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FAX 　024-521-5603TEL 　024-521-5563

815 NECネッツエスアイ㈱ 福島営業所 福島市本町5番5号

所長　高山　祐亮

FAX 　0246-28-8370TEL 　0246-28-8371

893 NECフィールディング㈱ いわき営業所 いわき市平上荒川字桜町34-1

所長　松尾　誠

FAX 　022-216-4200TEL 　022-290-2152

1182 ㈱NTT東日本‐東北 法人営業部 仙台市若林区五橋三丁目2番1号

部長　中田　有人

FAX 　022-214-3563TEL 　022-214-3571

950 ㈱NTTファシリティーズ 東北支店 仙台市若林区五橋3-2-1

支店長　木津川　直樹

FAX 　03-3791-0953TEL 　03-3719-3721

765 ＴＰＳ太陽㈱ 目黒区東山1-17-16

代表取締役社長　能村　祐己

FAX 　024-963-0022TEL 　024-963-0002

245 ㈱アール・ケー・ビー 郡山市喜久田町菖蒲池22-599

代表取締役　冬室　利重

FAX 　024-941-0611TEL 　024-941-0610

419 ㈱アイクリーン 郡山センター 郡山市田村町上行合字西川原73

所長　野田　雅人

FAX 　022-259-2510TEL 　022-258-1181

1177 愛知時計電機㈱ 仙台支店 仙台市宮城野区扇町6-1-19

支店長　田中　和彦

FAX 　0242-27-1362TEL 　0242-27-1460

512 ㈱会津電気工事 会津若松市門田町日吉字小金井38番地3

代表取締役　佐藤　脩一

FAX 　024-931-2957TEL 　024-931-5444

921 ㈱アイデックス 郡山市菜根五丁目3番12号

菅原　弘道

FAX 　024-937-5030TEL 　024-937-5022

1065 ㈱あかね福祉 郡山営業所 郡山市安積町荒井字雷神16-1

取締役郡山営業所長　及川　貴之

FAX 　024-953-3831TEL 　024-953-3830

1056 アクリーグ㈱ 福島営業所 郡山市大町二丁目12番13号

所長　蜂須　嘉一郎

FAX 　024-941-3535TEL 　024-941-2211

695 安積電気通信興業㈱ 郡山市安積町日出山4-123

代表取締役　濵津　充

FAX 　024-525-3581TEL 　024-533-5222

264 浅野防災福島㈱ 福島市松浪町2番23号

代表取締役　伊藤　茂

FAX 　0246-72-2660TEL 　0246-72-2662

631 旭産業㈱ いわき営業所 いわき市内郷綴町堀坂3-5

所長　丹治　政徳

FAX 　018-823-8790TEL 　018-823-8781

912 ㈱アチカ 秋田市川尻町字大川反170番地179

代表取締役社長　大槻　忠則

FAX 　0246-36-5646TEL 　0246-36-6161

585 ㈱吾妻商会 いわき営業所 いわき市好間工業団地3番7号

所長　小松　利次

FAX 　0246-29-3151TEL 　0246-29-3154

698 ㈱アド・プラン いわき市平上荒川字長尾74番地の8

代表取締役社長　相馬　光宏

FAX 　0240-22-1895TEL 　0240-22-1655

522 ㈲アド・プロ広芸社 双葉郡富岡町本岡字新夜ノ森475-1

代表取締役　大和田　剛

FAX 　024-959-1828TEL 　024-959-1800

248 ＡＬＳＯＫ福島㈱ 郡山市喜久田町字松ヶ作16番地98

代表取締役社長　竹田　憲吾

FAX 　024-973-5454TEL 　024-973-5454

664 ㈲猪狩電気通信工業 双葉郡富岡町上郡山字清水448

代表取締役　猪狩　剛

FAX 　022-263-5022TEL 　022-263-5023

622 石垣メンテナンス㈱ 東北支店 仙台市青葉区本町二丁目1番1号

支店長　大場　政道

FAX 　024-935-3405TEL 　024-935-0744

232 ㈱石塚防災商事 郡山市赤木町4番9号

代表取締役　石塚　弘樹

FAX 　0247-62-3129TEL 　0247-62-3121

1210 石橋ハマプラス株式会社 田村郡三春町尼ケ谷78

代表取締役　石橋　克郎
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FAX 　0246-58-7657TEL 　0246-58-4081

