
事　　業　　場　　名 事　　業　　場　　名 事　　業　　場　　名
会津自動車工業㈱ 久慈安全きかく室 ㈱成田木材建設
会津乗合自動車㈱　本社 コマツ福島㈱会津支店 ㈲長水組坂下営業所
㈲アート商会 ｺﾏﾂｶｽﾀﾏｰｻﾎﾟｰﾄ㈱会津支店 ㈱南進測量
会津漆器協同組合 ㈱小檜山組 ㈱南栄通商　本社
会津土建㈱ ㈲金野工業 永島建設㈱
会津若松酒造協同組合 ㈲光星建設 ㈲成田商事
（公財）穴澤病院 ㈱興栄設備 生江一善労働安全コンサルタント事務所
会津若松市商店街連合会 ㈲小柴機工 日本精測㈱
会津コスモス電機㈱ ㈱広大 日曹金属化学㈱会津工場
会津天宝醸造㈱ ㈱小林管工業 ㈲西田製陶所
会津碍子㈱ 三洋印刷㈱ 新潟運輸㈱会津若松支店
会津オリンパス㈱ 三立土建㈱ ㈲西原建設工業所
会津大建加工㈱ 三立あおい生コン㈱ ㈲日本美術産業
会津富士通ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｳｪﾊｰｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱ 三立道路㈱ 日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱猪苗代支社
秋山ユアビス建設㈱ 佐久間建設工業㈱ 日本地下水開発㈱福島営業所
㈱会津丸三 ㈲三栄機工 日章重設㈱
会津ガス㈱ ㈲佐藤建設 ㈲西村土建
会津薬品産業㈱ ㈲佐藤木材工業 ㈱日総フェンス
㈱アラカイ ㈱齋藤工務所 ㈲沼木ガラス・サッシ
安部建設㈱ ㈱佐藤総業 ㈱ﾈｸｽｺ・ﾒﾝﾃﾅﾝｽ東北会津若松事業所
朝日建設㈱ 酒井建設㈾ ㈱ﾈｸｽｺ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東北会津若松事業所

会津プレス工業㈱ ㈲佐藤土建 ㈱野尻金属　高田事業所
会津よつば農業協同組合 ㈱佐藤電設 ㈲野々村建設
㈱会津磐梯カントリークラブ 斎藤商会 林合名会社
会津信用金庫 ㈱栄町オサダ 磐梯産業㈱
㈱安西商会 ㈲斎藤鉄筋工業 八二醸造㈲
会津商工信用組合 サハラファシリティーズ 花春酒造㈱
アルトン工業㈱ 昭和電工㈱東長原事業所 ㈱坂内セメント工業所
会津光明㈱ ㈱シモン柳津工場 馬場洋一　社会保険労務士事務所
会津電力工事㈱ ㈱シグマ会津工場 ㈲長谷川泰司商店
㈱会津工場 ㈱ショウエー 花泉酒造㈴
会津清掃㈲ ㈱JPハイテック田子倉事業所 ㈱坂内工業
㈱新井組 昭和ＫＤＥ㈱日光今市工場　会津製造所 ㈱芳賀自動車工場
会津中央自動車教習所 ㈲白岩鉄工所 坂下電子光学㈱
㈱アポロ ㈲柴崎兄弟 英設備㈱
会津米穀協同組合 ㈲下郷鉄筋 東日本旅客鉄道㈱会津若松駅
㈲旭化工 J-POWERﾃﾚｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱会津若松事業所 東日本旅客鉄道㈱会津若松保線技術センター

㈱会和工務店 ㈱常陽銀行会津支店 東日本旅客鉄道㈱会津若松運輸区
会津建物管理㈱ ㈱シビルディング大喜 光塗装㈱
アサヒ精密㈱ ㈱渋川工務店 ㈱光電設
㈿会津社会労働保険協会 澁谷建設㈱ ㈱平山工務所
㈱会津電気工事 ㈱篠竹工務店 ヒメジ理化㈱会津工場
㈱会津タムラ製作所 ㈱JPハイテック下郷事業所 彦沢労働安全コンサルタント事務所
会津創苑㈱ ㈻慈光学園  認定こども園　会津慈光こども園 (医法)創仁会　東日本診療所
会津機械㈱ 庄建技術㈱会津営業所 福島日石㈱
アライ㈱ ㈱しもごう環境サービス 福島トヨペット㈱あいづ門田店
浅草建材㈱ 伸和住宅㈱ ㈳福島県建設業協会若松支部
㈲相木電設工業 末廣酒造㈱ ㈳福島県建設業協会猪苗代支部
㈲赤井板金工業所 ㈱須佐架設 ㈳福島県建設業協会田島支部
暁精機㈱ ㈱住田光学ガラス田島田部原工場 ㈳福島県建設業協会宮下支部
㈱安秀会津 ㈱鈴木建設 ㈳福島県建設業協会山口支部
㈱荒井工務店 ㈱スミタフォトニクス ブリヂストンタイヤ会津販売㈱
赤羽工務店 ㈲スカイデンコー ㈱福一工務所
会津菱農㈱ ㈱鈴和起設 福島運送㈱若松営業所
㈱会津ガラス 鈴木鉄工所 福島日野自動車㈱会津営業所
㈱あいづダストセンター 仙建工業㈱会津若松営業所 文化設備工業㈱会津支店
㈲アクア工業 全会津電気工事協同組合 福島タカラ電気工業㈱
会津パッケージ㈱ ㈱セコニック電子　福島事業所 ㈲舟木電気工事
会津技工㈲ 関根木材工業㈱ ㈱藤建設
㈱阿久津電気工事 ㈱素対館 福島防災㈲
㈲会津エンビ工業 曹鉄メタル㈱ ㈱福島銀行会津支店
㈱会津防災設備センター 損害保険ジャパン日本興亜㈱福島支店会津支社 ㈱不二コントロールズ
㈲安部看保商事 総合緑建㈱ 福陽興業㈲
㈲あなざわコーポレーション 建築アトリエ蒼和 フェニックス工業㈱



