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基準日：平成30年4月1日

FAX 　03-3216-3133TEL 　03-3216-3962

653 ㈱ＪＥＣＣ 千代田区丸の内三丁目4番1号

専務取締役　村上　春生

FAX 　0246-38-6509TEL 　0246-38-6508

999 ㈱ＫＯＯＢＡ 双葉郡富岡町小浜11-11

代表取締役　小林　賢紘

FAX 　022-265-0826TEL 　022-265-0807

540 NECキャピタルソリューション㈱ 東北支店 仙台市青葉区中央四丁目6番1号

支店長　金子　雅弘

FAX 　022-221-2843TEL 　022-221-0120

1158 ＮＴＴソルコ＆北海道テレマート㈱ 東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目8番10号

支店長　佐藤　学

FAX 　022-266-3480TEL 　022-266-3211

570 NTTファイナンス㈱ 東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目1番2号

支店長　寺脇　誠

FAX 　022-214-3563TEL 　022-214-3571

951 ㈱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 　03-5826-4710TEL 　03-5826-4710

1203 株式会社TIT 文京区湯島二丁目23-5

代表取締役　池田　晃一

FAX 　03-3791-0953TEL 　03-3719-3721

766 ＴＰＳ太陽㈱ 目黒区東山1-17-16

代表取締役社長　能村　祐己

FAX 　0246-46-1032TEL 　0246-46-1031

626 ㈱URリンケージ 福島営業所 いわき市中央台飯野四丁目2番地の4

所長　下山　健司

FAX 　0244-32-1062TEL 　0244-32-1061

627 ㈱アーキジオ 福島 相馬市大坪字山神前126

所長　柿島　浩志

FAX 　024-963-0022TEL 　024-963-0002

246 ㈱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 　0242-27-1362TEL 　0242-27-1460

514 ㈱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

922 ㈱アイデックス 郡山市菜根五丁目3番12号

菅原　弘道

FAX 　0242-26-1013TEL 　0242-26-4934

215 アイネット㈱ 会津若松市天神町30番52号

代表取締役　佐藤　守哉

FAX 　0246-23-0560TEL 　0246-23-0555

1046 ㈱アオバ消毒 いわき市平中山字柳町Ⅶ8番地の3

代表取締役　鬼怒川　成一

FAX 　024-953-3831TEL 　024-953-3830

1057 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 　024-525-3581TEL 　024-533-5222

265 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 　024-945-5003TEL 　024-947-1300

352 ㈱アサヒビルサービス 郡山市安積町長久保4-1-10

代表取締役　味戸　誠一郎

FAX 　022-767-6778TEL 　022-767-6777

229 アサヒプリテック㈱ 仙台営業所 宮城郡利府町しらかし台六丁目5-11

所長　天野　剛

FAX 　024-549-5090TEL 　024-573-7219

408 東化研㈱ 福島市田沢字桜台23-2

代表取締役　渡邉　昌彦

FAX 　018-823-8790TEL 　018-823-8781

913 ㈱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 　0240-21-3850TEL 　0240-30-3000

1071 ㈱アトックス 福島復興支社 双葉郡富岡町本岡字赤木100の2

支社長　谷津田　尊之

FAX 　03-5544-8412TEL 　03-5544-8411

886 ㈱アバンアソシエイツ 港区赤坂三丁目11番3号　赤坂中川ビルディン

代表取締役　角　洋一

FAX 　024-959-1828TEL 　024-959-1800

249 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
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FAX 　0248-73-2460TEL 　0248-73-2454

1123 ㈱イオン 須賀川市向陽町18番地

代表取締役　實沢　浩嗣

FAX 　024-973-5454TEL 　024-973-5454

665 ㈲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

623 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

233 ㈱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 　024-926-0082TEL 　024-926-0081

