
２０１９年度
株式会社  ＥＡＲＴＨＳＨＩＥＬＤ 株式会社ヰセキ東北福島支社
株式会社アーネストワン 郡山営業所 板橋行政労務綜合事務所
株式会社ＩＨＩ物流産業システム 株式会社市川建設
有限会社アイシー産業 一宮運輸株式会社東北支店 物流センター郡山
アイゼン装業有限会社 株式会社一力旅館
株式会社Ｉ．Ｔ．Ｏ． 有限会社伊藤組土建
株式会社相原製作所 株式会社伊藤建設
株式会社青木食品 株式会社伊藤石材工業所
株式会社秋田銀行郡山支店 伊藤設備株式会社
株式会社上石産業 株式会社猪建装
安積興産株式会社 イハラ建成工業株式会社  郡山事業所
有限会社安積精機工業 株式会社イワキ
株式会社アサカ電設 株式会社イワキ三春工場
株式会社アサカ理研 岩代運送株式会社
有限会社アサツマ 岩通東北株式会社
旭金属工株式会社 株式会社ウォーターエージェンシー 郡山営業所
旭鉱末株式会社大越工場 株式会社ウインズ
旭鉱末株式会社  神俣工場 株式会社うすい百貨店
旭鉱末株式会社大滝根工場 内田鉄工株式会社
旭砿末資料合資会社新滝根鉱山 宇津志精工
旭自動車工業株式会社 宇部エクシモ株式会社福島工場
アサヒビール株式会社福島工場 英真産業有限会社
株式会アサヒビールフィード福島事業所 ＡＧＣエレクトロニクス株式会社
アサヒロジ株式会社 北海道・東北支社  福島支店 ＡＧＣグラスプロダクツ株式会社 郡山工場
株式会社足利銀行郡山支店 株式会社エイチワン郡山製作所
熱海運送株式会社 株式会社江川
株式会社アドバンス 株式会社エクストエンジニア
有限会社アドワーク エクセルツリー株式会社
阿武隈建設株式会社 エスジーエス株式会社福島工場
有限会社安部鉄筋工業 株式会社エスポアール
株式会社アミゼ 株式会社エディソン
アルス株式会社 株式会社エヌ・アイ・ティーサポート
ＡＬＳＯＫ福島株式会社本社 ＮＯＫフガクエンジニアリング株式会社 東北工場
株式会社安藤・間  福島営業所 株式会社エヌケー製作所
株式会社安藤製作所 株式会社榎本組
飯岡工業株式会社 株式会社エフコム
株式会社イイジマ東北事業所 株式会社エム・アール・シー大山
有限会社飯田製作所 株式会社エム・ティ・アイ
有限会社飯村電気 有限会エンジニアリングサービスネモト
猪狩産業株式会社 エンテツ化工株式会社
株式会社石井工務店 株式会社エンドー総建
株式会社石井電気工事 株式会社エンドウ
石井ハウス工業株式会社 株式会社遠藤工業
株式会社石覚組 遠藤電設工事有限会社
株式会社イシダジーゼル工業 株式会社オートデンソーマルヤマ
石橋印刷株式会社 王子建設株式会社
石橋建設工業株式会社 大内自動車工業株式会社
石橋工業株式会社 大越運送株式会社
石橋ハマプラス株式会社 株式会社大越工業所
有限会社石部電気工事 有限会社大越モータース
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大島工業株式会社三春工場 株式会社京和商事
大島鉄工建設株式会社 有限会社旭東工業
株式会社大隅組 合資会社機械工学
一般財団法人太田綜合病院 株式会社キクチカンパニー
大千里石材 菊地建設株式会社
オオナミ株式会社 ⿁怒川ゴム工業株式会社 車体シール事業部  郡山車体部品生産部
株式会社大野運輸 株式会社クールテックサガワ
大橋機産株式会社船引工場 有限会社楠工業
有限会社大橋鉄工所 クニミネ工業株式会社郡山工場
株式会社オオバ工務店 株式会社久保田鉄工所
株式会社大林組郡山建築工事事務所 株式会社熊耳組
