「表示登録業者名簿」
登録番号

事業所名

（令和２年4月1日）

郵便番号

住所

電話番号

07-1-801

㈱山際ホース専門店

〒９６０－０７５５ 伊達市梁川町字中久保３３－３

024-577-0181

07-1-803

髙橋防災

〒９６０－１４４５ 伊達郡川俣町字中島１１－４

024-565-2783

07-1-804

㈲電修舎

〒９６０－１４０６ 伊達郡川俣町大字鶴沢字下中島６

024-565-3216

07-1-806

㈱ＡＣＤＣ

〒９６９－１６０３ 伊達郡桑折町字上町３５－１

024-582-3202

07-1-807

㈲髙野電気

〒９６９－１７６１ 伊達郡国見町大字藤田字町尻二の９

024-585-2722

07-1-809

㈱鈴電エンジニア

〒９６０－０５０１ 伊達市伏黒字上ケ戸７１－６

024-583-4612

07-1-810

県北電気防災

〒９６９－１７６１ 伊達郡国見町大字藤田字宮前２４－４

024-585-5568

07-1-811

㈲せっけんや

〒９６０－１４５２ 伊達郡川俣町字後田１７

024-565-3451

07-1-812

齋藤電建工業㈱

〒９６０－０６１２ 伊達市保原町字宮下４３

024-575-3194

07-1-813

㈱やまき電設工業

〒９６０－０７０３ 伊達市梁川町山舟生字日面５１

024-577-5454

07-1-101

㈿福島消防設備点検センター

〒９６０－２１５４ 福島市佐倉下字上谷地６０－８

024-593-5530

07-1-102

福島消防資材㈱

〒９６０－８０６１ 福島市五月町８－３７

024-521-5555

07-1-104

明和電気防災㈱

〒９６０－１１０７ 福島市上鳥渡字茨沢２２－３

024-593-2131

07-1-106

㈲東北防災センター

〒９６０－８１１７ 福島市入江町５－７

024-534-3389

07-1-109

ホーチキ㈱福島営業所

〒９６０－８０４１ 福島市大町７－３ 福島センタービル２F

024-523-5950

07-1-111

三和防災㈱

〒９６０－８１４１ 福島市渡利字舟場６２－１

024-524-1251

07-1-116

大槻電設工業㈱

〒９６０－０１０２ 福島市鎌田字卸町１３－７

024-573-1651

07-1-117

日本ドライケミカル㈱東北支店福島営業所

〒９６０－８２０１ 福島市岡島字源氏山２－２

024-531-9401

07-1-120

㈲中央防災

〒９６０－０１１４ 福島市沖高樋越１－１０

024-554-0100

07-1-122

㈱クラシマ

〒９６０－０１１３ 福島市北矢野目字原田６７－２０

024-552-2111

07-1-124

㈱光和設備工業所

〒９６０－８２５２ 福島市御山字上原２－１０

024-558-2000

07-1-127

福島ノーミ㈱

〒９６０－８０７１ 福島市東中央３－４５－１

024-528-4195

07-1-128

㈱福島防災電設

〒９６０－８０７６ 福島市上野寺字舘３９

024-529-5828

07-1-129

㈲三幸防災

〒９６０－８２０４ 福島市岡部字内川原１８－３

024-533-5141

07-1-132

㈱アムディ福島営業所

〒９６０－８０５６ 福島市八島田字勝口５５

024-536-4049

07-1-133

日東紡アライドサービス㈱

〒９６０－８１６１ 福島市郷野目字東１

024-546-1551

07-1-134

㈱富士防災福島営業所

〒９６０－８１６４ 福島市八木田字水神１１５－２ A－１０２

024-546-4611

07-1-135

㈲アドコム

〒９６０－０１１１ 福島市丸子字上川原５－２３

024-552-5681

07-1-136

ｲｵﾝﾃﾞｨﾗｲﾄ㈱東北支社福島支店

〒９６０－８０６８ 福島市太田町１－２３

024-533-1702

07-1-137

コバックス㈱

〒９６０－８１５２ 福島市鳥谷野字扇田２９－１

024-573-0181

07-1-140

㈱須南電設

〒９６０－８１６３ 福島市方木田字辻９－１

024-546-3541

07-1-141

㈲シバテック

〒９６０－８１１４ 福島市松浪町２－１６－７

