
No 正式名称 掲載順番
1 ㈱アサカ理研 製造業
2 アサヒビール㈱東北統括本部　福島支社 製造業
3 阿部製粉㈱ 製造業
4 石井電算印刷㈱ 製造業
5 石橋印刷㈱ 製造業
6 ㈱薄井印刷 製造業
7 ㈱エヌケー製作所 製造業
8 大塚製薬㈱郡山出張所 製造業
9 ㈱柏屋 製造業
10 ㈱かんの屋 製造業
11 郡山冷蔵製氷㈱ 製造業
12 サクタ工業㈱ 製造業
13 笹の川酒造㈱ 製造業
14 サッポロビール㈱　南東北支社 製造業
15 ㈱三万石 製造業
16 ㈱東北村田製作所　郡山事業所 製造業
17 ㈱東洋特殊印刷 製造業
18 ㈱富多屋生麺 製造業
19 ㈲仁井田本家 製造業
20 日東紡績㈱富久山事業センター 製造業
21 日本全薬工業㈱ 製造業
22 ㈱ノザキ　郡山工場 製造業
23 ㈱福島工業所 製造業
24 福島パルス㈱ 製造業
25 ㈱福豆屋 製造業
26 ㈱宝栄マーク 製造業
27 ㈱宝来屋本店 製造業
28 ホーコス福島㈱ 製造業
29 保土谷化学工業㈱郡山工場 製造業
30 ㈱ヤギヌマ印刷 製造業
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31 ㈱ヨシダコーポレーション 製造業
32 ㈱リゾーム 製造業
33 ㈱石井工務店 建設業
34 ㈱エディソン 建設業
35 援護化学㈱ 建設業
36 王子建設㈱ 建設業
37 大槻電気通信㈱ 建設業
38 ㈱オオバ工務店 建設業
39 隂山建設㈱ 建設業
40 金田建設㈱ 建設業
41 光建工業㈱ 建設業
42 三友電設㈱ 建設業
43 清水建設㈱東北支店福島営業所 建設業
44 ㈱清水工業 建設業
45 昭和建設工業㈱ 建設業
46 大成建設㈱東北支店福島営業所 建設業
47 高柳電設工業㈱ 建設業
48 ㈱内藤工業所 建設業
49 ㈱白鳳社 建設業
50 ㈱原商店 建設業
51 東日本ダイワ㈱ 建設業
52 ㈱人輝 建設業
53 福菱冷熱㈱ 建設業
54 ㈲北心設備 建設業
55 ㈱宗像石工事 建設業
56 矢田工業㈱ 建設業
57 ㈱ワタザイ 建設業
58 ㈱渡清 建設業
59 ㈱アイワコーポ 卸売業
60 ㈱青木工機 卸売業
61 ㈱有明 卸売業
62 飯島米穀㈱ 卸売業
63 ㈱岡部 卸売業
64 ㈱蔵場 卸売業
65 ㈱郡山水産 卸売業



66 ㈱郡山大新青果 卸売業
67 作田電機㈱ 卸売業
68 三英堂事務機㈱ 卸売業
69 三和事務機販売㈱ 卸売業
70 ㈱鈴弥洋行 卸売業
71 東北アルフレッサ㈱ 卸売業
72 ㈱東北むらせ 卸売業
73 トーアン㈱ 卸売業
74 富久㈱ 卸売業
75 日商テクノ㈱ 卸売業
76 ㈱ニノテック 卸売業
77 福島建機㈱ 卸売業
78 福島県南酒販㈱ 卸売業
79 福島電工㈱ 卸売業
80 ㈲水野教材社 卸売業
81 みのり工房㈱遠藤海苔店 卸売業
82 森㈱ 卸売業
83 ㈱ユニフォームネット 卸売業
84 ㈱うすい百貨店 小売業
85 ㈲大方薬品 小売業
86 カーロミオジャージャ 小売業
87 ㈱コスモファーマ 小売業
88 佐藤燃料㈱ 小売業
89 ㈱郡山眼鏡院 小売業
90 ㈱静岡屋茶舖 小売業
91 ㈱十字屋 小売業
92 ㈱商工給食 小売業
93 仙台ターミナルビル㈱エスパル郡山店 小売業
94 ㈲高橋金物店 小売業
95 トヨタカローラ福島㈱ 小売業
96 ナースバンク㈱ 小売業
97 ㈱日正 小売業
98 根本石油㈱ 小売業
99 ㈱花ふじ 小売業
100 平川商事㈲ 小売業