530 ㈱一測設計 郡山支店 郡山市喜久田町松ケ作16-175

支店長　小野寺　晃

FAX 　024-531-2912TEL 　024-531-2911

873 いであ㈱ 福島支店 福島市宮下町17-18

支店長　金成　浩司

FAX 　0246-34-2511TEL 　0246-34-2514

561 ㈱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 　029-306-9076TEL 　029-306-9086

1197 一般財団法人茨城県薬剤師会検査センタ－ 水戸市笠原町978-47

代表理事　横濱　明

FAX 　024-563-5818TEL 　024-563-5817

845 ㈱イビソク 福島営業所 福島市八木田字中島93番地の1　A-105号

所長　本間　貴也

FAX 　0246-84-5402TEL 　0246-84-5401

1220 株式会社　いわき一心 いわき市内郷高野町セキバ1-45

長谷川　伸

FAX 　0246-32-7099TEL 　0246-32-6909

1010 いわき建設運輸㈲ いわき市四倉町字六丁目39番地

代表取締役　吉田　司

FAX 　022-302-5278TEL 　022-302-5277

423 ㈱インタラック北日本 仙台支店 仙台市青葉区中央一丁目10番1号

支店長　窪田　篤敏

FAX 　024-563-7826TEL 　024-563-7822

825 ㈱インテック 福島市瀬上町字桜町三丁目3番地の7

代表取締役　丹野　仁

FAX 　024-524-2255TEL 　024-524-1188

376 ㈱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 　0246-38-6168TEL 　0246-38-6166

1129 ㈲ウインズトラベル 双葉郡楢葉町上小塙中川原29-1

代表取締役　渡邉　和子

FAX 　0240-25-8387TEL 　0240-25-8386

1074 ウツエバルブサービス㈱ 浜通事業所 双葉郡楢葉町山田岡字大堤入49-1

所長　田中　一夫

FAX 　0240-25-8997TEL 　0240-25-8669

832 ㈱エイブル 双葉郡大熊町夫沢字中央台551-6

代表取締役　佐藤　順英

FAX 　0246-35-7838TEL 　0246-35-7833

1117 ㈱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 　044-541-1325TEL 　044-589-6365

784 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 　024-900-8990TEL 　024-900-8991

804 エヌエス環境㈱ 福島支店 郡山市新屋敷一丁目165番地

支店長　清水　純次郎

FAX 　022-261-2623TEL 　022-261-2621

1149 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 　024-922-2450TEL 　024-922-2660

277 ㈱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 　022-782-3803TEL 　022-782-3801

710 ㈱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

333 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
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FAX 　0243-24-1279TEL 　0243-24-1728

1088 ㈱小黒設備工業 双葉郡浪江町高瀬字小高瀬原197番地

代表取締役　小黒　陽子

FAX 　0246-53-3339TEL 　0246-54-2825

781 小名浜通船㈱ いわき市小名浜字辰巳町37番地

代表取締役　小野　智廣

FAX 　024-923-5157TEL 　024-923-5155

681 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 郡山市桑野二丁目2番16号

所長　植木　康

FAX 　024-555-6604TEL 　024-555-6603

768 オリジナル設計㈱ 福島営業所 福島市南矢野目字赤川前10-16-202

所長　蓮沼　信

FAX 　025-283-4109TEL 　025-283-5111

995 ㈱オリス 新潟市中央区鳥屋野310番地

代表取締役　石黒　定雄

FAX 　048-548-9400TEL 　048-549-0822

189 ㈱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 　0257-22-7001TEL 　0257-22-7337

986 ㈱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

749 ㈱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 　0244-25-4638TEL 　0244-25-4633

