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1 阿部製粉株式会社 郡山市 http://www.abe-mills.com/
2 陸奥テックコンサルタント株式会社 郡山市 http://www.mutsu-s.co.jp/ 
3 福島建機株式会社 郡山市 http://fukushimakenki.jp/
4 矢田工業株式会社 郡山市 http://www.yada-k.co.jp/
5 株式会社花喜 郡山市 https://hanaki.fukushima.jp/
6 三栄建設株式会社 郡山市 －
7 株式会社福島地下開発 郡山市 http://www.ftk-44.jp/
8 王子建設株式会社 郡山市 http://www.oji-k.co.jp/
9 株式会社グローバルエステート 郡山市 http://www.global-estate33.com/

10 クラリオン株式会社 郡山市 http://www.clarion.com/jp/ja/corp/cms/index.html

11 株式会社郡山測量設計社 郡山市 http://www.gunsoku.co.jp/
12 岩通東北株式会社 郡山市 http://www.iwatsutohoku.co.jp/about/

13 株式会社建設相互測地社 郡山市 http://www.kensetsusogo.co.jp/
14 合資会社共立社 郡山市 －
15 株式会社日本測地コンサルタント 郡山市 －
16 大槻電気通信株式会社 郡山市 http://www.otsukidenki.co.jp/
17 新協地水株式会社 郡山市 http://sinkyo-tisui.co.jp/home/index-new.html

18 治療室ガネーシャ 郡山市 http://ganesa.beeriraku.com/
19 福星運輸株式会社 郡山市 －
20 株式会社エフコム 郡山市 http://www.f-com.co.jp/
21 株式会社アーバン設計 郡山市 http://www.urban-dc.com/
22 株式会社ミツワ 郡山市 http://www.kk-mitsuwa.jp/contents/company.html

23 西部自動車株式会社 郡山市 http://www.seibu-gr.co.jp/
24 株式会社共立建築設計事務所 郡山市 http://www.kyouritu-inc.co.jp/

25 株式会社かんの屋 郡山市 www.kannoya.co.jp/ 
26 株式会社福豆屋 郡山市 www.fukumameya.co.jp/ 

27 高橋金一法律事務所 郡山市 －
28 ハーブとスローライフの研究家 瀧田勉 郡山市 http://www.herbandslowlife.com
29 株式会社新和調査設計 郡山市 http://www.shinwa-cs.com/index.html

30 株式会社環境緑建 郡山市 http://www.kankyouryokuken.com/
31 一般財団法人太田綜合病院 郡山市 https://www.ohta-hp.or.jp/
32 株式会社日本一総本店　珍満 郡山市 http://www.kknet.com/chinman/default
33 久井労務管理事務所 郡山市 －
34 若関酒造株式会社 郡山市 http://www.sake-koriyama.com/wakazeki.html

35 共栄印刷株式会社 郡山市 http://www.kyoei-p.co.jp/index.html

36 株式会社郡山自動車学校 郡山市 http://www.koriyamazidoshagakko.co.jp/school/index.html

37 株式会社青木工機 郡山市 http://aoki-kouki.com/index.html
38 公益財団法人星総合病院 郡山市 http://www.hoshipital.jp/
39 酪王乳業株式会社 郡山市 https://www.rakuou-milk.co.jp/index.html
40 株式会社大東銀行 郡山市 http://www.daitobank.co.jp/
41 株式会社ヨークベニマル 郡山市 http://www.yorkbeni.co.jp/
42 福島トヨペット株式会社 郡山市 http://fukushima-toyopet.jp/
43 株式会社ニノテック 郡山市 http://www.ninotec.co.jp/
44 株式会社ＥＨＳＧプロジェクト 郡山市 http://www.ehsg-project.com/
45 株式会社東北村田製作所 郡山市 https://www.murata.com/ja-jp/group/tohokumurata

46 郡山市子ども子育て支援企業組合 郡山市 －
47 公益財団法人 湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 郡山市 http://www.jusendo.or.jp/