株式会社大和田設備工業 有限会社クマダ管工所
有限会社岡部管工業 クラブ自動車株式会社
奧越部品株式会社福島工場 クラリオンマニュファクチャリング アンドサービス株式会社
有限会社小椋製材所 株式会社クリエイティブダイワ
医療法人落合会  東北病院 株式会社桑原工業
株式会社オネスト 株式会社グリーンアート邦華園
株式会社オノツカ 株式会社グロップ郡山オフィス
有限会社小野寺斧六商店 株式会社郡協鉄筋工業
有限会社オフィスワーク 株式会社郡資
株式会社オプトネクサス 有限会社玄葉本店
オリエンタルメタル株式会社東北支店 株式会社コーワエクシード
陰山建設株式会社 有限会社コーワ建設工業
株式会社蔭山工務店 株式会社コアテック福島工場
有限会社影山造園土木 株式会社小板橋工業所
株式会社  柏屋 株式会社幸栄機工
株式会社春日工業所  本宮工場 光栄電気通信工業株式会社
片倉コープアグリ株式会社 東北支店福島事業所 公益土木株式会社
有限会社金塚鉄工所 光建工業株式会社
金田建設株式会社 光健電気株式会社
壁巣建設株式会社 有限会社光設工業所
蒲田金属工業株式会社 株式会社光大産業
カメイ株式会社福島支店 株式会社幸楽苑ホールディングス 郡山工場
株式会社川上工業 夜ノ森さくら建設機械講習所 光和衣料株式会社郡山工場
川口内燃機鋳造株式会社福島工場 光和建材株式会社
川名建設工業株式会社 株式会社幸和総合開発
株式会社環境緑建 興和鐡工株式会社
株式会社カンコウシステム 郡山運送株式会社
関東クローム工業株式会社 郡山鉛工株式会社
菅野建設工業株式会社 郡山菓子商工協同組合
行政書士  菅野隆事務所 郡山砕石株式会社
株式会社かんの屋 郡山産業機械講習所
蒲生木材店 株式会社郡山酸素商会
元旦ビューティ工業株式会社福島工場 郡山シーリング株式会社
共栄印刷株式会社 郡山市上下水道局
京セラ株式会社福島郡山工場 郡山市役所 職員厚生課
合資会社共立社 郡山信用金庫
株式会社協和エムザー 郡山自動車工業株式会社
株式会社協和郡山営業所 郡山精器株式会社
株式会社協和サーモテック 株式会社郡山測量設計社
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郡山タクシー株式会社 株式会社三本木製作所
郡山地区建設労働保険組合 株式会社三万石
郡山地区鉄工工業協同組合 三友電設株式会社
株式会社郡山電機製作所 三洋設備株式会社
郡山電工株式会社 三立土建株式会社郡山支店
株式会社郡山塗装 三和運輸株式会社
郡山トラックセンター事業協同組合 三和工業株式会社
郡山ヒロセ電機株式会社 三和油脂株式会社郡山工場
郡山ビューホテル株式会社 シューテックオカモト株式会社
株式会社郡山プラント工業 秀和建設株式会社
郡山ヤクルト販売株式会社 株式会社ショーエイ
株式会社郡山リネンサプライ 昭代興建有限会社
郡山労働保険協会 株式会社湘南ユニテック福島工場
株式会社郡山労務管理センター 株式会社昭和
協同組合郡山労務経営サービスセンター 昭和建設工業株式会社
国分東北株式会社郡山支店 ＣＭＡ公栄株式会社
国分鉄工株式会社 株式会社鹿間内装店
湖南交通株式会社 株式会社鴫原建設工業所
学校法人  小林学園 高等専修  福島県理工専門学校 株式会社重松製作所船引事業所
有限会社小林土建 シチズン電子船引株式会社
株式会小松製作所  生産本部  郡山工場 総務部  安全環境課 篠崎塗装工業株式会社
コマツ福島株式会社郡山支店 柴田社会保険労務士事務所
株式会社互省製作所三春工場 株式会社島工業