857 株式会社ひばり警備 南相馬市原町区桜井町一丁目142-1

代表取締役　山田　美

FAX 　024-572-5789TEL 　024-572-5788

962 ㈱環境管理センター 福島事業所 福島市陣場町8-24　サニーコート福島404号

所長　木下　慎

FAX 　028-601-8836TEL 　028-601-8835

1049 ㈱環境公害分析センター 宇都宮市問屋町3172-85

代表取締役　塚田　加代

FAX 　0246-27-7256TEL 　0246-27-7231

362 ㈱環境測定サービス いわき営業所 いわき市内郷内町立町6-3

所長　立原　謙一

FAX 　024-536-5123TEL 　024-535-0183

816 ㈱環境分析研究所 福島市東浜町22番2号

代表取締役社長　菊池　美保子

FAX 　024-953-8575TEL 　024-953-8574

1134 環境保全㈱ 福島営業所 郡山市富田町向山20（20-105）

所長　佐藤　修一郎

FAX 　0246-92-5505TEL 　0246-54-8260

577 ㈲カンセイ いわき市小名浜君ケ塚町5番地の9

代表取締役　根本　宏

FAX 　029-224-1024TEL 　029-224-1000

613 管清工業㈱ 茨城営業所 水戸市渡里町2710-6

所長　遠藤　光弘

FAX 　03-6264-8782TEL 　03-6264-8781

636 ㈱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 　TEL 　

327 基礎地盤コンサルタンツ㈱ 

FAX 　022-217-2372TEL 　022-222-6552

726 ㈱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 　024-938-6910TEL 　024-923-5035

441 ㈱協和エムザー 郡山市並木二丁目14-4

代表取締役　新井　豪

FAX 　0246-81-0912TEL 　0246-81-0911

1164 キョウワプロテック㈱ いわき事業所 いわき市内郷綴町七反田11-27

FAX 　024-943-3515TEL 　024-941-3501

1175 クマリフト㈱ 郡山営業所 郡山市小原田3-2-5

所長　西條　洋

FAX 　0240-20-0500TEL 　0240-20-0500

924 グリーンアーム㈱ 福島支店 双葉郡富岡町上手岡字杉内88-1

支店長　國島　武史

FAX 　024-983-5308TEL 　024-983-5307

722 ㈱グリーンシグマ 福島事務所 郡山市菜根五丁目17番14号

事務所長　瀬戸　智
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FAX 　053-435-3356TEL 　053-435-3553

778 ㈱クレステック 浜松市笠井新田町676

代表取締役　髙林　彰

FAX 　0246-62-6163TEL 　0246-62-6166

616 ㈱クレハ分析センター いわき市錦町落合16番地

代表取締役社長　吉元　恵

FAX 　024-593-5508TEL 　024-593-5456

956 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 　024-572-6651TEL 　024-572-6650

773 ㈱ケー・シー・エス 福島営業所 福島市三河南町11-20　小畑ビル

所長　熊谷　慶一

FAX 　029-282-2555TEL 　029-282-1611

715 検査開発㈱ 那珂郡東海村村松字平原3129-37

代表取締役　渡邉　浩明

FAX 　024-525-8631TEL 　024-525-8630

1004 ㈱建設技術研究所 福島事務所 福島市大町7-25

所長　森谷　伸開

FAX 　024-963-1775TEL 　024-963-1028

8 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

118 公共地研㈱ 川口市戸塚3-25-27

代表取締役　鈴木　孝雄

FAX 　024-963-1853TEL 　024-963-1850

693 ㈱江東微生物研究所 郡山支所 郡山市喜久田町卸三丁目24番

支所長　佐藤　英司

FAX 　024-953-4885TEL 　024-953-4884

1242 郡山中央交通株式会社 郡山市安積町日出山三丁目280番地

代表取締役社長　大竹　秀明

FAX 　024-938-8735TEL 　024-922-6881

787 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 　0246-28-0101TEL 　0246-28-0100

