運送
天栄村水道事業
社会福祉法人天栄村社会福祉協議会
東北旭紙業株式会社
東北王子運送株式会社
株式会社東邦銀行 須賀川支店
東建土質測量設計株式会社
東京工装株式会社 福島工場
トーコーケミカル株式会社 福島工場
東北興業株式会社
東京下田工業株式会社 福島工場
東洋新虹株式会社福島事業所
東洋シャフト株式会社 福島工場



株式会社  東北鈴木
株式会社  東北須賀川電工
有限会社東石重機
東京精工株式会社
東北石材石崎商会有限会社
東北電力株式会社 須賀川電力センター
東北電力(株)郡山電力センター
東京トツプ縫製株式会社
株式会社  トーホク・オカベ
東北ミドリ安全工業株式会社
東レフィルム加工株式会社 福島工場
東北労働金庫 須賀川支店
トキワ印刷株式会社
特定非営利活動法人  翠の家
トミー工業株式会社 福島工場
豊国酒造合資会社
株式会社  トライアンフ
株式会社  中村建設工業
有限会社中谷製作所
中根精工株式会社
有限会社ナカヌマ
有限会社  永瀬材木店
名越電機株式会社
株式会社ナシヨナルマリンプラスチック 福島工場
成田運輸株式会社
株式会社南部自動車学校
株式会社  ニイダテック
㈱二光製作所 平田工場
西間木建材株式会社
株式会社ニッセイ 福島工場
日創プロニティ株式会社
株式会社日畜フード
ニプロファーマ株式会社鏡石工場
有限会社二瓶建設
日本電機ヒーター株式会社 福島工場
日本工営株式会社パワー＆デジタル ビジネスユニット
日本たばこ産業株式会社 中日本地方原料本部
ニューワーク情報サービス有限会社
株式会社仁和運送 福島営業所
根津鋼材株式会社
株式会社ノーサンフーズ
有限会社ハシコー梱包運輸
株式会社橋本組
林精器製造株式会社
パラマウント硝子工業株式会社 管理部  人事課
株式会社  パラマウント加工
東日本旅客鉄道株式会社 仙台支店須賀川駅
株式会社ひまわり
平田村商工会
株式会社ヒラタ技研
ひらた中央病院
株式会社平田運輸
株式会社平戸製作所 須賀川工場
ヒロセ株式会社 郡山営業所
株式会社ファミリー電器製作所



公益財団法人福島県労働保健センター
㈱福島石川カントリークラブ
株式会社福島エンヤ
株式会社福島オチアイ
福陽ガス株式会社
福島空港運輸株式会社
福島県建設業協会石川支部
（社）福島県建設業協会 須賀川支部
福島交通株式会社 石川営業所
福島交通株式会社 須賀川営業所
株式会社福産建設
福島三洋プラスチツク工業株式会社
株式会社福    興
福島第一物流株式会社
ふくしま中央森林組合 石川岩瀬事業所
福島双羽電機株式会社 本社工場
株式会社福島明工社
株式会社福島ＬＩＸＩＬ製作所
株式会社フジ電科 福島第一工場
フジフーズ株式会社 福島工場
有限会社フジイ広告社
フジ開発株式会社
藤島農機株式会社
有限会社双葉産業
双三光学塗装株式会社
二見屋工業株式会社
有限会社古殿工業
古殿町社会福祉協議会
紅食株式会社
ベル・クイーンズ
（公社）ボイラ・クレーン安全協会 福島事務所
株式会社豊運 平田工場
株式会社峯伸電子
株式会社  フォービック
有限会社豊樹苑土木
株式会社方南製作所
株式会社北都運輸
（有）星林業
株式会社  ホテル虎屋
株式会社  保土原屋
ホワイトプロダクト株式会社 福島工場
マーレエンジンコンポーネンツジャパン 株式会社  平田工場
マイスター株式会社
有限会社ホテル松多屋
有限会社松川石店
松本建設工業株式会社
有限会社  マメタイムス社
有限会社  マルニ工芸
丸和水産株式会社
丸源道路株式会社
有限会社丸信運輸
水谷工業株式会社
有限会社  水野精工
株式会社  水上パーツ商会
ミドリ浅川衣料株式会社



ミドリ無線株式会社 長沼事業所
南東北春日リハビリテーション病院
株式会社三森建設
武蔵野産業株式会社福島工場
武蔵野精機株式会社 福島工場
有限会社宗田建機
八重洲無線株式会社
株式会社 八木沼組
八潮建材工業株式会社北東事業所
株式会社  安田塗装
株式会社安田縫製
株式会社八幡屋
有限会社  矢吹鉄工所
（資）山中機械店
有限会社  山田自動車整備工場
有限会社八巻工業
山登マテリオ株式会社
山本電気株式会社
山本電工株式会社
株式会社ユアテック 須賀川営業所
株式会社ユキザワ
夢みなみ農業協同組合 いしかわ地区
夢みなみ農業協同組合
株式会社横山建設
有限会社吉田設備工業
㈱吉田技研
吉田産業株式会社
有限会社蓬田自動車整備工場
株式会社蓬田電子
レンゴーロジスティクス株式会社 福島営業所
株式会社渡辺建設
株式会社渡    清
（有）和田印刷
和田装備株式会社
株式会社和知鐵工所