437 いすゞ自動車東北㈱ いわき支店 いわき市小名浜島字渡地45

支店長　杉本　圭

FAX 　024-945-4668TEL 　024-945-4661

453 ㈱ヰセキ東北 福島支社 郡山市安積四丁目293番地の1

支社長　池田　文明

FAX 　0246-34-2511TEL 　0246-34-2514

558 ㈱井出自動車整備工場 双葉郡富岡町夜の森南一丁目27-13

代表取締役　井出　法泰

FAX 　0244-24-5124TEL 　0244-22-0101

1006 伊藤冷機工業㈱ 南相馬市原町区金沢字堤上138番地の1

代表取締役　伊藤　隆博

FAX 　0246-58-8910TEL 　0246-58-8660

1119 いわきヤクルト販売㈱ いわき市小名浜林城字向田2-1

代表取締役社長　勝田　裕之

FAX 　0246-62-5600TEL 　0246-63-2878

984 岩電機工事㈱ いわき市錦町大島5-1

代表取締役　蛭田　淳

FAX 　024-524-2255TEL 　024-524-1188

375 ㈱インフォメーション・ネットワーク福島 福島市山下町5番10号

代表取締役社長　半澤　隆

FAX 　0246-27-9008TEL 　0246-27-9000

906 植田電機 いわき市内郷御厩町二丁目29番地

代表取締役　吉田　通

FAX 　0246-35-7838TEL 　0246-35-7833

1116 ㈱エウスタンブル いわき市平字正月町36-20

代表取締役　梅本　栄治

FAX 　0242-26-3560TEL 　0242-26-3641

1157 エスアイ㈱ 会津若松市門田町一ノ堰字村西686番地の15

代表取締役　金田　榮志

FAX 　044-541-1325TEL 　044-589-6365

783 エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ㈱ 川崎市幸区大宮町1310番地

代表取締役社長　木村　丈治

FAX 　TEL 　

132 ㈱NTTドコモ 東北支社　 仙台市青葉区上杉１丁目１番２号

執行役員支社長　藤原　道朗

FAX 　022-261-2623TEL 　022-261-2621

1148 荏原実業㈱ 東北営業所 仙台市青葉区上杉2-3-7

所長　遠藤　隆興

FAX 　022-288-2015TEL 　022-288-2010

224 ㈱荏原製作所 仙台支店 仙台市若林区卸町東四丁目4番30号

支店長　後藤田　至

FAX 　0246-27-6249TEL 　0246-27-1133

480 ㈱ＦＳＫ いわき市内郷御厩町3-168

代表取締役　鬼澤　浩正

FAX 　024-922-2450TEL 　024-922-2660

276 ㈱エフコム 郡山市堤下町13番8号

代表取締役社長　瓜生　利典

FAX 　0246-22-2001TEL 　0246-23-8134

1192 有限会社遠藤運動具店 いわき市平字中町7-4

代表取締役　遠藤芳雄

FAX 　TEL 　

1162 ㈲大竹商店 双葉郡富岡町中央一丁目82番地

代表取締役　大竹　和子

FAX 　022-782-3803TEL 　022-782-3801

709 ㈱沖電気カスタマアドテック 東北支社 仙台市宮城野区日の出町一丁目1-21

支社長　岡部　憲幸

FAX 　022-225-6687TEL 　022-225-6601

332 沖電気工業㈱ 東北支社 仙台市青葉区一番町三丁目1番1号

支社長　橋本　達也

FAX 　TEL 　090-4552-2121

1243 ㈱音吉ホンダ販売 双葉郡富岡町中央２丁目59番地

代表取締役　渡邉　寿朗

FAX 　03-3267-8199TEL 　03-3267-6051

294 ㈱会議録研究所 新宿区市谷八幡町16番

代表取締役　妹尾　潤

FAX 　048-548-9400TEL 　048-549-0822

188 ㈱会議録センター 鴻巣市鎌塚一丁目4番12号

代表取締役　加藤　信也

FAX 　024-944-0088TEL 　024-944-3622

687 ㈱蔭山工務店 郡山市田村町金屋字上川原286-12

代表取締役　蔭山　壽一
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FAX 　0257-22-7001TEL 　0257-22-7337