213 ㈱コクサイビルシステム いわき市平下荒川字鶴ヶ町60番地の2

代表取締役　地引　勇

FAX 　022-256-2522TEL 　022-292-1661

1128 国際文化財㈱ 東北支店 仙台市宮城野区原町五丁目5番8号

支店長　武　賢治

FAX 　0246-23-6437TEL 　0246-23-6444

1138 ㈱五大 双葉郡楢葉町大字大谷字仲平57-1

代表取締役　草野　仁

FAX 　024-531-0169TEL 　024-534-2351

1019 小林土木㈱ 福島市御山字仲ノ町57番地1

代表取締役　小林　健夫

FAX 　024-953-5634TEL 　024-953-5633

383 ㈱コンピュータービジネス 郡山事業所 郡山市古川80番地1

所長　佐藤　公宣

FAX 　022-225-3866TEL 　022-225-3871

367 ㈱サーベイリサーチセンター 東北事務所 仙台市青葉区一番町二丁目4番1号

所長　千葉　記章

FAX 　06-6766-3351TEL 　06-6766-3341

1230 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 　022-259-1107TEL 　022-259-1559

854 佐川急便㈱ 南東北支店 仙台市宮城野区扇町7-5-3

支店長　小西　重光

FAX 　024-952-0035TEL 　024-952-0035

823 ㈱さくら緑化 双葉郡富岡町下郡山字下郡74

代表取締役　山田　直光

FAX 　024-973-8682TEL 　024-973-8681

971 ㈱三協技術 福島支店 郡山市長者三丁目4番1号

支店長　橋本　忠助

FAX 　0246-43-3114TEL 　0246-43-3115

421 ㈱ジェイ・ケイ・リアルタイム いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171番地

代表取締役　神好　雄治

FAX 　024-927-0802TEL 　024-927-0801

227 ㈱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 　024-935-5599TEL 　024-935-5667

655 ㈱島工業 郡山市富久山町久保田字古町161

代表取締役　佐久間　俊光
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FAX 　024-901-0041TEL 　024-901-0040

689 ㈱島津テクノリサーチ 郡山営業所 郡山市堂前町6-7　フコク生命ビル2階

所長　大久保　高志

FAX 　022-299-5523TEL 　022-299-5507

899 ㈱四門 東北支店 仙台市宮城野区榴岡4-12-12

支店長　田上　敏也

FAX 　03-3260-9492TEL 　03-3260-9414

935 ㈱社会安全研究所 新宿区津久戸町3番12号

代表取締役　首藤　由紀

FAX 　022-243-4311TEL 　022-243-4320

1184 ㈱写真企画 仙台市太白区富沢南1-19-2

代表取締役　阿部　寛之

FAX 　0246-92-0554TEL 　0246-92-0555

153 常光サービス㈱ いわき市小名浜諏訪町11-1

代表取締役　野崎　裕康

FAX 　0246-72-1101TEL 　0246-72-1100

64 常磐開発㈱ いわき市常磐湯本町辰ノ口1

代表取締役社長　高木　純一

FAX 　024-959-0551TEL 　024-963-1001

792 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 　024-959-1773TEL 　024-959-1771

123 ㈱新環境分析センター 福島県分析センター 郡山市喜久田町卸一丁目104番地1

センター長　薄井　孝之

FAX 　0947-42-0155TEL 　0947-42-0111

1034 ㈱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

1038 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 　0246-25-4100TEL 　0246-23-1151

89 新常磐交通㈱ いわき市明治団地4番地の1

代表取締役会長　髙野　將弘

FAX 　024-945-4479TEL 　024-945-3697

720 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

729 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

520 ㈱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

1064 水ｉｎｇ㈱ 福島営業所 郡山市虎丸町24-8

所長　酒井　淳也

FAX 　075-622-3103TEL 　075-601-3103

909 ㈱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 　06-6448-8447TEL 　06-6448-8446