024-531-3778

07-1-143

４１サービス㈱

〒９６０－８１６３ 福島市方木田字下川原１－８６

024-539-6604

07-1-145

㈱第一管理代行福島支店

〒９６０－０２３１ 福島市飯坂町平野字石堂６－２

024-542-1600

07-1-146

浅野防災福島㈱

〒９６０－８１１４ 福島市松浪町２－２３

024-533-5222

07-1-147

㈱福南電気

〒９６０－８１５２ 福島市鳥谷野字舘３８－１

024-546-1783

07-1-901

㈱アムディ

〒９６４－０９１１ 二本松市亀谷２－１７０－２

0243-24-7775

07-1-902

㈱岡商店

〒９６４－０９１１ 二本松市亀谷２－２１１－１

0243-22-1241

07-1-906

㈲杉内商事

〒９６４－０９１６ 二本松市向原２５４－１１

0243-24-9441

07-1-907

㈱佐々木電気商会

〒９６９－１１３３ 本宮市本宮字中條５７

0243-33-2323

07-1-909

㈱ネオテック

〒９６９－１５１２ 二本松市上川崎字三ツ石８０

0243-24-8841

07-1-910

㈱東北電設

〒９６９－１１０４ 本宮市荒井字山神４９－２

0243-33-3411

07-1-201

安積電気通信興業㈱

〒９６３－０１０１ 郡山市安積町日出山４－１２３

024-941-2211

07-1-202

㈱石塚防災商事

〒９６３－８００６ 郡山市赤木町４－９

024-935-0744

07-1-203

援護化学㈱

〒９６３－８８３４ 郡山市図景１－１７－２４

024-932-0440

07-1-204

大槻電気通信㈱

〒９６３－０７２５ 郡山市田村町金屋字上川原２８６

024-943-2611

07-1-206

光栄電気通信工業㈱

〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－５５－３３

024-963-1028

07-1-207

㈲消防設備福島

〒９６３－８０６１ 郡山市富久山町福原字東１３

024-932-7906

07-1-209

㈲中央電気通信工業

〒９６３－０１０５ 郡山市安積町長久保１－２－８

024-945-3303

07-1-210

トーアン㈱

〒９６３－０２１５ 郡山市待池台１－５５－３７

024-963-2050

07-1-211

ニッタン㈱郡山営業所

〒９６３－０２０２ 郡山市柏山町５３

024-962-7136

07-1-212

能美防災㈱郡山営業所

〒９６３－８８４３ 郡山市字川向１２８

024-947-1194

07-1-213

㈱ホシノ郡山支店

〒９６３－８８４６ 郡山市久留米３－２７

024-945-8999

07-1-214

㈲渡辺鉄工消防用品

〒９６３－４３１２ 田村市船引町船引字北町通４７

0247-82-0072

07-1-215

㈱ニノテック

〒９６３－８０３４ 郡山市島２－４４－２

024-935-1717

07-1-216

田村通信防災工業㈱

〒９６３－０１１８ 郡山市安積北井２－１８３

024-945-2882

07-1-217

常葉防災

〒９６３－４６０２ 田村市常葉町常葉字町裏１０１

0247-77-2073

07-1-218

ＡＬＳＯＫ福島㈱

〒９６３－０５５１ 郡山市喜久田町字松ケ作１６－９８

024-959-1800

07-1-219

回天物産㈱

〒９６３－８０６１ 郡山市富久山町福原字陣場１１０－１

024-942-1121

07-1-220

㈲藤吉防災

〒９６３－０２０１ 郡山市大槻町字新池下７－７

024-952-1305

07-1-221

㈱アサヒ・ビル・サービス

〒９６３－０１０５ 郡山市安積町長久保４－１－１０

024-947-1300

07-1-222

㈲渡辺通信

〒９６３－８０５１ 郡山市富久山町八山田字北ノ林２２－６

024-934-5108

07-1-226

太平ビルサービス㈱郡山支店

〒９６３－８０１４ 郡山市虎丸町２１－１０

024-933-0728

07-1-227

㈱アクトエンタープライズ

〒９６３－８８５１ 郡山市開成３－１０－１

024-933-0222

07-1-228