985 ㈱カシックス 柏崎市若葉町2番22号

代表取締役社長　木村　雅之

FAX 　0244-46-5558TEL 　0244-46-5555

748 ㈱鹿島印刷所 南相馬市鹿島区鹿島字町159

代表取締役　川又　啓蔵

FAX 　0240-35-3166TEL 　0240-34-6111

99 ㈱叶屋 双葉郡浪江町権現堂新町80

代表取締役　叶　経道

FAX 　0240-22-0222TEL 　0240-22-2510

1223 株式会社　平山自動車工業 双葉郡富岡町仏浜字釜田309

代表取締役　平山　美弘

FAX 　022-257-3785TEL 　022-257-3770

503 株式会社ジェイ　エスキュ－ブ 東北サービス部 仙台市宮城野区榴岡3-7-22

部長　佐藤　正徳

FAX 　03-6264-8782TEL 　03-6264-8781

635 ㈱ぎじろくセンター 東京営業所 中央区日本橋小舟町93-505

取締役兼東京営業所長　濱野　尚子

FAX 　0246-88-9668TEL 　0246-88-9667

759 北沢産業㈱ いわき営業所 いわき市鹿島町飯田字苗代ノ内3番地1

所長　清田　光章

FAX 　0244-24-4063TEL 　0244-22-3117

608 北日本紙業㈱ 南相馬市原町区東町三丁目106-3

代表取締役　佐藤　栄

FAX 　022-224-2722TEL 　022-224-2721

607 北日本通信㈱ 仙台営業所 仙台市青葉区本町一丁目13番32号　オーロラビ

所長　阿部　良一

FAX 　TEL 　090-8927-7283

1191 ㈲キットスポーツ 双葉郡富岡町小浜307

代表取締役　坂本一成

FAX 　0244-22-5866TEL 　0244-23-2751

964 ㈱木元装建 南相馬市原町区桜井町2-394

代表取締役　木元　雅彦

FAX 　0246-27-3149TEL 　0246-27-3300

830 共栄㈱ いわき市小島町2-3-6

代表取締役　加賀屋　正之

FAX 　0246-46-1122TEL 　0246-46-1121

180 ㈱共栄ブレーン いわき営業所 いわき市郷ケ丘2-46-4　102号

所長　橋本　武広

FAX 　022-217-2372TEL 　022-222-6552

725 ㈱ぎょうせい 東北支社 仙台市青葉区錦町1-6-31

支社長　山田　真也

FAX 　0246-27-1122TEL 　0246-27-4750

1022 ㈱協和マイクロ いわき市小島町2-3-7

代表取締役社長　浅田　茂男

FAX 　024-554-2226TEL 　024-554-2221

959 ㈱草野測器社 福島市鎌田字卸町23-16

代表取締役　草野　智樹

FAX 　053-435-3356TEL 　053-435-3553

777 ㈱クレステック 浜松市笠井新田町676

代表取締役　髙林　彰

FAX 　024-961-9558TEL 　024-961-9557

1146 グローリー㈱ 郡山営業所 郡山市堤1-154

所長　瀧本　則彦

FAX 　024-593-5508TEL 　024-593-5456

955 恵和興業㈱ 福島営業所 福島市上鳥渡字しのぶ台4-6

営業本部長　勅使河原　和則

FAX 　024-963-1775TEL 　024-963-1028

9 光栄電気通信工業㈱ 郡山市待池台一丁目55番33号

代表取締役　鴫原　健太郎

FAX 　048-297-5665TEL 　048-297-5751

117 公共地研㈱ 川口市戸塚3-25-27

代表取締役　鈴木　孝雄

FAX 　024-938-8735TEL 　024-922-6881

786 国際航業㈱ 福島営業所 郡山市中町1番22号

所長　千葉　公雄

FAX 　0246-23-4530TEL 　0246-23-4530

1135 ㈱國分 いわき市平字佃町4-2

代表取締役　国分　賢一

FAX 　024-534-7189TEL 　024-534-7188

501 コセキ㈱ 福島営業所 福島市岡部字東町71番1号

所長
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FAX 　024-531-3578TEL 　024-535-1351