48 日本全薬工業株式会社 郡山市 http://www.zenoaq.jp/index.html
49 有限会社測地測量 郡山市 https://www.to-ki.jp/furuya/
50 郡山信用金庫 郡山市 http://www.gunshin.co.jp/top/
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51 株式会社エスビー商会 郡山市 http://www.sb-web.co.jp/
52 有限会社泉屋 郡山市 －
53 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 郡山市 http://www.minamitohoku.or.jp/
54 株式会社富久山自動車教習所 郡山市 http://www.fds.ne.jp/
55 医療法人慈繁会付属病院土屋病院 郡山市 http://www.jihankai.jp/
56 株式会社関組 郡山市 －
57 ＴＲＡＩＬ ＲＯＣＫ 郡山市 http://www.trailrock.net/
58 福島県中小企業家同友会郡山地区 郡山市 http://www.fdoyu.or.jp
59 医療法人社団ときわ会日東病院 郡山市 http://www.tokiwa.or.jp/hospital/nitto/
60 西武エステートシステム株式会社 郡山市 http://www.ｋoriyamachintai.com/
61 株式会社アルコップ 郡山市 http://www.enjyu-g.com/
62 サンケン食品株式会社 郡山市 －

63 株式会社白川商店 郡山市 http://shirakawa-syouten.co.jp/
64 弁護士法人クレイス法律事務所 郡山市 －
65 有限会社ドロップス 郡山市 https://www.drops388.co.jp/
66 ふたば行政書士事務所 郡山市 https://www.futaba-gyouseishoshi-office.jp/

67 大谷屋商店 郡山市 －
68 有限会社仁井田本家 郡山市 http://www.kinpou.co.jp
69 ＢＦ・Ｈ株式会社 郡山市 http://www.bestfirmgroup.jp
70 ベストファーム株式会社 郡山市 http://www.bestfirmgroup.jp
71 税理士法人三部会計事務所 郡山市 http://www.sanbe.co.jp
72 山北調査設計株式会社 郡山市 http://yamakitaweb.the-ninja.jp/
73 株式会社メディカ 郡山市 http://fuji-pharm.jp
74 東京海上日動火災保険株式会社 郡山市 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/

75 リコージャパン株式会社販売事業本部福島支社 郡山市 http://www.ricoh.co.jp/
76 株式会社福島放送 郡山市 http://www.kfb.co.jp

77 医療法人郡山病院 郡山市 http://koriyamahospital.sakura.ne.jｐ/
78 一般財団法人慈山会医学研究所付属坪井病院 郡山市 http://www.tsuboi-hp.or.jp
79 一般社団法人郡山医師会　郡山市医療介護病院 郡山市 http://bigheart-hp.net/

80 福島県商工信用組合 郡山市 http://www.fukushimakenshin.co.jp
81 株式会社福島中央テレビ 郡山市 http://www.fct.co.jp/
82 株式会社エフエム福島 郡山市 http://www.fmf.co.jp
83 株式会社うすい百貨店 郡山市 www.usui-dept.co.jp
84 隂山建設株式会社 郡山市 http://www.kageken.jp

85 株式会社小松製作所　郡山工場 郡山市 https://home.komatsu/jp/

86 有限会社　富士衣裳店 郡山市 －
87 株式会社ライフフーズ 郡山市 lf-jinji.com
88 ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 郡山市 https://www.novel-f.co.jp
89 トヨタカローラ福島株式会社 郡山市 https://www.corolla-fukushima.jp/
90 ＡＬＳＯＫ福島株式会社 郡山市 http://www.fukushima.alsok.co.jp
91 酪王乳業株式会社 郡山市 www.rakuou-milk.co.jp
92 株式会社　福島マツダ 郡山市 http://www.fukushima-mazda.co.jp/
93 郡山ヤクルト販売株式会社 郡山市 －
94 有限会社レセプター 郡山市 －
95 司法書士　佐藤尚弥事務所 郡山市 －
96 株式会社　ホンダカーズ福島 郡山市 http://www.hondanet.co.jp/hondacars-fukushima/