㈱太陽興産

〒９６３－０５４７ 郡山市喜久田町卸３－１９

024-959-3300

07-1-229

㈱東北装美

〒９６３－８０２６ 郡山市並木３－５－３

024-934-2515

07-1-230

㈱ローズ・ビルサービス

〒９６３－８８７４ 郡山市深沢１－２－８

024-932-6069

07-1-232

太陽電設㈱

07-1-233

㈲高田通信特機

〒９６３－８０６１ 郡山市富久山町福原字福原５６

024-924-0941

07-1-234

㈲増子防災

〒９６３－０２０６ 郡山市中野２－１５

024-951-7637

07-1-240

㈱東北セイワ

〒９６３－０２０５ 郡山市堤３－１８６

024-952-8355

07-1-241

㈱福島映機サービス

〒９６３－８０２４ 郡山市朝日１－２７－２

024-932-4534

07-1-247

㈱東北ダイケン郡山営業所

〒９６３－８０１４ 郡山市虎丸町２－１１第一生命ビル２F

024-923-0670

07-1-249

㈱東北スエノ防災

〒９６３－０７０２ 郡山市緑ヶ丘東６－５－１

024-944-3476

07-1-251

大木防災設備

〒９６３－３４０２ 田村郡小野町大字谷津作字松葉１２－１

0247-72-4365

07-1-253

㈱郡山電機製作所

〒９６３－８０７１ 郡山市富久山町久保田字本木５４

024-932-2686

07-1-254

㈱エディソン

〒９６３－８８７８ 郡山市堤下町１３－８

024-922-3333

07-1-256

㈱ハブマック

〒９６３－８０２４ 郡山市朝日３－５－１８

024-991-7718

07-1-257

㈱バンダイ通信

〒９６３－８０４７ 郡山市富田東２－８２

024-923-4661

07-1-258

東新電気工業㈱

〒９６３－４３１２ 田村市船引町船引字舘柄前１０２－１

0247-61-5001

07-1-259

㈲新興防災センター

〒９６３－７７３１ 田村郡三春町下舞木字岩本１３２－４８

024-943-0604

07-1-260

三友電設㈱

〒９６３－０５４７ 郡山市喜久田町卸１－９５－１

024-959-5556

07-1-261

㈱大和田工務店

〒９６３－３４０１ 田村郡小野町小野新町字中通１３０－３

0247-72-3243

07-1-262

㈱明成ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

〒９６３－０２０５ 郡山市堤３－１８２ 第七森田ビル２F

024-962-9380

07-1-263

日本ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ事業㈱郡山営業所

〒９６３－８００４ 郡山市中町10-10 メルフ郡山ビル

024-935-0500

07-1-265

㈱一善

〒９６３－１３０３ 郡山市熱海町玉川字屋敷６９

024-983-3007

07-1-267

㈲東北熊田電設

〒９６３－１１５５ 郡山市田村町守山字御殿河原１３２－１

024-983-6463

07-1-268

㈱大崎防災郡山支店

〒９６３－８０４４ 郡山市備前舘１－１

024-938-0855

07-1-1003

石川防災ブルー企画

〒９６３－７８０７ 石川郡石川町大字形見字大工内１１７

0247-26-0832

07-1-1005

㈱ナカムラ防災

〒９６２－０４０６ 須賀川市宮の杜３１－３

0248-94-7320

07-1-1008

大塚設備㈱

〒９６２－０８５７ 須賀川市長禄町６４－３

0248-73-2989

07-1-701

㈿県南消防設備点検センター

〒９６１－０９５７ 白河市道場小路１０

0248-24-7007

07-1-702

㈲藤田防災電設

〒９６３－５１１８ 東白川郡矢祭町大字東館字中新田２２－１

0247-46-2480

07-1-703

㈲矢吹防災センター

〒９６９－０２５１ 西白河郡矢吹町神田西２２０－１

0248-45-2721

07-1-707

会星産業㈱

〒９６１－０８４１ 白河市古高山３－１３８

0248-22-5504

07-1-708

㈱磐水社白河営業所

〒９６１－００５１ 白河市大鳥居橋前８３－１４