443 ㈱小関秀雄商店 福島市北中央三丁目85番地の1

代表取締役　小関　恭秀

FAX 　024-922-7704TEL 　024-922-2111

428 コマツ福島㈱ 郡山市下亀田16番地3

代表取締役　梅川　栄

FAX 　024-958-6939TEL 　024-958-6936

1225 株式会社　小山商会郡山営業所 郡山市日和田町高倉字藤坦1-288

代表取締役　小山　喜雄

FAX 　06-6766-3351TEL 　06-6766-3341

1231 株式会社　サイネックス 大阪市中央区瓦屋町三町目６番１３号

代表取締役社長　村田　吉優

FAX 　022-390-1017TEL 　022-287-2733

1218 株式会社　サタケ 東北事業所　仙台システム営業 仙台市若林区六丁の目南町2-20

所長　多田　賢一郎

FAX 　0240-22-6008TEL 　0240-22-1061

829 サトウ事務器機 双葉郡富岡町本岡字新夜ノ森176-3

佐藤　耕市

FAX 　0246-84-8028TEL 　0246-28-8118

1215 さとう商事株式会社 いわき市中央台高久２丁目19-8

代表取締役　佐藤　勝典

FAX 　024-531-6527TEL 　024-534-3155

414 ㈱三陽 福島市松浪町8-13

代表取締役　鈴木　章友

FAX 　TEL 　022-261-2109

198 ジーエムいちはら工業㈱ 仙台営業所 仙台市青葉区中江1-3-4

所長　小峯　諭

FAX 　0246-38-3908TEL 　0246-38-3907

535 ㈲シープラス 双葉郡富岡町小浜字大膳町34-1　ヴィラ・シミズ

代表取締役　白石　宗生

FAX 　024-597-6584TEL 　024-597-6583

484 ㈱システムズ 福島営業所 福島市野田町2-3-2　神野ビル2F-西

所長　菅野　浩一

FAX 　024-927-0802TEL 　024-927-0801

226 ㈱システムハウスアールアンドシー 福島支店 郡山市備前舘一丁目137

支店長　前田　広樹

FAX 　0246-43-0710TEL 　0246-43-3148

573 常磐共同ガス㈱ いわき市常磐湯本町日渡74-7

代表取締役　猪狩　謙二

FAX 　024-959-0551TEL 　024-963-1001

791 情報コネクト㈱ 郡山市喜久田町字双又39番地1

代表取締役　川名　國利

FAX 　024-922-5177TEL 　024-933-6150

1188 昭和コンクリート工業㈱ 福島営業所 郡山市桑野2-33-1

所長　平岡　浩志

FAX 　0947-42-0155TEL 　0947-42-0111

1033 ㈱シンク 田川市伊加利字狐取1824番地22

取締役社長　丸山　秀明

FAX 　0247-78-2280TEL 　0247-78-3699

1037 信号器材㈱ 福島営業所 田村市滝根町広瀬字舟ヶ作3-19

所長　坪井　秀一

FAX 　TEL 　022-377-1711

46 新日本法規出版㈱ 仙台支社 仙台市泉区加茂1-48-2

支社長　大矢　隆

FAX 　024-945-4479TEL 　024-945-3697

719 新明和アクアテクサービス㈱ 郡山ステーション 郡山市安積2-210

所長　五十嵐　純二

FAX 　022-285-2207TEL 　022-285-2205

730 新和商事㈱ 仙台市若林区霞目二丁目33-15

代表取締役　橋浦　勝弘

FAX 　022-222-8580TEL 　022-222-8585

519 ㈱水機テクノス 東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目10番17号

支店長　千葉　一人

FAX 　024-925-1016TEL 　024-925-1015

1063 水ｉｎｇ㈱ 福島営業所 郡山市虎丸町24-8

所長　酒井　淳也

FAX 　0246-27-7855TEL 　0246-26-2331

705 ㈱すすむ器械店 いわき市内郷御厩町前田125

代表取締役　亀岡　敏夫

FAX 　0240-22-4151TEL 　

702 鈴屋金物㈱ 双葉郡富岡町中央一丁目190

代表取締役　鈴木　静雄
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FAX 　024-933-8172TEL 　024-922-5479