97 株式会社　柏屋 郡山市 https://www.usukawa.co.jp

98 郡山ヒロセ電機株式会社 郡山市 www.hirose.com/jp/
99 山口薬品株式会社 郡山市 http://www.yamayaku.com/

100 株式会社日立製作所郡山事業所 郡山市 www.hitachi.co.jp
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101 社会医療法人あさかホスピタル 郡山市 http://asaka.or.jp/hospital
102 株式会社　宝来屋本店 郡山市 http://www.e-horaiya.com
103 株式会社 二嘉組 郡山市 －
104 株式会社　ニラク 郡山市 http://www.niraku.co.jp
105 キユーピー株式会社東北支店郡山営業所 郡山市 －
106 郡山市私立幼稚園・認定こども園連合会 郡山市 https://www.koriyama-yochien.jp/
107 東部ガス株式会社 福島支社 郡山市 http://www.tobugas.co.jp/
108 福島アイホー調理機株式会社 郡山市 https://www.aiho.co.jp/
109 特定非営利活動法人ぴぃかぁぶぅ 郡山市 http://peekaboo373.com
110 特定非営利活動法人郡山のびのび福祉会 郡山市 －
111 ダイハツ福島株式会社 郡山市 https://daihatsu-fukushima.co.jp/
112 株式会社ＪＴＢ福島支店 郡山市 http://www.jtb.co.com

113 福島パルス株式会社 郡山市 －
114 夢成株式会社 郡山市 http://www.youmenaru.com
115 株式会社ケイリーパートナーズ 郡山市 https://www.ksley.co.jp
116 株式会社　ＥＤＵ－Ｍｏ 郡山市 https://www.myedumo.com/
117 医療法人社団三成会南東北春日リハビリテーション病院 須賀川市 http://www.kasuga-rehabili.com/
118 株式会社橋本組 須賀川市 －
119 株式会社あおい 須賀川市 http://www.aoilive.com/
120 医療法人三愛会 須賀川市 http://ikedakinen-hp.or.jp/
121 新道建設株式会社 須賀川市 －
122 夢・菓子工房（株）かめまん 須賀川市 http://www.h4.dion.ne.jp/~kameman/
123 今泉須賀川医院 須賀川市 http://www.imasuka-eye.com/
124 有限会社糸井火工 須賀川市 http://www.itoikako.com/

125 株式会社興拓 須賀川市 －
126 有限会社久保木畳店 須賀川市 http://tatami-jp.com/

127 Hair trip Spray　 須賀川市 －
128 医療法人須賀川セントラル眼科 須賀川市 http://sukagawacentralganka.la.coocan.jp/index.html

129 株式会社鐶エスアール工業 須賀川市 http://www.kansr.com/index.html

130 茜精密工業株式会社 須賀川市 －
131 ニューワーク情報サービス有限会社 須賀川市 http://nw-joho.co.jp/wordpress/
132 株式会社釜屋 須賀川市 http://www.kama-ya.co.jp/index.html
133 有限会社和田印刷 須賀川市 http://wadapri.co.jp
134 有限会社レッツななうみ 須賀川市 http://www.lets-nanaumi.com/

135 須賀川東部不動産株式会社 須賀川市 http://www.s-toubu.jp

136 有限会社ダイマルヤ 須賀川市 http://www.dai0ya.jp/
137 睦産業株式会社(マイショップ赤トリヰ) 須賀川市 －
138 トキワ印刷株式会社 須賀川市 http://tokiwainsatsu.co.jp
139 笠原工業株式会社 須賀川市 http://s-kasahara.co.jp
140 株式会社吉田工務店 須賀川市 http://www.eurus.dti.ne.jp/~srv/index.html
141 有限会社セントラルレンズ 須賀川市 －
142 須賀川信用金庫 須賀川市 http://www.sushin.co.jp/
143 荒牧建設株式会社 須賀川市 http://www.aramakikensetsu.com/
144 株式会社グランシア須賀川 須賀川市 http://www.grancia.jp/wedding/
145 社会福祉法人篤心会（特別養護老人ホームエルピス） 須賀川市 http://business4.plala.or.jp/toku1/HTML/elpis.html

146 株式会社ひまわり 須賀川市 http://www.himawari-fukushima.co.jp/
147 タルカワスタジオ 須賀川市 https://tarukawastudio.amebaownd.com/