㈲荒木総業 武田土建工業㈱ プリマックス㈱　会津営業所
㈱アクーズ会津 ㈱大東銀行会津支店 （公社）福島県トラック協会会津支部
荒川産業㈱アマルク会津一ノ堰 第一モーター㈱ 平次建設㈱
㈲会津金山運輸 大日本木材防腐㈱会津営業所 ペービックアイヅ㈱
会津交通㈱ 竹田綜合病院 ㈱星工務店
㈲阿部建設 田中建設工業㈱ ㈱保志
会津若松地方森林組合 ㈱台和会津事業所 堀井建設㈱
会津地域産業保健センター 高田厚生病院 ㈱北越マテリアル
アイズプロセス㈲ ㈱舘岩工務所 ㈲帆苅工務所
㈱青木架設工業 大和建設工業㈱ 星功社会保険労務士事務所
㈱あんじゅう平ちゃん ㈱玉川製作所 ㈱ホテルニューパレス
（資）稲川酒造店 滝谷建設工業㈱　会津若松店 ㈱ホシノ
㈱岩本鉄工所 ㈱竹内鉄工建設 堀木材㈱
いすゞ自動車東北㈱会津支店 第一通信工業㈱会津工場 （社会保険労務士）星 隆雄事務所
㈲一牛製作所 只見町森林組合 (公社)ボイラ・クレーン安全協会福島事務所

入三鋼材㈱ 只見郵便運送㈲ ㈱ホッコー産業
㈱一矢建設 大鳳建設㈱ ㈲星設備工業所
㈲伊南川建材 滝澤木材㈲ ㈱松本産業
岩通ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱会津事業所 ㈲只見重車輌 ㈱丸峰観光ホテル
猪苗代タクシー㈲ 玉川エンジニアリング㈱ 丸隆工業㈱
五十嵐建設㈱ 田中運送㈱ ㈱マコト精機
㈱泉建設 ㈲谷井鈑金工業所 マルト建設㈱
板橋モーター商会 第一清掃㈲ ㈱丸庄工務所
㈲猪苗代鉄工所 大洋印刷㈱ 松浦商事㈱
㈲猪俣建設工業 大陽日酸㈱門田ｶﾞｽセンター ㈲眞鍋建材産業
㈱飯野製作所田島工場 ㈲玉木造園 マタイ東北㈱福島工場
㈲今井建材 ㈲只見自動車整備工場 ㈲丸守建設
イトウ工業㈱ ㈲高橋工務所 ㈲マルイ塗装
㈲五十嵐自動車整備工場 大栄建設㈱ 丸善商事㈱
㈱イング工業 大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱会津営業所 ㈱丸栄通信
猪俣　和弘 田部鉄工エンジニアリング㈱会津営業所 ㈱丸秀組
㈱五十嵐工匠 ㈱高田燃料 三菱マテリアル㈱若松製作所
㈲ウシキボデー ㈲玉木板金工業 ㈱みずほ銀行会津支店
㈱ウォーターエージェンシーあいづ管理所 第一建設㈱ 三菱製鋼㈱広田製作所
宇内鉄筋工業㈱ ㈲竹田工務店 南総建㈱　本社
（同）ウスキオート 大陽日酸ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱会津機器製作所 ㈱三橋商会
榮川酒造㈱ 第一緑化工業㈱ 南会津森林組合　舘岩支所
永洸建設㈱ ㈱太郎庵 巳ノ瀬建設工業㈱
江川建設工業㈱ ㈲太陽電気工事 ㈲三澤建設工業
AI TECHNOLOGY㈱会津工場 第一貨物㈱会津若松支店 ㈲三郷工業
㈱エスピー工業 ㈲高田工業 ㈲水野工務店
栄仁㈱ ㈱ダブルオーコーポレーション　会津工場 ㈲三林ステンレス工業
㈱小野屋漆器店 大成ハウス㈱ 美里建設工業㈱
㈱大竹電気工事店 ㈱タマテック ㈱睦美猪苗代工場
大滝興業㈱ 中央化成品㈱会津工場 ㈱目黒工業商会
小野瀬工業㈱若松工場 津金産業㈲ ㈴山家屋商店
大嶋工業㈱ ㈱鶴ケ城会館 ヤマキ電気福島㈱
㈱オグラ 土田中央鉱産㈱ 八洲ゴム工業㈱会津工場
㈱大橋工務店 ㈱堤製作所 ㈱山田組
㈱オートデンソーマルヤマ会津店 通研電気工業㈱福島支社会津事業所 ㈲ヤマカ産業
㈱大桃建設工業 ツルカメ建設㈱ 山星建設㈱
大竹製材所 つかさ工業㈱ 山十建設㈱
扇町自動車学校 電源開発㈱東日本支店田子倉電力所 八ツ橋設備㈱
小川建設㈱ 電源開発㈱東日本支店田子倉電力所下郷事務所 ㈱ヤマト光学
奥会津地熱㈱西山事業所 ㈱照岡屋　渡会製菓 ㈱彌満和ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ会津工場
大川土木工業㈱ ティーエヌアイ工業㈱会津工場 ㈱山忠商事
折笠木工所 ㈱テクノプラン福島営業所 梁取板金㈲
㈲大友電話工業 東京電力ﾘﾆｭｰｱﾌﾞﾙﾊﾟﾜｰ㈱猪苗代事業所 ㈱矢部工業
関東水力工事㈱会津支社 東北電力㈱会津若松支社 ㈲矢部建築
金子建設㈱ ㈱東邦銀行会津支店 山星林業㈱
㈱カークリーン会津 東邦工業㈱ ヤンマーアグリジャパン㈱
金子建設工業㈱ 東邦土建工業㈱ ヤマト環境開発㈱
㈱片桐工業 東北発電工業㈱会津支社 ㈱ユアテック会津営業所
金子工業㈱ 東信建設工業㈱ ㈱弓田建設
川合自動車工業㈱ 戸塚産業㈱会津工場 ㈲結城工業所
川合車輛 ㈲東邦鉄工所 吉田内科