706 ㈱鈴弥洋行 郡山市備前舘二丁目6番地

代表取締役　鈴木　幸雄

FAX 　075-622-3103TEL 　075-601-3103

908 ㈱スタジオ三十三 京都市伏見区竹田松林町11番地

代表取締役　井上　喜代志

FAX 　0246-23-1199TEL 　0246-22-3211

610 ㈱成和 いわき市平字正月町24-1

代表取締役　難波　雅弘

FAX 　0246-25-3168TEL 　0246-22-2266

918 関彰商事㈱ エネルギー事業本部第１事業部東北支 いわき市平字正内町61

支店長　曲山　浩範

FAX 　03-5775-8921TEL 　03-5775-8475

639 セコム㈱ 渋谷区神宮前一丁目5番1号

代表取締役　中山　泰男

FAX 　024-523-4816TEL 　024-523-4815

723 ㈱ゼンリン 福島サービスセンター 福島市中町1-19

センター長　菊池　隆

FAX 　0247-81-1075TEL 　0247-82-5370

20 ㈱倉伸 双葉郡富岡町大字小浜字反町24-4

代表取締役　遠藤　寛和

FAX 　0244-24-3105TEL 　0244-24-211

660 ㈱大一事務機 南相馬市原町区栄町3-31

代表取締役　中田　則行

FAX 　03-3404-2269TEL 　03-3404-2251

752 第一法規㈱ 港区南青山二丁目11番17号

代表取締役社長　田中　英弥

FAX 　0243-48-4732TEL 　0243-48-4731

1059 大成産業㈱ 安達郡大玉村大山字仲北174番地

代表取締役　柏木　裕昭

FAX 　024-959-3456TEL 　024-959-2200

506 ㈱太陽興産 郡山市喜久田町卸三丁目19番地

代表取締役　藤田　弘美

FAX 　024-932-1851TEL 　024-934-0810

186 大和リース㈱ 福島支店 郡山市大槻町字牛道5-3

支店長　半澤　実

FAX 　022-722-0217TEL 　022-722-0216

737 タカオ㈱ 東北営業所 仙台市青葉区二日町16番1号　二日町東急ビル

所長　唐川　一秀

FAX 　0244-22-3160TEL 　0244-22-3158

1096 合資会社　タカノ楽器 南相馬市原町区栄町3-16

代表社員　高橋　純

FAX 　024-959-6199TEL 　024-959-6180

318 宝化成機器㈱ 郡山市喜久田町卸一丁目62番地1

代表取締役　井上　昭二

FAX 　024-931-7956TEL 　024-931-7955

586 ㈲たすく 郡山市亀田一丁目5番13号

代表取締役　今泉　英之

FAX 　024-947-1772TEL 　024-947-1771

944 ㈱タナカ 郡山支社 郡山市安積町荒井字西原山3-1

支社長　宮川　公伸

FAX 　024-555-1162TEL 　024-555-1161

761 タニコー㈱ 福島営業所 福島市森合字高野23-25

所長代理　石坂　一也

FAX 　011-700-3254TEL 　011-700-5588

556 中央コンピューターサービス㈱ 札幌支社 札幌市北区北七条西一丁目1番2号

支社長　谷田　浩一

FAX 　0240-26-0401TEL 　0240-26-0400

1142 ㈱千代田テクノル 福島営業所 双葉郡楢葉町上繁岡字小六郎86-4

所長　樋口　英美

FAX 　0246-24-1311TEL 　090-2368-5912

1219 株式会社　津多屋 双葉郡富岡町小浜中央320

代表取締役　坂本　禎人

FAX 　0246-82-3221TEL 　0246-82-3605

313 ㈲坪井商会 いわき市久之浜町久之浜字北畑田60

代表取締役　坪井　芳夫

FAX 　028-648-1215TEL 　028-648-2111

143 ㈱TKC 宇都宮市鶴田町1758番地

代表取締役社長　角　一幸

FAX 　022-742-3372TEL 　022-742-3331

515 テクノ・マインド㈱ 仙台市宮城野区榴岡一丁目6番11号

代表取締役社長　小原　正孝



住　　所

平成29・30年度　有資格者名簿（物品）

№
申　　請　　者

職　　・　　氏名
備考

基準日：平成30年4月1日

FAX 　0244-24-5887TEL 　0244-24-5777

279 ㈱でんきや 南相馬市原町区本陣前2-114-2

代表取締役　佐々木　英夫

FAX 　0240-25-8682TEL 　0240-25-8681

919 東亜リース㈱ 楢葉営業所 双葉郡楢葉町上繁岡字小六郎83-1

所長代理　佐藤　祐子

FAX 　024-923-7076TEL 　024-923-7331

837 ㈱東栄科学産業 郡山営業所 郡山市富久山町福原字陣場194-7

所長　橋本　富美男

FAX 　049-223-1219TEL 　049-226-7911

53 東興産業㈱ 関越営業所 川越市福田239

所長　本橋　丈晴

FAX 　022-264-7426TEL 　022-284-7431

486 ㈱東芝 東北支社 仙台市青葉区本町二丁目1番29号

支社長　谷内　聡

FAX 　022-217-3755TEL 　022-217-3750

592 東芝通信インフラシステムズ㈱ 東北営業所 仙台市青葉区本町二丁目1番29号

所長　牧田　元孝

FAX 　045-773-1309TEL 　045-770-2218

863 東芝電力放射線テクノサービス㈱ 横浜市磯子区新杉田8番地

代表取締役　荒田　超次

FAX 　0246-26-5403TEL 　0246-26-5401

425 東部産業㈱自動車部 いわき市内郷綴町金谷15番地4

代表取締役　菊池　一隆

FAX 　024-943-9111TEL 　024-944-1501

813 東邦福島㈱ 郡山市横塚三丁目12番16号

代表取締役社長　河原　祐路

FAX 　024-525-3581TEL 　024-525-3580

809 東北浅野防災設備㈱ 福島営業所 福島市松浪町2番23号

初t量　渡邊　大士

FAX 　022-799-4205TEL 　022-799-4201

867 東北インテリジェント通信㈱ 仙台市青葉区一番町三丁目7番1号

代表取締役社長　佐久間　洋

FAX 　0246-53-2226TEL 　0246-53-2214

299 東北機電工業㈱ いわき市小名浜字中原9番地の6

代表取締役　村松　嘉雄

FAX 　0240-23-6211TEL 　0240-23-6210

717 ㈱東北クボタ 双葉営業所 双葉郡楢葉町山田岡五里内1-1

所長　石田　栄一

FAX 　024-544-1452TEL 　024-544-1455

403 ㈱東北ディエスジャパン 福島営業所 福島市下鳥渡字新町西18-1

所長　竹中正樹

FAX 　024-526-1312TEL 　024-526-1311

819 （一財）東北電気保安協会 福島事業本部 福島市矢剣町1番22号

事業本部長　高橋　幸冶

FAX 　0246-22-3650TEL 　0246-22-3730

177 東洋安全防災㈱ いわき市平塩字風内73-2

代表取締役　鈴木　幸雄

FAX 　024-963-2055TEL 　024-963-2050

370 トーアン㈱ 郡山市待池台一丁目55番地37

代表取締役　神事　潤三

FAX 　022-297-2372TEL 　022-297-2371

435 ㈱トーケミ 仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡3-11-6

所長　正木　英明

FAX 　03-3221-5521TEL 　03-3221-5558

658 ㈱トータルメディア開発研究所 千代田区紀尾井町3番23号

代表取締役　澤田　敏企

FAX 　0246-23-7575TEL 　0246-23-1001

1031 ㈱トーホー いわき市平六町目1-14

代表取締役　三浦　芳一郎

FAX 　0246-53-3339TEL 　0246-53-5513

807 ㈱ときわ いわき市小名浜君ケ塚町１７番地の23

代表取締役　小野　智廣

FAX 　03-3943-8441TEL 　03-3943-2221

533 ㈱図書館流通センター 文京区大塚三丁目1番1号

代表取締役　石井　昭

FAX 　042-675-6098TEL 　042-675-2696

1206 株式会社トリアド工房 八王子市大塚636-2

代表取締役　伊藤　民郎

FAX 　024-544-3231TEL 　024-544-3232

369 ㈱中西製作所 福島営業所 福島市郷野目字宝来町17-3

所長　赤津　克志
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FAX 　0242-36-7241TEL 　0242-36-7240