148 株式会社熊田商店 須賀川市 －
149 公立岩瀬病院企業団 須賀川市 http://www.iwase-hp.jp/
150 久保木商店 須賀川市 －
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151 山一須賀川工場 須賀川市 閉鎖
152 株式会社ＬａｓｉＱ 須賀川市 http://www.fuji-pharma.com/
153 株式会社光洋 須賀川市 http://www.koyoinc.co.jp/
154 税理士法人サンハーツ 須賀川市 http://www.sun-hearts.com
155 株式会社いわせ食品 須賀川市 －
156 株式会社ホテル虎屋 須賀川市 http://www.hoteltoraya.com/
157 株式会社人輝エンジニアリングサービス 須賀川市 hitokihome.co.jp
158 にこにこバラ園株式会社 須賀川市 nicobara.com
159 マイティウェルネスクラブ 須賀川市 https://www.wellnesports.jp
160 平半染工 株式会社 須賀川市 http://hilahan.com
161 株式会社　星総合印刷 須賀川市 https://hoshi-p.co.jp
162 パラマウント硝子工業株式会社 須賀川市 https://www.pgm.co.jp/

163 ニプロファーマ株式会社 鏡石工場 鏡石町 http://www.np.nipro-pharma.co.jp/index.php

164 (有)ジャパン旅行サービス 鏡石町 http://www.shokokai.or.jp/07/0734210123
165 有限会社岡設備工業 鏡石町 －
166 株式会社フォービック 鏡石町 http://fourbik.jp/index.html
167 社会福祉法人 岩瀬福祉会 鏡石町 http://www.sw.iwasefukushi.jp
168 太平洋クラブ白河リゾート 天栄村 http://www.taiheiyoclub.co.jp/course/shirakawa/

169 松崎酒造株式会社 天栄村 http://matsuzakisyuzo.com/
170 鈴木醤油店 天栄村 －
171 株式会社 エンゼル那須白河 天栄村 http://www.ang-f-ns.com/
172 ひのき風呂の宿　分家 天栄村 http://www.yuyado-bunke.com/
173 株式会社 寿々乃井酒造店 天栄村 －
174 アルファ電子株式会社 天栄村 http://www.alpha-d.com

175 塩田工業株式会社 石川町 －
176 東洋シャフト株式会社福島工場 石川町 http://www.toyoshaft.co.jp/ 

177 朝日自動車整備工場 石川町 －
178 有限会社大勝園 石川町 －
179 株式会社石川自動車教習所 石川町 http://www.jidousya-gakkou.co.jp/ 