有限会社五島鋳造所 シマダヤ東北株式会社郡山工場
有限会社斎建工業 株式会社清水工業
株式会社齊藤組 株式会社清水商店
斎藤建設工業株式会社 有限会社白岩運輸
有限会社齊藤工業 株式会社白川商店
株式会社坂本印刷所 白沢光学株式会社
サクタ工業株式会社 有限会社白沢重機建設
作田電機株式会社 株式会社信栄建設
佐久間工業株式会社 有限会社新栄電設
有限会社佐久間防水工業 信越石英株式会社郡山工場
桜田工業株式会社 株式会社新開トランスポートシステムズ 福島営業所
株式会社佐々木電気商会 株式会社新環境分析センター 福島県分析センター
笹の川酒造株式会社 新協地水株式会社
佐藤社会保険労務士事務所 株式会社シンキ郡山事業所
佐藤酒造株式会社 信号器材株式会社福島工場
有限会社佐藤鉄建工業 有限会社シンザワ工業
株式会社佐藤鐵工所 新日本電工株式会社郡山工場
佐藤電気工事株式会社 株式会社伸和商会
佐藤正勝工業有限会社 株式会社シンワ・プランニング
株式会社サニックス  福島工場 ＪＲ東日本テクノロジー株式会社 郡山支店
三栄建設株式会社 株式会社ＪＡライフクリエイト福島
三栄商工株式会社 株式会社Ｊ'ｓ  Ｆａｃｔｏｒｙ 郡山テクニカルオフィス
三英堂事務機株式会社 株式会社ジャパンビューティプロダクツ 福島工場
株式会社三伸製作所 株式会社常電舎
株式会社三條鉄工場 株式会社常陽銀行郡山支店
株式会社山王  東北工場 医療法人  慈久会  谷病院
株式会社サンビックス 一般財団法人慈山会医学研究所付属 坪井病院
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水ｉｎｇ株式会社 郡山管理事務所 第一貨物株式会社郡山支店
鈴木(豊）自動車鈑金塗装 大天狗酒造株式会社
有限会社鈴木プレス工業 ダイトーロジスティックス株式会社
株式会社鈴船建設 株式会社大東銀行
住化アグロ製造株式会社郡山工場 ダイハツ福島株式会社
住友林業株式会社住宅本部福島支店 株式会社大明工業
合名会社住吉組 だいわ大光建設株式会社
有限会社せいかつクリーン産業 大和ハウス工業株式会社福島支社
聖光建設株式会社 大和物流株式会社福島営業所
西部自動車株式会社 中央化学株式会社東北工場
有限会社聖和建設 株式会社中央創建
関口工業株式会社船引工場 株式会社中央総合自動車学校
株式会社関組 株式会社忠花園
株式会社セキショウ建設 中外商工株式会社郡山営業所
セコムエンジニアリング株式会社 有限会社力建設
仙建工業株式会社郡山営業所 月電工業株式会社船引工場
株式会社総合住宅環境センター 株式会社津守造園
株式会社そうび 有限会社鶴田工業
曽田香料株式会社郡山工場 株式会社鶴見機設
株式会社タイセークリーン 株式会社ＴＮＴ
大成建設株式会社東北支店 福島県ＣＳセンター 有限会社ティライズ
太平技建株式会社 株式会社テクス福島
太平電気株式会社福島支社 テスコ株式会社県中浄化センター事業所
太陽電設株式会社 有限会社寺島精機
大陽日酸株式会社郡山支店 株式会社ディオスエンターテインメント
大和コウケン株式会社 株式会社デ−バ−スキル
有限会社泰和郡山 有限会社伝屋商店
株式会社泰和労務経営サービスセンター トーモク株式会社郡山支店
高木工業株式会社郡山営業所 株式会社トーセン郡山営業所
高木サッシ工業 ＴＯＨＯピクス株式会社
株式会社タカギセイコー東北工場 東亜道路工業株式会社福島営業所
株式会社タカナワ福島工場 東栄産業株式会社
株式会社高野塗装店  郡山営業所 東液流通株式会社