1202 株式会社スマートバリュー 株式会社ｽﾏ-ﾄﾊﾞﾘｭｰｸﾗｳ 大阪市西区靱本町2-3-2

ディブマネージャー　山田　幸人

FAX 　024-573-1922TEL 　024-573-1921

1165 ㈱静環検査センター 福島支店 福島市郷野目字宝来町17-3-A1011　103

支店長　野田　剛生

FAX 　0248-22-0876TEL 　0248-22-0841

158 ㈱セイビ 白河市外薄葉48

代表取締役　紺野　竜一

FAX 　0246-25-3168TEL 　0246-22-2266

914 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

640 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

724 ㈱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 　0246-27-6027TEL 　0246-26-7304

96 ㈱綜合通信 いわき市内郷宮町金坂250-1

代表取締役　渡邊　浩一郎

FAX 　03-3404-2269TEL 　03-3404-2251

753 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
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FAX 　024-931-7956TEL 　024-931-7955

587 ㈲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 　0463-79-6240TEL 　090-9365-5277

1227 株式会社田中大朗建築都市設計事務所 中郡大磯町大磯1530

代表取締役　田中　大朗

FAX 　0246-22-0683TEL 　0246-22-0681

647 玉野総合コンサルタント㈱ 福島事務所 いわき市平字小太郎町4-12

福島事務所所長　高橋　一禎

FAX 　011-700-3254TEL 　011-700-5588

557 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

1143 ㈱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 　028-648-1215TEL 　028-648-2111

144 ㈱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

516 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

FAX 　03-5244-5661TEL 　03-5244-5311

463 テスコ㈱ 千代田区西神田一丁目4番5号

代表取締役　小林　千尋

FAX 　0244-24-5887TEL 　0244-24-5777

280 ㈱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 　03-6372-7301TEL 　03-6372-7311

666 一般財団法人　電源地域振興センター 中央区日本橋堀留町2-3-3　堀留中央ビル7階

専務理事　杉原　誠

FAX 　0246-35-6856TEL 　0246-35-6855

373 テンプスタッフ・カメイ㈱ いわきオフィス いわき市平字大町7-2

マネージャー　鈴木　信二

FAX 　03-5296-5226TEL 　03-5209-6615

350 東京センチュリー㈱ 千代田区神田練塀町3番地

代表取締役　浅田　俊一

FAX 　0240-25-5536TEL 　0240-25-4988

1000 東京レコードマネジメント㈱ 福島支社 双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作12

支社長　早津　浩成

FAX 　049-223-1219TEL 　049-226-7911

54 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

487 ㈱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 　022-298-1091TEL 　022-298-1098

1181 東芝エレベータ㈱ 東北支社 仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号

支社長　村上　嘉治

FAX 　022-217-3755TEL 　022-217-3750

594 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

864 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 　0240-25-8350TEL 　0240-25-8333

793 東双不動産管理㈱ 双葉郡大熊町下野上字大野556番地

代表取締役社長　望月　純夫

FAX 　0244-26-1700TEL 　0244-26-0804

1233 株式会社　東武 相双支店 原町市本陣前二丁目51番地

支店長　氏家　裕綱

FAX 　024-525-3581TEL 　024-525-3580

810 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

868 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 　022-223-9533TEL 　022-223-9316

31 東北三建サービス工事㈱ 仙台市青葉区本町1-13-22

取締役社長　寺本　明男

FAX 　024-544-1452TEL 　024-544-1455

404 ㈱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
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FAX 　024-526-1312TEL 　024-526-1311

820 （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 　024-934-5034TEL 　024-934-5042

