
報告事項 新規会員について 

１ 福島イノベ倶楽部新規会員の入会について 

令和３年７月８日（木）に開催された理事会において、福島イノベ倶楽部

規約第１８条の規定に基づき、入会を希望する３１会員（正会員１７会員、

賛助会員１４会員）の入会が承認された。 

これにより、昨年度総会時９５会員（正会員７７会員、賛助会員１８会員）

であった会員数は、本日時点で１２６会員（正会員９４会員、賛助会員３２会

員）となった。 

【正会員】 【賛助会員】

No. 企　業　団　体　名 所　在　地 No. 企　業　団　体　名

1 (一社)福島ルネッサンスプロジェ
クト協議会

福島市 1 広野町

2 (株)コアネット 福島市 2 浪江町

3 東北電力(株) 福島市 3 葛尾村

4 佐藤工業(株) 福島市 4 飯舘村

5 (株)フタバ・ライフサポート 広野町 5 いわき市

6 Plan Vie(株) 二本松市 6 富岡町

7 (株)Ｊヴィレッジ 楢葉町 7 新地町

8 (株)郡中トラベル 郡山市 8 南相馬市

9 郡山中央交通(株) 郡山市 9 大熊町

10 (株)シービーエス 東京都 10 相馬市

11 (有)上原樹苗 南相馬市 11 双葉町

12 (株)アスム いわき市 12 川内村

13 東双不動産管理(株) 広野町 13 (一社)いわき観光まちづくりビューロー

14 (株 )ウィルオブ・コンストラク
ション郡山支店

郡山市 14 (独)中小企業基盤整備機構東北支部

15 (株)ナルセ 郡山市

16 (株)いわき放射線エンジニア いわき市

17 三甲(株) 福島市



一般会員 令和3年7月8日現在
No. 企業団体名 所在地 No. 企業団体名 所在地
1 フォーアールエナジー(株) 浪江町 51 (株)木の力 いわき市
2 イームズロボティクス(株) 福島市 52 福島県中小企業家同友会相双地区 いわき市
3 (株)菊池製作所 飯舘村 53 (株)タカハタ電子 山形県
4 (有)協栄精機 南相馬市 54 (株)でんきや 南相馬市
5 白ハト食品工業(株) 楢葉町 55 (株)NESI いわき市
6 (株)タジマモーターコーポレーション 南相馬市 56 (株)アイザック 会津若松市
7 (株)東日本計算センター いわき市 57 月電工業(株) 福島市
8 福島エコクリート(株) 南相馬市 58 (株)栄製作所 南相馬市
9 福島舞台ファーム(株) 浪江町 59 (株)IHI 相馬市
10 (株)ITI開発 福島市 60 (株)東邦銀行 福島市
11 石川林業建設(株) 南相馬市 61 東洋システム(株) いわき市
12 (株)五島屋 桑折町 62 (株)ふたば 富岡町
13 (株)キャスト白河素形材ヴァレー 白河市 63 アンフィニ(株) 楢葉町
14 (株)ふくしま・みどりファーム 福島市 64 東京海上日動火災保険(株) 福島市
15 富士フイルム和光バイオソリューションズ(株) 福島市 65 東日本ダイワ(株) 郡山市
16 恒栄電設(株) 東京都 66 荒川産業(株) 喜多方市
17 （一財）地域ベンチャー創成支援財団 会津若松市 67 (有)双葉自動車学校 浪江町
18 富士ゼロックス福島(株) 郡山市 68 (株)フミン 福島市
19 メルコジャパン(株) 宮城県 69 (株)磐城高箸 いわき市
20 (株)バイオ・パワー・ジャパン 川内村 70 (株)福島ガイナ 三春町
21 (株)紅梅夢ファーム 南相馬市 71 (株)ウッドコア 浪江町
22 ALSOK福島(株) 郡山市 72 いわき信用組合 いわき市
23 (株)大和田測量設計 広野町 73 かわちやグループ 柳津町
24 福島交通(株) 福島市 74 藤田建設工業(株) 棚倉町
25 福島交通観光(株) 福島市 75 (株)カーズ 西郷村
26 いわき機械(株) いわき市 76 (株)フジ機工 泉崎村
27 損害保険ジャパン(株) 福島市 77 三井住友信託銀行(株) 宮城県
28 ふたば行政書士事務所 郡山市 78 （一社）福島ルネッサンスプロジェクト協議会 福島市
29 矢野口自工(株) 楢葉町 79 (株)コアネット 福島市
30 (有)斉藤製作所 飯舘村 80 東北電力(株) 福島市
31 福島SiC応用技研(株) 楢葉町 81 佐藤工業(株) 福島市
32 東京電力ホールディングス(株) 東京都 82 (株)フタバ・ライフサポート 広野町
33 (株)リビングロボット 伊達市 83 Plan Vie(株) 二本松市
34 佐藤工業(株) 東京都 84 (株)Ｊヴィレッジ 楢葉町
35 福島コンピューターシステム(株) 郡山市 85 (株)郡中トラベル 郡山市
36 (株)経営共創基盤 東京都 86 郡山中央交通(株) 郡山市
37 TIS(株)会津サービスクリエーションセンター 会津若松市 87 (株)シービーエス 東京都
38 コドモエナジー(株) 川内村 88 (有)上原樹苗 南相馬市
39 (有)原町電機 南相馬市 89 (株)アスム いわき市
40 (株)みちのりホールディングス 東京都 90 東双不動産管理(株) 広野町
41 ワイヂーエル(株) 福島市 91 (株)ウィルオブ・コンストラクション郡山支店 郡山市
42 恵和興業(株) 楢葉町 92 (株)ナルセ 郡山市
43 (株)SHANME いわき市 93 (株)いわき放射線エンジニア いわき市
44 (株)アソシエイト 福島市 94 三甲(株) 福島市
45 八溝マテリアル(株) 棚倉町
46 六洋電気(株) 福島市
47 (株)リビングソーラー いわき市
48 (株)エイブル 広野町
49 神田産業(株) 須賀川市
50 ＭＣアグリテック研究所 福島市

福島イノベ倶楽部会員名簿
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事務局

福島県企画調整部福島イノベーション・コースト構想推進課
（公財）福島イノベーション・コースト構想推進機構

大熊町
相馬市
双葉町
川内村
（一社）いわき観光まちづくりビューロー
（独）中小企業基盤整備機構東北支部

南相馬市

（一財）ふくしま医療機器産業推進機構
復興庁
田村市
川俣町
広野町
浪江町
葛尾村
飯舘村
いわき市
富岡町
新地町

福島大学
経済産業省

福島県商工会議所連合会

会津大学
日本大学工学部
（公社）福島相双復興推進機構
(株)ゆめサポート南相馬
（公財）福島県産業振興センターエネルギー・エージェンシーふくしま

福島県信用保証協会
福島イノベーション・コースト構想推進企業協議会
福島県商工会連合会
（公社）いわき産学官ネットワーク協会
双葉町商工会
楢葉町