929 ㈱ナカノアイシステム 福島営業所 会津若松市大町一丁目7番12号　キャッスルマ

所長　阿部　浩幸

FAX 　022-794-8342TEL 　022-794-8341

945 長野ポンプ㈱ 仙台営業所 仙台市宮城野区萩野町一丁目18-8　プロミネン

所長　蜂谷　政興

FAX 　024-531-9813TEL 　024-531-9801

851 ㈱中松商会 東北支店 福島市東中央三丁目48番地

支店長　本田　保男

FAX 　0246-53-5113TEL 　0246-53-5111

1168 ㈱ナガワ いわき営業所 いわき市小名浜岡小名字御代坂35-1

所長　小野　勉

FAX 　0246-28-8725TEL 　0246-28-0725

268 ナブコシステム㈱ いわき営業所 いわき市平上荒川字桜町51-1

所長　及川　晴男

FAX 　0240-27-4235TEL 　0240-27-4400

581 南双サービス㈱ 双葉郡広野町下北迫字浜田55番地

代表取締役　高野　剛

FAX 　024-552-5834TEL 　024-552-5831

763 ㈱ニーズ 福島市本内字南街道下1番地1

代表取締役　三瓶　浩徳

FAX 　024-973-5931TEL 　024-973-5930

66 ㈱西原環境 福島営業所 郡山市喜久田町字遠北原1-1

所長　安孫子　武彦

FAX 　03-3291-6886TEL 　03-3291-2121

1121 ㈱ニチイ学館 千代田区神田駿河台二丁目9番

代表取締役　寺田　明彦

FAX 　0246-22-6231TEL 　0246-22-3280

1013 日栄通信工業㈱ いわき市平字正月町36-20

代表取締役　梅本　榮男

FAX 　024-944-1516TEL 　024-944-1515

842 ニチレキ㈱ 福島営業所 郡山市大河原100番地

所長　川添　崇生

FAX 　03-5296-0678TEL 　03-5296-0677

1221 株式会社　ニック 東京支店 千代田区神田鍛冶町三丁目7-4

支店長　竹原　達也

FAX 　024-956-5353TEL 　024-956-5377

257 日建リース工業㈱ 福島支店 郡山市田村町下行合字田ノ保下6-1

支店長　沼山　達男

FAX 　024-923-4998TEL 　024-923-2300

418 日産プリンス福島販売㈱ 郡山文化通店 郡山市鶴見坦二丁目14-19

店長　秋田　裕二

FAX 　022-221-8223TEL 　022-221-8221

579 日進医療食品㈱ 仙台支店 仙台市青葉区一番町9番1【号

支店長　菅井　正一

FAX 　0240-23-6906TEL 　0240-23-6906

495 ㈱日進堂印刷所 浜みらい支社 双葉郡富岡町小浜字中央397-1　B201

支社長　長島　信也

FAX 　022-236-9127TEL 　022-236-9134

703 日通商事㈱ 仙台支店 仙台市宮城野区苦竹三丁目1番1号

執行役員支店長　及川　和彦

FAX 　024-921-8742TEL 　024-921-8741

1141 日東通信㈱ 福島営業所 郡山市八山田六丁目23番

所長　藤田　昭博

FAX 　0246-36-868TEL 　0246-36-8680

16 ㈱ニノテック いわき営業所 いわき市好間町下好間字鬼越18

所長　木滑　雅広

FAX 　03-3267-2658TEL 　03-3269-4727

1017 一般社団法人　日本家族計画協会 新宿区市谷田町1-10　保健会館新館

理事長　北村　邦夫

FAX 　022-264-0082TEL 　050-3000-1580

393 日本事務器 東北支社 仙台市青葉区中央四丁目10番3号

支社長　田中　春彦

FAX 　024-964-6332TEL 　024-954-6333

668 ㈱日本遮蔽技研 郡山市富田町字権現林11番地

代表取締役　平山　泉

FAX 　024-991-1588TEL 　024-939-6815

645 日本調理機㈱ 郡山営業所 郡山市新屋敷2-32

所長　小林　和彦

FAX 　024-923-2904TEL 　024-923-5511

1082 日本電気㈱ 郡山支店 郡山市清水台２丁目13-23

支店長　福永　孝一
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FAX 　024-943-5809TEL 　024-943-5751