1079 ㈱東北博報堂 福島支社 郡山市清水台一丁目3番8号

支社長　植木　博隆

FAX 　0244-24-2506TEL 　0244-24-3872

799 東北緑化環境保全㈱ 原町支社 南相馬市金沢字船沢21-2

支社長　松尾　靖

FAX 　024-946-7183TEL 　024-945-3711

81 ㈱トーカン 郡山市安積町荒井字細子35番地の1

代表取締役　松尾　茂

FAX 　024-529-5741TEL 　024-529-5721

1092 ㈱トーカンオリエンス 福島営業所 福島市北町4-5　喜田ビル2Ｆ

営業所長　野澤　英明

FAX 　024-546-5791TEL 　024-539-9771

291 ㈱トーネット 福島市八木田字中島36番地の1

代表取締役　佐藤　美喜雄

FAX 　0246-34-2484TEL 　0246-34-2411

315 トーホク装美㈱ いわき市平中神谷字大年1番地3

代表取締役　芳賀　潔

FAX 　06-6210-5572TEL 　022-208-9323

1236 特定非営利活動法人グロ－バル教育推進機構 仙 仙台市青葉区中央2-2-10

理事　中園　潔

FAX 　03-3943-8441TEL 　03-3943-2221

534 ㈱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

1207 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 　022-253-7024TEL 　022-253-7023

883 ㈱内藤ハウス 仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡４丁目１２－１

所長　岩瀬　太一

FAX 　0242-36-7241TEL 　0242-36-7240

930 ㈱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 　0246-28-8725TEL 　0246-28-0725

267 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

582 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 　0242-22-1882TEL 　0242-22-1882

818 （一財）新潟県環境衛生研究所 会津事業所 会津若松市白虎町217番地

所長　三富　潤一

FAX 　024-973-5931TEL 　024-973-5930

65 ㈱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 　0246-22-6231TEL 　0246-22-3280

1014 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 　03-5296-0678TEL 　03-5296-0677

1222 株式会社　ニック 東京支店 千代田区神田鍛冶町3-7-4

支店長　竹原　達也

FAX 　024-956-5353TEL 　024-956-5377

258 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 　022-221-8223TEL 　022-221-8221

580 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 　024-962-7631TEL 　024-962-7630

252 ㈱日新技術コンサルタント 郡山出張所 郡山市鳴神一丁目86番地

所長　齋藤　浩

FAX 　0246-54-3539TEL 　0246-54-3543

451 日進工業㈱ いわき市小名浜大原境西105番の2

代表取締役　斉藤　達己

FAX 　022-236-9127TEL 　022-236-9134

704 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 　TEL 　

361 日東環境整備㈱ 
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FAX 　022-266-3415TEL 　022-266-3411

1170 日東工営㈱ 東北支店 仙台市青葉区一番町2-8-15

支店長　櫻井　英之

FAX 　024-556-0418TEL 　024-557-5375

364 日東産業㈱ 福島市泉字道下15番地

代表取締役　占部　恵太

FAX 　0246-36-868TEL 　0246-36-8680

18 ㈱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 　024-944-3128TEL 　024-942-6676

205 ㈱日本化学環境センター 郡山市松木町2-25

代表取締役　園部　成

FAX 　024-964-6332TEL 　024-954-6333

669 ㈱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 　0225-22-2534TEL 　0225-22-2504

398 日本水道管路㈱ 石巻市開成1-18

代表取締役　佐藤　伸二

FAX 　024-597-7499TEL 　024-597-7498

449 日本メンテナスエンジニヤリング㈱ 福島支店 福島市北中央三丁目14番地の6

支店長　松尾　康人

FAX 　0246-25-0113TEL 　0246-25-0111

736 ㈱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

34 能美防災㈱ 郡山営業所 郡山市川向128

所長　笠原　久義

FAX 　0476-24-3219TEL 　0476-24-3218

617 ㈱ノガミ 関東支店 成田市並木町221番地

支店長　桐谷　優

FAX 　0247-26-8500TEL 　0247-26-8570

1239 ㈲野本観光バス 石川郡石川町中野字矢ノ内57-4

代表取締役　野本　和義

FAX 　0240-23-6158TEL 　0240-23-6157

430 ㈱ハウスビューティーＬ 双葉郡富岡町仏浜字西原1

代表取締役　坂本　弘子

FAX 　0248-21-0322TEL 　0248-21-0321

467 バスキン工業㈱ 福島営業所 白河市三番町8番地

所長　国友　和広

FAX 　024-521-3855TEL 　024-521-3811

1103 ㈱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 　022-268-5713TEL 　022-225-5819