㈱金堀重機 ㈱東北入谷まちづくり建設  本店 吉野建設㈱
㈱関東ダイエットエッグ会津若松工場 東部生コンクリート(株） 吉川建材産業㈱
㈲加藤板金工業 東栄建設㈱ ㈲吉田骨材店
㈲加藤谷川砂利店 東北化成㈱ 横田工務店
㈲鶴城電機 鳶一建興 ㈲横山鉄工所
㈲会誠電機 （一財）東北電気保安協会若松事業所 ㈲吉田工業所
カンアート会津 ㈱都市塗装 米沢リネンサプライ㈱福島事業所
木下工業㈱ 東京電設サービス㈱福島センター ㈱ラムダ
㈾吉平電気工事店 東京鈑金塗装㈲ ㈱羅羅屋
㈱共立土建 東北緑化環境保全㈱会津支社 ㈱流紋焼
共同発条工業㈱ 東北シール工業㈱ ㈱リオン・ドール コーポレーション
㈱協和自動車 東邦自動車㈱ 両沼貨物自動車㈱
㈱共和測量設計 東北電力ネットワーク㈱田島電力センター ㈱リードエレテック
㈱菊地商会 ㈱東栄テック リズム㈱会津工場
㈱木崎鉄工建設 東北都市コンサル㈱ ㈱リプロ
北日本建材リース㈱福島営業所 ㈱東北ライン 両沼公産㈱
協和機設㈱ ㈲東伸工業所 ルービイ工業㈱
㈱共生 東北自然エネルギー㈱会津事業所 ㈱レイズ・フォース
栗城馬場工業㈱ ㈲東北工営 若松貨物自動車㈱
栗原建材産業㈱会津工場 （一財）東北電気保安協会田島事業所 ㈱渡部工務所
久米工業㈱ 東北送配電サービス㈱会津若松営業所 渡部産業㈱
栗城建設㈲ ㈱東北通信メンテナンス ㈲和光商会
栗城林業㈱ ㈲桃苑商事 若松ボデー㈱
㈱グリーンライフ トーホクサービス㈱ 渡部土木工業㈱
グリーンレンタル㈱　（本社） 東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱会津若松電力センター ㈲ワールド工業
黒岩建設㈲ ㈲藤栄工業 ㈲渡部工務所
㈲　薫　榮 東協設備㈱ ㈲渡部建設
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾒﾀﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱会津工場 那須電機鉄工㈱会津工場 ㈲渡辺電業社
㈱窪田工業 名倉山酒造㈱ ㈱ワキムラ塗装店
㈱グリーン発電会津 ㈱南会西部建設ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ南会津本社
グリーンレンタル㈱喜多方営業所
グリーンレンタル㈱田島営業所