0248-23-3600

07-1-711

㈲県南防災設備センター

〒９６３－５４０５ 東白川郡塙町大字塙字材木町９２－１

0247-43-3770

07-1-714

㈲斎藤電工

〒９６９－０１０３ 西白河郡泉崎村大字北平山字中島１３０－１

0248-53-2914

07-1-716

㈱ナカジマエレテック

〒９６１－００５１ 白河市大森ノ内３５－１

0248-24-5001

07-1-718

㈱白河電設

〒９６１－０９７１ 白河市昭和町２５２

0248-24-0176

07-1-719

㈱浅川電設

〒９６９－０２１２ 西白河郡矢吹町善郷内４２－２

0248-42-2660

07-1-720

車田電気工業㈱

〒９６１－０８３４ 白河市西三坂５０－１

0248-28-1047

07-1-301

援護化学㈱会津若松営業所

〒９６５－０８１８ 会津若松市東千石１－２－２９

0242-27-1056

07-1-302

㈱ホシノ

〒９６５－０８５３ 会津若松市材木町１－１０－２２

0242-26-5600

07-1-303

㈱会津防災設備センター

〒９６５－０８１７ 会津若松市千石町４－４

0242-32-7511

07-1-304

会津消防用品㈱

〒９６５－０００８ 会津若松市桧町２－４１

0242-28-5151

07-1-305

福島防災㈲

〒９６５－００３６ 会津若松市馬場本町４－５８

0242-37-7665

07-1-307

㈲豊和防災サービス

〒９６５－０８５８ 会津若松市神指町南四合字幕内西３５１－３

0242-27-7878

07-1-308

大槻電設工業㈱会津営業所

〒９６５－００５３ 会津若松市町北町大字上荒久田字鈴木７５

0242-37-2837

07-1-310

㈲大友電話工業

〒９６５－００５５ 会津若松市石堂町８－２６

0242-24-3422

07-1-312

㈱森口電気商会

〒９６９－２７５１ 耶麻郡猪苗代町大字若宮字村東丙７０４

0242-64-3056

07-1-313

㈲会津防災安全センター

〒９６９－３１３３ 耶麻郡猪苗代町千代田字ドウフケ５７－１

0242-62-2383

〒９６３－８０３４

郡山市島２－３３－９

024-933-4534

07-1-314

㈱光電設

〒９６５－００３７ 会津若松市中央１－４－３４

0242-22-1144

07-1-319

小髙防災商事

〒９６９－３４６１ 会津若松市河東町大字浅山字戌亥３

0242-75-3523

07-1-322

㈲城北防災通信

〒９６５－００２１ 会津若松市山見町２８１

0242-39-2440

07-1-324

八ッ橋設備㈱

〒９６５－０００８ 会津若松市桧町２－３

0242-27-3925

07-1-325

㈲雪下無線電機

〒９６８－００１６ 大沼郡金山町大字本名字沖ノ原１０２６

0241-54-2576

07-1-326

㈱会津電気工事

〒９６５－０８４１ 会津若松市門田町大字日吉字小金井３８－３

0242-27-1460

07-1-330

㈱目黒工業商会

〒９６５－０８１６ 会津若松市南千石町１－５４

0242-27-3344

07-1-331

㈱興栄設備

〒９６５－００４５ 会津若松市西七日町９－１０

0242-25-4121

07-1-332

㈲セィフティ会津

〒９６５－００１４ 会津若松市大塚２－６－２６

0242-22-5925

07-1-333

㈱テクノ・サプライ

〒９６５－０８５１ 会津若松市御旗町１－４５

0242-29-8773

07-1-1105

星電気工事㈱

〒９６６－００９２ 喜多方市字清水台３－１５１

0241-24-2441

07-1-1109

㈲第一プロテック

〒９６６－０８１３ 喜多方市字小田付道下７１２５－１２

0241-23-1352

07-1-1111

㈲瀬野消火器店

〒９６６－０８９２ 喜多方市字経壇６１－２

0241-22-0940

07-1-1112

㈲渋谷電気

〒９６９－３５０６ 喜多方市塩川町窪字館１１６３

0241-27-7171

07-1-1115

花見電気管理事務所

〒９６９－３５３５ 喜多方市塩川町会知字八幡町３０５０－１

0241-27-7664