株式会社高橋建設 東開クレテック株式会社郡山支店
高柳電設工業株式会社 株式会社東海建設
宝化成機器株式会社 東京応化工業株式会社郡山工場
株式会社瀧口製作所郡山工場 東新技建株式会社
滝田建設株式会社 有限会社東進電気
株式会社タキタ自工 東新電気工業株式会社
拓進運輸株式会社 藤寿産業株式会社
株式会社武田工務店 東成イービー東北株式会社
株式会社田代染工場 株式会社藤成工業
橘建設株式会社 株式会社東日
株式会社 タツミ電工 東部瓦斯株式会社福島支社
株式会社龍森郡山工場 有限会社ＴＯＨＯ
田部事務所 株式会社東邦銀行小野支店
田母神建設株式会社 株式会社東邦銀行郡山営業部
田村建材株式会社郡山支店 株式会社東邦銀行三春支店
株式会社田村工務店 株式会社東邦銀行本宮支店
田村産業株式会社 東邦興産株式会社
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東邦福島株式会社郡山支社 社会保険労務士法人  新田事務所
東北アルフレッサ株式会社 日通エネルギー東北株式会社 福島支店
東北アンリツ株式会社 日通郡山運輸株式会社
東北エスピー株式会社 日通商事株式会社 仙台支店整備部郡山工場
東北オカヤ株式会社福島工場 株式会社ニットーボー・エフアールピー 研究所
東北化学工業株式会社郡山工場 ニットーボーメディカル株式会社 メディカル開発センター
東北外柵工事株式会社 日東運送株式会社
東北協同乳業株式会社 日東グラスファイバー工業株式会社
東北工業株式会社 日東商工株式会社船引工場
有限会社東北産業 医療法人社団ときわ会日東病院
株式会社東北セイワ 日東粉化工業株式会社福島工場
東北送配電サービス株式会社郡山営業所 日東紡アライドサービス株式会郡山支店
株式会社東北鉄機 日東紡績株式会社富久山事業センター
東北テント株式会社 株式会社日東紡テクノ
一般財団法人東北電気保安協会 郡山事業所 株式会社日本アクセス 東北広域支店  郡山オフィス
株式会社東北電設 日本通運株式会社郡山支店
東北電力株式会社郡山電力センター 株式会社二嘉組
東北乳運株式会社 二建装業株式会社
東北ビルハード株式会社 西条タクシー株式会社
株式会社東北ペガサス 株式会社西向建設工業
株式会社東北村田製作所 郡山事業所 西山産業株式会社
株式会社東北村田製作所 本宮工場 ニチラク機械株式会社
株式会社東友工業 株式会社ニノテック
東陽工業株式会社 株式会社二瓶塗装
東洋ワーク株式会社 郡山営業所 日本オイルターミナル株式会社 郡山営業所
東レＡＣＥ株式会社福島工場 株式会社日本化学環境センター
東レプラスチック精工株式会社郡山工場 日本化学工業株式会社福島第一工場
東和株式会社 日本化学工業株式会社福島第二工場
株式会社トスネット南東北 日本貨物鉄道株式会社郡山車両所
有限会社巴工業所 日本貨物鉄道株式会社郡山総合鉄道部
有限会社友正組 日本クリーンシステム株式会社 福島工場
有限会社富山商会 日本計測工業株式会社郡山営業所
トヨタエルアンドエフ福島株式会社 日本全薬工業株式会社
トヨタカローラ福島株式会社 株式会社日本デジタル研究所 工場  管理部
トヨタ部品福島共販株式会社 日本電産コパル株式会社郡山事業所
トヨタホームとうほく株式会社福島支店 ネッツトヨタ郡山株式会社
有限会社トラスト・サービス ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社
株式会社ナックス 株式会社ネオス