458 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 　0246-34-3822TEL 　0246-34-8600

357 ㈱はる いわき市平荒田目内南177-4

代表取締役　松井　秀一

FAX 　022-265-0728TEL 　022-263-0131

1237 東日本朝日広告社 本店１部 仙台市青葉区本町2-2-6

部長補佐　坪井　隆幸

FAX 　0246-35-0705TEL 　0246-21-5500

734 ㈱東日本計算センター いわき市平字研町2番地

代表取締役　鷺　弘樹

FAX 　024-525-2565TEL 　024-531-7341

78 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

127 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 　0246-36-6112TEL 　0246-36-6111

236 東日本ロードメンテナス㈱ いわき市好間町中好間字上川原55-1

代表取締役　會川　博重

FAX 　043-212-2728TEL 　0120-937-468

860 日立キャピタル㈱ 港区西新橋一丁目3番1号

執行役　安栄　香純

FAX 　022-227-6190TEL 　022-227-6546

629 ㈱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 　022-222-0241TEL 　022-222-1321

179 ㈱日立ビルシステム 東北支社 仙台市青葉区一番町三丁目1番1号

支社長　備前　秀一



住　　所

平成29・30年度　有資格者名簿（維持管理等）

№
申　　請　　者

職　　・　　氏名
備考

基準日：平成30年4月1日

FAX 　022-263-5188TEL 　022-263-3288

981 ㈱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 　0244-25-4638TEL 　0244-24-4730

982 ㈱ひばり常駐警備 南相馬市原町区桜井町一丁目142番地1

代表取締役　牛来　将寿

FAX 　0248-72-5534TEL 　0248-75-5133

284 ㈱ひまわり 須賀川市森宿字道久19番地13

代表取締役　佐藤　博

FAX 　0240-23-6833TEL 　0240-23-6811

597 ㈱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 　024-922-9663TEL 　024-932-4534

1028 ㈱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 　0240-30-4972TEL 　0240-30-3111

473 ㈱福島クリエイト 双葉郡双葉町長塚字谷沢町13-1

代表取締役社長　藤原　久志

FAX 　024-941-1762TEL 　024-941-1719

85 福島県環境検査センター㈱ 郡山市田村町金屋字下タ川原60-1

代表取締役社長　長澤　金一

FAX 　024-534-0108TEL 　024-534-0108

107 ㈱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 　024-546-2058TEL 　024-546-0391

345 公益財団法人福島県保健衛生協会 福島市方木田字水戸内19番地6

会長　鈴木　仁

FAX 　024-94-5403TEL 　024-944-5400

1241 福島交通株式会社 郡山支社 郡山市向河原町2番23号

支社長　瀬谷　賢次

FAX 　024-938-6762TEL 　024-923-2116

678 ㈱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

600 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 　024-542-8533TEL 　024-542-8246

812 ㈱福島総合エンジニア 福島市飯坂町中野字奴内5-1

代表取締役　黒須　達

FAX 　024-536-8099TEL 　024-536-8000

750 福島テレビ㈱ 福島市御山町2番5号

代表取締役社長　森　洋一

FAX 　024-542-5777TEL 　024-541-3123

14 ㈱福島理化学研究所 福島市飯坂町字西堀切14-39

代表取締役　村山　伸一

FAX 　0243-33-2086TEL 　0243-34-2328

334 福味商事㈱ 本宮市本宮字舘町161-2

代表取締役　内田　信市

FAX 　022-372-7626TEL 　022-372-6743

991 フジ地中情報㈱ 東北支店 仙台市泉区八乙女1-1-13

支店長　田中　利明

FAX 　0246-23-0971TEL 　0246-23-6442

1145 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 　022-263-8187TEL 　022-263-6940