1114 日本ニューホランド㈱ 福島営業所 郡山市大河原62番1号

所長　及川　茂樹

FAX 　0246-25-0113TEL 　0246-25-0111

735 ㈱ネクスト情報はましん いわき市平下荒川字諏訪下36-1

代表取締役　渡辺　隆志

FAX 　024-947-1198TEL 　024-947-1194

33 能美防災㈱ 郡山営業所 郡山市川向128

所長　笠原　久義

FAX 　024-521-3855TEL 　024-521-3811

1102 ㈱パスコ 福島支店 福島市栄町6番6号　ＮＢＦユニックスビル7Ｆ

支店長　野呂　英樹

FAX 　0246-22-2707TEL 　090-7664-2994

1238 ㈲長谷川自動車 双葉郡富岡町上郡山字太田15

代表取締役　長谷川　裕一

FAX 　022-268-5713TEL 　022-225-5819

457 パナソニックＥＳエンジニアリング㈱ 北海道・東北支 仙台市青葉区一番町四丁目1番25号

支店長　藤澤　武

FAX 　022-212-3719TEL 　022-212-3701

1152 パナソニックシステムソリュウションズジャパン株式 仙台市青葉区一番町2-4-1

社長　武部　恭士

FAX 　0246-34-3822TEL 　0246-34-8600

356 ㈱はる いわき市平荒田目内南177-4

代表取締役　松井　秀一

FAX 　0246-23-1979TEL 　0246-23-1616

62 ㈱磐水社 いわき市平字古鍛冶町4

代表取締役　渡辺　守弥

FAX 　024-525-2565TEL 　024-531-7341

77 東日本電信電話㈱ 宮城事業部福島支店 福島市山下町5番10号

支店長　山口　圭介

FAX 　024-597-2821TEL 　024-597-2808

126 東日本ユニットサービス㈱ 福島市立子山字甚念坊山9番地の42

代表取締役　伊藤　栄一

FAX 　022-227-5062TEL 　050-3383-3616

470 ㈱日立国際八木ソリューションズ 東北支店 仙台市青葉区中央四丁目6番1号

支店長　千葉　修

FAX 　022-227-6190TEL 　022-227-6546

628 ㈱日立システムズ 東北支社 仙台市青葉区本町2-15-1

支社長　堀谷　敦

FAX 　022-263-5188TEL 　022-263-3288

980 ㈱日立プラントサービス 東北支店 仙台市青葉区中央4-6-1

支店長　坂本　晃

FAX 　TEL 　090-5188-7663

1025 ひろや 双葉郡富岡町中央一丁目83番地

小貫　和洋

FAX 　0240-23-6833TEL 　0240-23-6811

596 ㈱フクシ・エンタープライズ 福島営業所 双葉郡川内村上川内字町分138番地1-201

所長　伊藤　光幸

FAX 　024-934-8941TEL 　024-934-6886

29 福島アイホー調理機㈱ 郡山市八山田四丁目94番地

代表取締役　渡邉　秀忠

FAX 　024-922-9663TEL 　024-932-4534

1027 ㈱福島映機サービス 郡山市朝日1-27-2

代表取締役　相澤　弘

FAX 　024-534-0108TEL 　024-534-0108

106 ㈱福島県中央計算センター 福島市新町7番22号

代表取締役社長　星　春男

FAX 　024-535-2290TEL 　024-535-2241

74 ㈱福島工作所 福島市森合町1番31号

代表取締役　富田　善一郎

FAX 　024-938-6762TEL 　024-923-2116

677 ㈱福島情報処理センター 郡山市桑野三丁目18-24

代表取締役社長　小暮　憲一

FAX 　0246-43-4150TEL 　0246-43-3234

599 福島水交㈱ いわき市常磐湯本町天王崎46番地

代表取締役　馬目　努

FAX 　0246-55-5562TEL 　0246-55-5560

475 福島ミドリ安全㈱ いわき支店 いわき市洋向台一丁目1番地の2

支店長　松崎　栄治

FAX 　0243-33-2086TEL 　0243-34-2328

335 福味商事㈱ 本宮市本宮字舘町161-2

代表取締役　内田　信市
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FAX 　022-2600-1312TEL 　022-2600-1310