101 ㈱富久栄商会 小売業
102 福島トヨタ自動車㈱郡山営業本部 小売業
103 福島トヨペット㈱ 小売業
104 ㈲フタバ装飾 小売業
105 ㈱舟橋商店 小売業
106 ㈲マダムタカコカンパニー 小売業
107 ㈱三ツ輪 小売業
108 山口薬品㈱ 小売業
109 ㈱ヨークベニマル 小売業
110 ㈱ライフフーズ 小売業
111 ㈱秋田銀行郡山支店 金融・保険業
112 アクサ生命保険㈱郡山支社 金融・保険業
113 カーソリューションズ福島㈱ 金融・保険業
114 郡山信用金庫 金融・保険業
115 ㈱ジャパンライフプランナーズ 金融・保険業
116 ㈱常陽銀行郡山支店 金融・保険業
117 須賀川信用金庫郡山支店 金融・保険業
118 ㈱大東銀行 金融・保険業
119 ㈲タックコーポレーション 金融・保険業
120 東京海上日動火災保険㈱福島支店 金融・保険業
121 ㈱東邦銀行　郡山営業部 金融・保険業
122 日本政策金融公庫郡山支店国民生活事業 金融・保険業
123 野村證券㈱郡山支店 金融・保険業
124 ㈱福島銀行郡山営業部 金融・保険業
125 福島県商工信用組合 金融・保険業
126 福島信用販売㈱ 金融・保険業
127 ㈱山形銀行郡山支店 金融・保険業
128 ㈱ＮＫドットコム 運輸・電気・ガス業
129 クラブ自動車㈱ 運輸・電気・ガス業
130 郡山運送㈱ 運輸・電気・ガス業
131 郡山観光交通㈱ 運輸・電気・ガス業
132 郡山トラック運送㈱ 運輸・電気・ガス業
133 ㈱桜交通 運輸・電気・ガス業
134 ㈲ゼスト 運輸・電気・ガス業
135 東北電力㈱郡山電力センター 運輸・電気・ガス業



136 福島観光自動車㈱ 運輸・電気・ガス業
137 福島交通㈱郡山支社 運輸・電気・ガス業
138 フタセ交通㈱ 運輸・電気・ガス業
139 ㈱アーバンライフ サービス業
140 ㈱アール・ケー・ビー サービス業
141 ㈱アイ・エム・ディ サービス業
142 ㈲アイデア図鑑 サービス業
143 ㈲アイディアルグループ サービス業
144 ㈱あおき郡山本部 サービス業
145 (宗)安積国造神社 サービス業
146 ㈱アプレックス サービス業
147 ㈱アルス･プログレス サービス業
148 ＡＬＳＯＫ福島㈱ サービス業
149 アルファクラブ㈱ サービス業
150 ㈲Ｗindship サービス業
151 ㈲ヴォイス・プロ サービス業
152 ㈲Ｈ・Ｃ・Ｃ サービス業
153 ㈱エクシードコネクト郡山支社 サービス業
154 エクセルツリー㈱ サービス業
155 ㈱エヌジェイアイ サービス業
156 ㈱大関警備 サービス業
157 ㈱大槻会計事務所 サービス業
158 おおや法律事務所 サービス業
159 おそうじ令和　あさかや サービス業
160 ㈱菅家経営センター サービス業
161 ㈱岸田会計事務所 サービス業
162 木村卓美税理士事務所 サービス業
163 (協)郡山労務経営サービスセンター サービス業
164 ㈱協和エムザー サービス業
165 ㈱近畿日本ツーリスト東北郡山支店 サービス業
166 クリーニング　トーヨー サービス業
167 ㈱クリエイティブダイワ サービス業
168 ㈱郡司総合会計事務所 サービス業
169 ㈱建設相互測地社 サービス業
170 コーユー㈱ サービス業



171 ㈱郡山ゴルフ倶楽部 サービス業
172 郡山酒造(協) サービス業
173 郡山食品工業団地(協) サービス業
174 郡山地区ハイヤータクシー(協) サービス業
175 郡山トラックセンター事業(協) サービス業
176 ㈲郡山ベビー サービス業
177 税理士法人　さくら会計 サービス業
178 ㈱ＪＴＢ福島支店 サービス業
179 事業協同組合　福島県中小企業家同友会　 サービス業
180 鈴木聡税理士事務所　 サービス業
181 税理士法人　堀江会計事務所 サービス業
182 税理士法人　三部会計事務所 サービス業
183 ㈱第一測地補償 サービス業
184 ㈱タキタ自工 サービス業
185 ㈲たすく サービス業
186 ㈱デザインライフ サービス業
187 ㈱電通東日本福島営業所 サービス業
188 ㈲デンヤ･クリエイティブ･ワークス サービス業
189 ㈱東北博報堂福島支社　郡山ｵﾌｨｽ サービス業
190 ㈱東北装美 サービス業
191 東北テント㈱ サービス業
192 東洋広告㈱ サービス業
193 ㈱波デザイン サービス業
194 ㈲NALコーポレーション サービス業
195 ㈱日本マネジメント協会 サービス業
196 ㈱橋本経営センター サービス業
197 ㈱福島クリエーティブ サービス業
198 福島県中央メンテナンス(協) サービス業
199 福島県中部経営者協会 サービス業
200 ㈱福島人材派遣センター サービス業
201 ㈱増子会計センター サービス業
202 松屋クリーニング サービス業
203 ㈱み・らいとコンサルティング サービス業
204 水野特許商標事務所 サービス業
205 満井司法書士事務所 サービス業