07-1-1117

㈱大和電通

〒９６６－００１１ 喜多方市関柴町関柴字川又６４３

0241-22-4774

07-1-1118

㈲佐藤電機

〒９６９－４５１２ 耶麻郡西会津町上野尻西林崎3149-6

0241-47-2262

07-1-1202

㈲本多電気工事店

〒９６８－０４２１ 南会津郡只見町只見字宮前１３６３－１

0241-82-2335

07-1-1204

㈲谷地電気

〒９６７－０６４１ 南会津郡南会津町和泉田字谷地２４６３－３

0241-73-2211

07-1-1206

㈲檜枝岐電設

〒９６７－０５２５ 南会津郡檜枝岐村字下ノ原９９６－１

0241-75-2356

07-1-1207

㈲ミナト

〒９６７－０００４ 南会津郡南会津町田島字西番場甲３６７

0241-62-3710

07-1-1209

㈱光和設備工業所南会津支店

〒９６７－０００４ 南会津郡南会津町田島字宮本東甲１１２６

0241-64-7821

07-1-1210

㈱和泉電機

〒９６７－０６４１ 南会津郡南会津町和泉田字谷地２４２２－１

0241-73-2045

07-1-1211

㈱高山重商店

〒９６７－０００４ 南会津郡南会津町田島字南下原甲１９６５－１

0241-62-0173

07-1-1212

㈱阿久津電気工事

〒９６７－０００４ 南会津郡南会津町田島字寺前甲３１４２－１

0241-62-3074

07-1-1213

㈲大栄電気

〒９６９－５３１１ 南会津郡下郷町大字豊成字倉４９５

0241-67-2203

07-1-1214

㈱吉平電気工事店

〒９６７－０００７ 南会津郡南会津町丹藤字中川原６７５－１０

0241-62-2682

07-1-1219

㈲五十嵐電気商会

〒９６９－５２０６ 南会津郡下郷町大字湯野上字五百地乙193-10

0241-68-2547

07-1-1220

弥津電工

〒９６９－５３３２ 南会津郡下郷町大字中妻字大百刈９２－２

0241-67-3581

07-1-1221

㈱大竹電気工事店

〒９６８－０６０２ 南会津郡只見町大字大倉字沢ノ目１４４４－２

0241-86-2126

07-1-502

㈲大内ボーサイ

〒９７５－００３６ 南相馬市原町区萱浜字六貫山１８４－５

0244-22-1186

07-1-503

谷津田電機工業

〒９７９－２５２２ 相馬市日下石字一北田５５８－５

0244-35-3424

07-1-504

千色商店

〒９７９－２３３５ 南相馬市鹿島区鹿島字サヤノ前６３－１

0244-46-5767

07-1-505

旭電設工業㈱

〒９７６－００１５ 相馬市塚ノ町２－５－１

0244-36-2151

07-1-507

㈱菅野寛商店

〒９７６－００４２ 相馬市中村字宇多川町３６

0244-35-5151

07-1-508

早川電気工業㈱

〒９７６－００３２ 相馬市大曲字大毛内５００

0244-36-5181

07-1-510

㈱高木電気商会

〒９７６－００２６ 相馬市南飯渕字明神３６－１

0244-36-6357

07-1-516

㈱エスピーエス

〒９７９－２７０３ 相馬郡新地町小川字清水小路２９

0244-62-4133

07-1-517

㈲武山電設

〒９７６－００５３ 相馬市小野字金谷台２２１－１

0244-36-5710

07-1-518

新地発電産業㈱

〒９７９－２６１１ 相馬郡新地町駒ヶ嶺字今神１－１

0244-62-5051

07-1-519

福島第一商事㈱

〒９７５－００６１ 南相馬市原町区大木戸字松島３１１－９

0244-22-2526

07-1-520

㈱優輪商会

〒９７５－０００４ 南相馬市原町区旭町１－４９

0244-23-2349

07-1-522

㈱AS防災

〒９７５－００１８ 南相馬市原町区北町３２９－３

0244-32-1019

07-1-401

双葉地方防災設備点検（協）

〒９７９－１５２１ 双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目２２－３

090-1491-3106

07-1-402

南双サービス㈱

〒９７９－０４０２ 双葉郡広野町大字下北迫字浜田５５

0240-27-2497

07-1-403