株式会社内藤工業所 株式会ネクスコ・エンジニアリング東北 郡山事業所
中川ヒューム管工業株式会社郡山工場 株式会社ネクスコ・メンテナンス東北 郡山事業所
有限会社なかやパン店 有限会社根本産業
株式会社⾧井商事 一般財団法人脳神経疾患研究所付属 総合南東北病院
ナブコシステム株式会社郡山支店 ノボノルディスクファーマ株式会社 郡山工場
株式会社邊友 八光建設株式会社
株式会社ナルコ郡山 株式会社鋼屋
日軽物流株式会社福島営業所 株式会社白鳳社
日工産業株式会社福島工場 橋本産業株式会社福島営業所
株式会社日章製作所  福島工場 株式会社葉月
有限会社 日設 株式会社花喜
ニッソーファイン株式会社郡山工場 株式会社羽田工業所
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２０１９年度

一般社団法人郡山労働基準協会会員名簿

浜崎製材株式会社 福島スバル自動車株式会社
ハマツ観光株式会社 ふくしま中央森林組合
早川建設工業株式会社 株式会社福島中央テレビ
林精器製造株式会社表面処理事業部 福島トヨペット株式会社
株式会社原商店 福島日化サービス株式会社
株式会社磐梯園 福島ニチレキ株式会社
株式会社バンダイ通信 福島日野自動車株式会社
パーフェクトン株式会社 福島プラスチックス株式会社
パナソニック株式会社郡山事業所 株式会社福島放送
株式会社パワースタッフジャパン 製造事業部郡山工場 福島防水株式会社
光建設株式会社 福島ミツウロコ株式会社
東日本カーボン株式会社 福島ミドリ安全株式会社
東日本倉庫株式会社 福島本木運送株式会社
有限会社東日本電気保安サービス 株式会社福島リアライズ
東日本旅客鉄道株式会社 郡山駅（郡山地区駅） 福浜大一建設株式会社三春支社
東日本旅客鉄道株式会社 郡山総合車両センター 株式会社富久山自動車学校 富久山産業機械講習所
株式会社樋口機工 福菱冷熱株式会社
株式会社日立製作所  郡山事業所 藤倉航装株式会社船引工場
株式会社人輝 富士工業株式会社
日の丸サンズ株式会社 安達太良スカイレストラン 株式会社フジコン
株式会社平山鉄筋 富士ゼロックス福島株式会社
株式会社廣川鉄工所 藤田金属株式会社郡山コイルセンター
有限会社廣瀬養鯉場 冨士ダイス株式会社郡山製造所
株式会社日和田 藤林コンクリート工業株式会社 福島事業所
有限会社日和田タクシー 株式会社富士緑化
株式会社ビクセル 普代産業株式会社郡山支店
備北粉化工業株式会社福島工場 不動断熱株式会社
株式会社ファーマインド郡山センター 株式会社船生商会
株式会社フクイシ フミテック株式会社
福昭産業株式会社 株式会社フロンティア
福島アビオニクス株式会社 フロンティア サーバー
福島エーアンドエーブロイラー 株式会社 ブイエス科工株式会社福島工場
福島軌道工業株式会社 株式会社芳三工業
株式会社福島クリエーティブ 株式会社報徳観光バス
福島グラビア株式会社 株式会社宝来屋本店
福島建機株式会社 北辰通商株式会社
福島県郡山地区木材木工工業団地 協同組合 株式会社北斗型枠製作所
福島県商工信用組合 公益財団法人  星総合病院
株式会社福島県食肉流通センター 有限会社穂積はつり工業所
公益社団法福島県トラック協会県中支部 保土谷化学工業株式会社郡山工場
福島県南酒販株式会社 保土谷テクノサービス株式会社
公益財団法人福島県労働保健センター 税理士法人  堀江会計事務所
株式会社福島工業所 合資会社本陣本店
福島交通株式会社郡山支社 株式会社本田組