199 富士ゼロックスシステムサービス㈱ 営業本部東北 仙台市宮城野区鉄砲町西1番地14

支店長　樋口　洋一

FAX 　024-991-5616TEL 　024-927-1011

488 富士ゼロックス福島㈱ 郡山市中町5番1号

営業統括部長　梅津　修二

FAX 　0246-23-0971TEL 　0246-23-6442

1144 富士通㈱ いわき支店 いわき市平字大町10番4号

支店長　小野寺　真樹

FAX 　0246-24-6444TEL 　0246-24-6441

1090 ㈱富士通エフサス いわき支店 いわき市平字大町10-4

支店長　影山　義春

FAX 　022-239-5105TEL 　022-239-5171

439 ㈱富士通ゼネラル 東北情報通信ネットワーク営業 仙台市宮城野区扇町3-5-5

部長　矢澤　秀昭

FAX 　022-263-8187TEL 　022-263-6940

192 富士通ネットワークソリューション㈱ 東北支店 仙台市青葉区一番町2-3-22

支店長　沖中　喜光

FAX 　0246-47-0611TEL 　0246-47-0321

306 富士テレコム㈱ いわき支店 いわき市好間工業団地1番地52

支店長　松崎　元

FAX 　022-225-5368TEL 　022-225-5351

35 富士電機㈱ 東北支社 仙台市青葉区上杉三丁目3番30号

支社長　加藤　雅行

FAX 　022-244-6736TEL 　022-244-7738

847 フジ電子興業㈱ 仙台市太白区鈎取本町一丁目6番1号

代表取締役　佐藤　雅宣

FAX 　024-951-7725TEL 　024-952-6058

207 ㈱フジマック 郡山営業所 郡山市大槻町字東竹ヶ原2-2

所長　竹谷内　隆行

FAX 　022-225-6784TEL 　022-225-0055

549 扶桑電通㈱ 東北支店 仙台市青葉区一番町2-1-2

執行役員支店長　髙橋　秀仁

FAX 　0246-38-8372TEL 　0246-38-8371

796 ㈱双葉事務器 双葉郡大熊町下野上字大野379

代表取締役　志賀　祐広

FAX 　0246-54-6531TEL 　080-5748-6826

674 ふたば商工㈱ 双葉郡富岡町大字上手岡字下千里1135-5

代表取締役　遠藤　晴久

FAX 　0246-34-7290TEL 　0246-34-7255

431 双葉商事㈱ いわき市平下神谷字仲田22-1

代表取締役　渡辺　清

FAX 　0240-27-6226TEL 　0240-27-1253

90 双葉設備工業㈱ 双葉郡大熊町小入野字向畑175-3

代表取締役　半谷　智栄

FAX 　0246-27-0070TEL 　0246-27-6161

1094 ㈱プリモ 福島店タケダ食器厨房 いわき市内郷御厩町四丁目114

営業部長　栗城　琢磨

FAX 　0246-36-8701TEL 　0246-36-8700

410 フルテック㈱ いわき営業所 いわき市好間町中好間字下川原20-3

所長　山本　康人

FAX 　0246-58-0080TEL 　0246-58-0047

239 ㈱平成 いわき市小名浜林城字塚前23-1

代表取締役　鈴木　庸平

FAX 　0246-34-7515TEL 　0246-34-7515

559 ㈱ポート 双葉郡富岡町夜の森南一丁目27-13

代表取締役　井出　法泰

FAX 　0246-21-6774TEL 　0246-21-6771

713 ホシザキ東北㈱ いわき営業所 いわき市平下荒川字諏訪下50-1

所長　青柳　有博

FAX 　0248-72-8787TEL 　0248-72-5151

219 ㈱星総合印刷 須賀川市森宿字関表37番地8

代表取締役　星　裕明

FAX 　024-522-2552TEL 　024-522-2557

828 北海道地図㈱ 福島支店 福島市北町4番1号

支店長　山崎　浩資

FAX 　0240-34-6657TEL 　0240-34-6655

1015 ㈱まつざき印刷 双葉郡浪江町権現堂字南深町4

代表取締役　松崎　保成

FAX 　0243-24-1671TEL 　0243-24-1523

1171 ㈱マツバヤ 双葉郡浪江町大字権現堂字上川原88

代表取締役　松原　茂
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FAX 　022-267-6892TEL 　022-221-7791

5 ㈱松村電機製作所 東北支店 仙台市青葉区五橋1-6-2

支店長　元臼　弘和

FAX 　0244-35-1505TEL 　0244-35-1515

954 ㈱まつもと 双葉郡双葉町長塚字町19番地

代表取締役社長　松本　定雄

FAX 　024-959-6337TEL 　024-959-6338

295 丸三㈱ 郡山市喜久田町卸一丁目71-1

代表取締役　三部　健次

FAX 　0776-67-8024TEL 　0776-67-8005

742 三谷コンピュータ㈱ 坂井市丸岡町熊堂第3号7番地1-13

代表取締役社長　北川　光太郎

FAX 　022-265-5731TEL 　022-796-2101

262 ㈱ムサシ 仙台支店 仙台市青葉区本町

支店長　菊池　貴氏志

FAX 　024-962-9381TEL 　024-962-9380

1109 ㈱明成エンジニアリング 郡山市堤3-182　2Ｆ

代表取締役　森田　和成

FAX 　024-531-2484TEL 　024-531-0041

39 ㈱メディアシステム 福島市御山字稲荷田83番地2

代表取締役　渡邉　弘志

FAX 　022-238-7237TEL 　022-238-6461

135 ㈱モリタ 仙台支店 仙台市宮城野区萩野町三丁目8番55号

支店長　伊藤　晶広

FAX 　03-3845-1766TEL 　03-3842-1621

565 森平舞台機構㈱ 台東区花川戸2丁目11番2号

代表取締役　森　健輔

FAX 　024-593-5455TEL 　024-593-2221

554 ㈱山川印刷所 福島市庄野字清水尻1-10

代表取締役　立花　志明

FAX 　0246-76-1618TEL 　0246-76-1653

1041 ㈱ヤマダ電機 いわき営業所 いわき市鹿島町御代赤坂18

所長　松舟　康二

FAX 　024-934-8102TEL 　024-933-2047

826 ㈱やまと印刷 郡山市富久山町福原字本町2-6

代表取締役　渡辺　喜久夫

FAX 　022-212-2070TEL 　022-796-0061

602 ヤマハサウンドシステム㈱ 仙台営業所 仙台市若林区舟丁16番地　小林ビル

所長　七海　秀也

FAX 　0244-22-3368TEL 　0244-22-3365

1176 ヤンマーアグリジャパン㈱ 原町支店 南相馬市原町区下北高平字古舘351-3

支店長　島影　守宏

FAX 　022-265-0360TEL 　022-224-1457

1099 ㈱有電社 東北支店 仙台市青葉区二日町18-25

支店長　広田　修

FAX 　024-545-3033TEL 　024-545-3032

915 ユーロフィン日本総研㈱ 福島分析センター 福島市成川字上谷地1番地1

所長　藤田　徹

FAX 　024-939-0770TEL 　024-939-0710

377 ㈱ユニフォームネット 郡山支店 郡山市備前舘一丁目28番地

支店長　吉田　宏

FAX 　0246-21-1136TEL 　0246-21-1101

925 ㈱ヨシダ いわき市平字鍛冶町5番地

代表取締役　吉田　直正

FAX 　03-5624-0098TEL 　03-5624-0095

319 ㈱ライズファクトリー 江東区住吉二丁目25番2号

代表取締役　戸田　その子

FAX 　024-927-0669TEL 　024-927-5590

113 リコージャパン㈱ 福島支社　福島第一営業部 郡山市鶴見坦2-18-5

部長　関根　幸夫

FAX 　03-6311-8359TEL 　03-6311-8356

1107 ㈱リサーチアンドソリューション 東京本社 渋谷区本町4-12-7　泉西新宿ビル5階

代表取締役　美濃部　直樹

FAX 　0246-36-5499TEL 　0246-36-5445

934 ㈱リンペイ いわき支店 いわき市好間町下好間一町坪82-1

支店長　長谷川　正義

FAX 　0240-25-1080TEL 　0240-26-0660

394 ㈱レンタルのニッケン 楢葉営業所 双葉郡楢葉町山田岡字仲丸1番地13

所長　杉本　憲司