東京防災設備㈱福島事業所

双葉郡楢葉町大字波倉字小浜作１－１－３
〒９７９－０６０１ 東京電力ＨＤ㈱協力企業センターB棟１階
富岡郵便局留

0240-25-4841

07-1-404

㈲猪狩電気通信工業

〒９７９－１１３１ 双葉郡富岡町大字上郡山字清水４４８

0240-22-3387

07-1-405

㈲浪江電設

〒９７９－０２１２ いわき市四倉町戸田字水神１９－１

0246-84-8952

07-1-406

㈱KOOBA

〒９７９－１１１１ 双葉郡富岡町小浜１１－１１

0240-23-6970

07-1-407

㈱Rise Company

〒９７９－１１６１ 双葉郡富岡町夜ノ森南５－１９－３

080-5842-8197

07-1-601

三共設備㈱

〒９７２－８３２５ いわき市常磐白鳥町壱丁田２－１

0246-43-2381

07-1-602

常盤電設産業㈱

〒９７４－８２１２ いわき市東田町２－２０－８

0246-62-4151

07-1-603

㈱磐水社

〒９７０－８０２６ いわき市平字古鍛冶町４

0246-23-1616

07-1-604

㈱ジェイ・ケイ・リアルタイム

〒９７２－８３１１ いわき市常磐水野谷町亀ノ尾１７１

0246-43-3115

07-1-605

富士見防災通信㈱

〒９７０－８０２５ いわき市平南白土２－１１－１９

0246-22-0629

07-1-606

㈱ニノテックいわき営業所

〒９７０－１１５２ いわき市好間町中好間字田中４０

0246-36-8680

07-1-608

㈱平成

〒９７１－８１２２ いわき市小名浜林城字塚前２３－１

0246-58-0047

07-1-609

東洋安全防災㈱

〒９７０－８０２２ いわき市平塩字風内７３－２

0246-22-3730

07-1-610

渡辺防災電気㈱

〒９７９－３１２１ いわき市小川町西小川字淵沢９２－２

0246-83-0783

07-1-612

クレハ設備㈱

〒９７４－８２３２ いわき市錦町作鞍140

0246-77-2640

07-1-613

㈲添田電気工事

〒９７２－８３１１ いわき市常磐水野谷町東９－６

0246-42-2228

07-1-614

常磐開発㈱

〒９７２－８３２１ いわき市常磐湯本町辰ノ口１

0246-72-1130

07-1-617

㈲四條電気

〒９７９－０２０２ いわき市四倉町上仁井田字雁又５－２

0246-32-7442

07-1-619

㈱朝日通信

〒９７９－３１１１ いわき市小川町柴原字岩下３３－１３

0246-48-4510

07-1-620

㈲サンリツ消防設備

〒９７０－８０２１ いわき市平中神谷字六本榎１－２

0246-34-4251

07-1-622

常磐火力産業㈱

〒９７４－８２２２ いわき市岩間町塚原７６

0246-77-0311

07-1-626

常光サービス㈱

〒９７１－８１６１ いわき市小名浜諏訪町１１－１

0246-92-0555

07-1-627

㈱綜合通信

〒９７３－８４０７ いわき市内郷宮町金坂２５０－１

0246-26-7304

07-1-628

植田電機㈱

〒９７３－８４０２ いわき市内郷御厩町２－２９

0246-27-9000

07-1-629

北関東空調工業㈱ 機器設備事業部

〒９７０－８０２６ いわき市平字柳町３

0246-25-7111

07-1-632

㈱大倉工業所

〒９７１－８１０１ いわき市小名浜字中原７－６

0246-54-7611

07-1-633

高柳電気㈲

〒９７０－８０２２ いわき市平塩字中島７－４

0246-25-3368

07-1-635

㈲斉藤電設工業

〒９７１－８１０１ いわき市小名浜字隼人６５－５

0246-92-3684

07-1-636

㈱山崎設備

〒９７０－８０３６ いわき市平谷川瀬三丁目１３－１

0246-21-5400

07-1-637

㈲テクテム

〒９７０－８０２３ いわき市平鎌田字岸２５

0246-23-1817

07-1-638

岩電機工事㈱

〒９７４－８２３２ いわき市錦町大島５－１

0246-63-2878

07-1-639

㈲坂本総合防災メンテナンス

〒９７０－０３１２ いわき市折戸字岸浦６８－２