180 東北ミドリ安全工業株式会社 石川町 https://www.midori-anzen.co.jp/corporate/network.html

181 株式会社富士商行福島営業所 石川町 http://www.fujishoko.net/

182 有限会社井筒屋 石川町 http://www.itsutsuya.co.jp/

183 佐川生コン株式会社 石川町 －

184 株式会社北伸 石川町 －

185 有限会社よしだや 石川町 http://www.yoshidaya-ishikawa.net/contents/about/

186 社会福祉法人石川福祉会 石川町 －

187 有限会社瀧口建設 石川町 －

188 株式会社志賀建設 石川町 －

189 水谷工業株式会社 石川町 http://www.mizutani-kk.co.jp/index.html

190 株式会社八幡屋 石川町 http://www.yahataya.co.jp/index.html

191 有限会社有松工務店 石川町 －

192 株式会社お菓子のさかい 石川町 http://www.sweets-sakai.com

193 フォトアートスタジオよしだ 石川町 －

194 社会福祉法人やまと会 愛恵自立支援センター 石川町 －

195 有限会社　ホテル松多屋 石川町 http://www.matsutaya.co.jp

196 リソル再生エネルギー（株）ゴルフトレーニングフィールドＰｉｅｓ 石川町 http://www.fi-cc.co.jp/

197 社会福祉法人　桜が丘学園 石川町 http://sakuragaokagakuen.com/

198 東京精工株式会社 玉川村 www.tbk-jp.com/company/local.htm 

199 （有）末広　マーヴェラス末広 玉川村 －

200 株式会社ヒラタ技研 平田村 －



№ 企　　　　　　業　　　　　名 市町村 Ｈ　　　　Ｐ　　　　等

家庭教育応援企業一覧（県中域内）

201 有限会社生田目工務店 平田村 －

202 三進金属工業 株式会社　福島工場 平田村 www.sanshinkinzoku.co.jp/ 

203 ミドリ浅川衣料 株式会社 浅川町 －

204 大同化工株式会社 浅川町 http://www.daido-signal.co.jp/company/daido_group_3.html

205 株式会社コムロ 浅川町 www.komuro-ems.co.jp/

206 大同電器株式会社 浅川町 www.daido-signal.co.jp/company/daido_group_1.html 

207 第一精機株式会社 浅川町 www.daiichi-ak.co.jp/ 

208 有限会社東石建築設計事務所 浅川町 －

209 有限会社三国商店 古殿町 －

210 アクレーテク・パワトロシステム 古殿町 http://www.fujitsu.com/jp/ftnf/

211 ジェーピーシー株式会社福島工場 古殿町 http://www.jpc-inc.co.jp

212 すずきソーイング 古殿町 －

213 豊国酒造合資会社 古殿町 http://azuma-toyokuni.com/

214 マルマン醸造株式会社 古殿町 -

215 アクツフーズ株式会社 古殿町 http://www.akutsu-konnyaku.com/

216 おざわふぁ～む株式会社 古殿町 －

217 株式会社宮田商事（NPO馬事振興会） 古殿町 －

218 三和工業株式会社 田村市 http://www.sanwa-kogyo-kk.co.jp/company.html

219 株式会社エクストエンジニア 田村市 http://www.extengineer.co.jp/

220 株式会社グリーンクレスト 田村市 －

221 日東粉化工業株式会社福島工場 田村市 http://www.nittofunka.co.jp/

222 株式会社デンソー福島 田村市 www.denso-fukushima.co.jp/ 

223 株式会社白石モータース 田村市 http://www.shiraishi-motors.com/

224 有限会社玄葉本店 田村市 http://www.sake-koriyama.com/genba.html

225 秀和建設株式会社 田村市 －

226 株式会社 オプトネクサス 田村市 http://www.optonexus.co.jp

227 株式会社 エスポアール 田村市 https://www.espoir-gr.co.jp

228 都路町商工会 田村市 －

229 一般社団法人　Bonds　Creation T 田村市 －

230 一般社団法人　Switch 田村市 http://switch-or.jp

231 株式会社湘南ユニテック 三春町 www.shonan-unitec.co.jp/ 

232 三春工業株式会社 三春町 －

233 （株）久保屋 三春町 －

234 あさかクリーニング店 三春町 －

235 (有) 橋本農機商会 三春町 －

236 三春自動車工業株式会社 三春町 －

237 クリーンガスタムラ株式会社 三春町 －

238 医療法人のざわ内科クリニック 三春町 －

239 和光堂整体院 三春町 https://www.e-wakodo.net/

240 株式会社互省製作所三春工場・さくら工場 三春町 http://www.gosho-jp.com/

241 株式会社ＭＡＲＵＷＡ ＱＵＡＲＴＺ 三春町 http://www.maruwa-g.com/index.html

242 大島工業株式会社 三春町 http://www.ohshima-m.co.jp/index.html

243 株式会社はしもと住宅店 三春町 http://hashijyu.com

244 有限会社宗像清商店 三春町 http://munakiyo.com/

245 有限会社三洋自動車整備工場 三春町 －

246 鈴木石材有限会社 三春町 http://marusawa.net/

247 伊藤精肉店 三春町 －

248 株式会社三春集報社 三春町 －

249 株式会社菊川屋 三春町 http://www.kikukawaya.com



№ 企　　　　　　業　　　　　名 市町村 Ｈ　　　　Ｐ　　　　等

家庭教育応援企業一覧（県中域内）

250 若松屋旅館 三春町 http://www.naf.co.jp/wakamatsuya/

251 （株）榎本組 三春町 －

252 国分屋 三春町 －

253 有限会社栁沼設備 三春町 －

254 有限会社吉田板金工業所 三春町 －

255 三春町立三春病院 三春町 http://hoshipital.jp/main12.htm

256 株式会社オリーブコーポレーション 小野町 －

257 アルパインマニュファクチャリング株式会社小野町工場 小野町 http://www.alpine-manufacturing.jp/