193 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 　022-222-4694TEL 　022-222-8842

176 富士通リース㈱ 東北支店 仙台市青葉区中央３丁目2-23

支店長　山内　和也

FAX 　0246-47-0611TEL 　0246-47-0321

307 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

36 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

848 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 　0246-54-6531TEL 　080-5748-6826

675 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
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平成29・30年度　有資格者名簿（維持管理等）
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FAX 　0240-27-6226TEL 　0240-27-1253

91 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 　0246-36-8701TEL 　0246-36-8700

411 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

240 ㈱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 　0247-76-0752TEL 　0248-76-0717

1240 株式会社報徳観光バス 須賀川市仁井田字万開152-1

代表取締役　佐藤　慶直

FAX 　0246-34-7515TEL 　0246-34-7515

560 ㈱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

714 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 　048-642-8620TEL 　048-631-0230

1234 株式会社ボ－ダ－リンク さいたま市大宮区下町2-16-1

代表取締役　安井　康真

FAX 　03-6206-6901TEL 　03-6206-6900

181 柾木工業㈱ 東京支店 千代田区内幸町一丁目3番3号

支店長　山崎　慶祐

FAX 　024-983-3073TEL 　024-983-4073

152 ㈱松下設計 福島支社 郡山市大町2-12-13

支社長　本田　彰

FAX 　022-267-6892TEL 　022-221-7791

10 ㈱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 　0240-23-5941TEL 　0240-23-5940

1214 株式会社　マルチサクセス 双葉郡富岡町小浜字中央379-1

代表取締役　平田　武明

FAX 　0776-67-8024TEL 　0776-67-8005

743 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 　03-5157-2163TEL 　03-6705-6003

871 ㈱三菱総合研究所 千代田区永田町二丁目10番3号

代表取締役社長　森崎　孝

FAX 　024-951-5596TEL 　024-951-5548

1073 ㈱ミツワ 郡山市柏山町5番地

代表取締役　佐藤　茂

FAX 　024-962-9381TEL 　024-962-9380

1110 ㈱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 　03-6234-7609TEL 　03-6234-7600

744 ㈱メフォス 港区赤坂二丁目23番1号

代表取締役　西村　博夫

FAX 　03-3845-1766TEL 　03-3842-1621

566 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 　022-212-2070TEL 　022-796-0061

603 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 　022-265-0360TEL 　022-224-1457

1100 ㈱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

916 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 　075-581-1809TEL 　075-581-0835

541 ㈱吉田生物研究所 京都市山科区厨子奥苗代元町31

代表取締役　吉田　秀男

FAX 　024-925-7382TEL 　024-925-7381

682 ㈱理研分析センター 福島営業所 郡山市本町一丁目4番5号

所長　菅原　健

FAX 　022-264-4996TEL 　022-225-2412

309 リコーリース㈱ 東北支社 仙台市青葉区中央四丁目6-1

支社長　加藤　良夫

FAX 　03-6311-8359TEL 　03-6311-8356

1108 ㈱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
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FAX 　022-211-7005TEL 　022-211-7001

756 理水化学㈱ 仙台支店 仙台市青葉区北目町1番18号

支店長　大友　哲也

FAX 　0240-25-1080TEL 　0240-26-0660

395 ㈱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

FAX 　024-990-0654TEL 　024-990-0651

732 ㈱ワールドインテック福島 郡山市中町15番9号

代表取締役　本多　信二

FAX 　019-621-5256TEL 　019-621-5255

624 ㈱ワイズマンコンサルティング 盛岡市盛岡駅西通二丁目9番1号

代表取締役　大西　美樹

FAX 　0246-56-7181TEL 　0246-56-7233

288 渡辺エコサービス㈱ いわき市泉町黒須野字早稲田92番地11

代表取締役　渡辺　啓治