206 ㈲ミナト理容店 サービス業
207 南東北総合卸センター(協) サービス業
208 みよた社会保険労務士法人 サービス業
209 陸奥テックコンサルタント㈱ サービス業
210 ㈱矢吹観光 サービス業
211 矢部豊税理士事務所 サービス業
212 ㈱ライト・エージェンシー サービス業
213 links agency㈱ サービス業
214 ㈱ル･プロジェ サービス業
215 ㈱レントオール福島 サービス業
216 ㈱ローズ・ビルサービス サービス業
217 ａ．ｒｕ．ｋｕ出版㈱ 情報通信業
218 イリスシステム㈲ 情報通信業
219 岩通東北㈱ 情報通信業
220 エヌケー・テック㈱ 情報通信業
221 ＮＴＴ東日本　郡山営業支店 情報通信業
222 ㈱エフエム福島 情報通信業
223 ㈱エフコム 情報通信業
224 エリア・マークス㈱ 情報通信業
225 ㈱ガイドポスト 情報通信業
226 ㈱財界２１郡山支社 情報通信業
227 ㈱テレビユー福島　郡山総支社 情報通信業
228 ㈱東邦出版（政経東北） 情報通信業
229 福島コンピューターシステム㈱ 情報通信業
230 ㈱福島情報処理センター 情報通信業
231 ㈱福島中央テレビ 情報通信業
232 福島テレビ㈱郡山総支社 情報通信業
233 ㈱福島放送 情報通信業
234 ㈱福島民報社郡山本社 情報通信業
235 福島民友新聞㈱郡山総支社 情報通信業
236 ㈱福島リビング新聞社 情報通信業
237 プリマックス㈱ 情報通信業
238 ㈱Plainnovation 情報通信業
239 ㈱ラジオ福島郡山総支社 情報通信業
240 ㈲阿部信用宅建 不動産業



241 ㈱アラジンホールディングス 不動産業
242 ㈱伊東商事 不動産業
243 ㈱)岩山幸太郎商店 不動産業
244 エリート㈱ 不動産業
245 ㈲開成土地建物 不動産業
246 ㈱クボタハウス 不動産業
247 郡山駅西口再開発㈱ 不動産業
248 ㈱郡山第一ビル 不動産業
249 西武エステートシステム㈱ 不動産業
250 ㈲総合宅建情報社 不動産業
251 TOHOピクス㈱ 不動産業
252 橋本地所㈱ 不動産業
253 福内(名) 不動産業
254 (公社)福島県宅地建物取引業協会郡山支部 不動産業
255 ㈱)ヤマカ不動産 不動産業
256 和光地所㈱ 不動産業
257 ㈱和同商事 不動産業
258 ㈱栄楽館 飲食・宿泊業
259 お料理　角さん　㈱はんなり 飲食・宿泊業
260 ㈲京香 飲食・宿泊業
261 郡山ビューホテル㈱ 飲食・宿泊業
262 ㈲三松会館 飲食・宿泊業
263 す吾六　㈲サワカミ 飲食・宿泊業
264 ダイワロイネットホテル　郡山駅前 飲食・宿泊業
265 中国名菜姑娘飯店　㈲上村食堂 飲食・宿泊業
266 ハマツ観光㈱ 飲食・宿泊業
267 ㈱ホテルプリシード郡山 飲食・宿泊業
268 ㈱マツカワヤ　郡山ワシントンホテル 飲食・宿泊業
269 ㈱アルコップ 医療・福祉業
270 (医)明信会　今泉眼科病院 医療・福祉業
271 一般財団法人　太田綜合病院 医療・福祉業
272 ㈱かるみあ 医療・福祉業
273 (医)あさかホスピタル 医療・福祉業
274 (福)清樹会 医療・福祉業
275 ㈲ナガミ　慈愛のさと寿光庵 医療・福祉業



276 (一財)脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 医療・福祉業
277 （公財)星総合病院 医療・福祉業
278 (公財)湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 医療・福祉業
279 (学)郡山開成学園 教育・学習支援・その他

280 (公財)郡山コンベンションビューロー 教育・学習支援・その他

281 (一社)郡山市観光協会 教育・学習支援・その他

282 ㈱郡山自動車学校 教育・学習支援・その他

283 (公財)郡山地域テクノポリス推進機構 教育・学習支援・その他

284 (公社)郡山法人会 教育・学習支援・その他

285 (学)国際総合学園　ＦＳＧカレッジリーグ 教育・学習支援・その他

286 独立行政法人産業技術総合研究所　福島再生可能エネルギー研究所 教育・学習支援・その他

287 西部自動車㈱ 教育・学習支援・その他

288 (一財)ふくしま医療機器産業推進機構 教育・学習支援・その他

289 (公財)福島県産業振興センター産業交流館 教育・学習支援・その他

290 福島県青年海外協力隊を支援する会 教育・学習支援・その他

291 福島県日韓親善協会 教育・学習支援・その他

292 ㈲降矢農園 教育・学習支援・その他

293 ベスト学院㈱ 教育・学習支援・その他
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