福島小松フォークリフト株式会社 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会 福島事務所
福島さくら農業協同組合 ボディショップ早川
福島産業株式会社 株式会社ボナンザ
福島産業保健総合支援センター 郡山地域産業保健センター 株式会社ポップエンジニアリング
株式会社福島シービー 前澤給装工業株式会社福島工場
株式会社福島芝浦電子 前田建設工業株式会社 東北支店福島営業所
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２０１９年度

一般社団法人郡山労働基準協会会員名簿

前田製管株式会社郡山工場 矢田工業株式会社
株式会社松井自動車整備工場 有限会社矢内鉄工所
有限会社マルイ井上建設 有限会社栁  電工
有限会社丸井運送 有限会社ヤナギハウジング
株式会社マルケイ青果市場 株式会社矢吹電設
株式会社丸建工業 ヤマキ電気福島株式会社郡山事業所
株式会社マルシチ 山崎製パン株式会社仙台工場郡山営業所
株式会社丸忠佐藤材木店 株式会社ヤマセハセガワ
丸中運輸有限会社 株式会社山田設備
株式会社丸文 有限会社山田土木
株式会社丸桝遠藤商店 ヤマト運輸株式会社郡山主管支店
有限会社丸山レンガ・ブロック 株式会社山元工業所
丸喜建設有限会社 有限会社山守工業
三浦機工株式会社 ヤンマーアグリジャパン株式会社 中浜推進部
株式会社ミサワ工業 有限会社ユースワーク
株式会社ミツバ  福島工場 ＵＤトラックス株式会社 郡山カスタマーセンター
三菱ケミカル株式会社郡山製造所 公益財団法人  湯浅報恩会
三菱電機株式会社コミュニケーション・ネットワーク製作所  郡山工場 株式会社ユアテック郡山営業所
株式会社光本工務店 株式会社結城
株式会社南東北クボタ ユニック東北販売株式会社郡山営業所
有限会社三春技研 株式会社ヨークベニマル
三春工業株式会社 有限会社吉江鈑金塗装工場
三春縫製株式会社 吉川紙業株式会社郡山事業所
株式会社  三船  福島支店 株式会社ヨシダコーポレーション
株式会社都路林産開発 吉田電工株式会社
株式会社ミヤタ 株式会社吉田土建
株式会社ミヤマ 株式会社ヨシトミ
株式会社み・らいとコンサルティング 米沢電線株式会社
美和電気工業株式会社郡山支店 有限会社ライトプラニング
むさし建設株式会社 酪王乳業株式会社
株式会社武蔵野福島工場 株式会社リフレクシダ
陸奥テックコンサルタント株式会社 株式会社リンペイ  郡山支店建設事業部
有限会社武藤保温 株式会社冷凍技術工業所郡山営業所
株式会社宗形組 株式会社ローズ・ビルサービス
株式会社宗形工務店 株式会社ワタザイ
村越建設株式会社 株式会社渡昭建築企画
名糖運輸株式会社福島物流センタ− 株式会社渡清
株式会社メフォス 福島第一事業部 株式会社渡伝組
株式会社メンテナンス 株式会社渡邊組
本宮アルマイト工業株式会社 株式会社渡辺建設
本宮三東スーツ株式会社 有限会社渡辺酒造本店
有限会社本宮設備 有限会社渡辺鉄工消防用品
株式会社本宮電気工業所 渡辺電機工業株式会社
森尾興発株式会社 株式会社渡辺電機商会
株式会社森製作所東北支社郡山工場 有限会社渡辺塗装
株式会社森孵卵場関東支店 株式会社渡辺孫六商店
柳沼建設株式会社 株式会社ワタヤス
株式会社栁沼工務店 わらべや日洋株式会社福島工場
柳沼電機工業株式会社
株式会社八洲機電  郡山出張所
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