0246-55-5638

07-1-640

クレハ電機㈱

〒９７４－８２３２ いわき市錦町作鞍１４０

0246-77-2636

07-1-644

㈱共立

〒９７４－８２３２ いわき市錦町作鞍１３５

0246-63-7600

07-1-645

㈱久工業所

〒９７１－８１８４ いわき市泉町黒須野字砂利５９－４

0246-56-2828

07-1-649

北東設備工業㈱

〒９７１－８１６３ いわき市小名浜中町境６－３

0246-53-4346

07-1-651

㈱ワークプラン

〒９７１－８１８２ いわき市泉町滝尻字折返７０－１

0246-56-8301

07-1-654

小松電工㈱

〒９７１－８１４４ いわき市鹿島町久保１－１１－６

0246-58-0001

07-1-655

㈲サン電気通信

〒９７０－８０３６ いわき市平谷川瀬字西作７６－３

0246-21-7615

07-1-656

㈱北伸電気

〒９７１－８１４５ いわき市鹿島町船戸字沼田１１

0246-88-7971

07-1-658

東部産業㈱自動車部

〒９７３－８４０３ いわき市内郷綴町金谷１５－４

0246-26-5401

07-1-659

㈱ＫＯＯＢＡ

〒９７０－８０２１ いわき市平中神谷字苅萱６６－３

0246-38-6508

07-1-660

トーホク装美㈱

〒９７０－８０２１ いわき市平中神谷字大年１－３

0246-34-2411

07-1-661

㈲斎藤電気工事

〒９７１－８１０１ いわき市小名浜字中原１５－６

0246-54-1640

07-1-662

㈱Rise Company

〒９７０－８０２６ いわき市平字二町目４３－１ たいらニューカースル１０１

0246-84-5613

07-1-663

ヨシダラジオ合同会社

〒９７０－８０２６ いわき市平字仲間町７９

0246-23-4754

07-1-664

㈱I.G.T

〒９７０－１１４４ いわき市好間工業団地１－１７

0246-38-7590

07-1-665

㈱タイズスタイル

〒９７２－８３０１ いわき市草木台４－９－１７

0246-84-7981

07-1-666

東北技研工業㈱

〒９７０－１１４６ いわき市好間町榊小屋字迎３

0246-36-5684

07-1-667

㈱武藤電業

〒９７４－８２６１ いわき市植田町根小屋３０５－７

0246-38-5418

自主

「表示登録者名簿」

（令和２年4月1日）

07-2-904

㈱東北村田製作所本宮工場

〒９６９－１１８０ 本宮市本宮字樋ノ口２

0243-33-4783

07-2-239

三菱電機㈱ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾈｯﾄﾜｰｸ製作所郡山工場

〒９６３－８５８６ 郡山市栄町２－２５

024-932-1220

07-2-242

イワタニセントラル福島㈱郡山支店

〒９６３－０７２６ 郡山市田村町下行合字田ノ保下１－２０

024-942-1222

07-2-245

パナソニック㈱郡山事業所

〒９６３－８５５６ 郡山市字石塚１１１

024-944-2870

07-2-625

古河電子㈱いわき工場

〒９７０－１１５３ いわき市好間町上好間字小館２０

0246-36-2016

07-2-642

㈱クレハ生産本部いわき事業所

〒９７４－８６８６ いわき市錦町落合１６

0246-63-5111

07-2-327

一般財団法人温知会

〒９６５－８６１１ 会津若松市鶴賀町１－１

0242-25-1515

07-2-657

イワタニセンントラル福島㈱いわき支店

〒９７１－８１８３ いわき市泉町下川字八合９１－２

0246-56-2491

07-2-521

イワタニセントラル福島㈱原町支店

〒９７５－００３９ 南相馬市原町区青葉町１－１５４

0244-23-2339

07-2-408

鹿島東電福島建築統括事業所

〒９７９－０４０１ 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢１－１０

0240-23-5421

07-2-409

総和興業㈱広野事務所

〒９７９－０４０２ 双葉郡広野町大字下北迫字大谷地原１０３－２４

0240-27-1162

