
ふくしま大卒等就職ガイダンス（３月８日（火）開催）

ブース
No.

若者応援
宣言企業

事　業　所　名 業　　　種 事　業　内　容

1 ☆ （有）花雅 農業・林業 花壇苗、野菜苗、切花等の生産及び卸売

2 ☆ （有）ウッド福生 農業・林業 立木の伐採、搬出及び造林作業

3 ☆ クレハ錦建設（株） 建設業 建築物の設計・施工管理請負

4 ☆ 日化エンジニアリング（株） 建設業 化学プラントの建設、施工、メンテナンス

5 ☆ 菅野建設工業（株） 建設業 土木・建築工事

6 ☆ 三金興業（株） 建設業 建築、土木、不動産

7 全国農業協同組合連合会福島県本部 農業・林業
農畜産物の販売及び生産資材・生活関連資材
の購買

8 東日本ダイワ（株） 建設業
建築設計及び施工、土地利用開発の総合コン
サルティング

9 （株）石井工務店 建設業 住宅設計、施工、商品開発

10 常磐開発（株） 建設業
土木、建築、造園緑化、測定分析、ビル設備管
理等

11 庄建技術（株） 建設業 地質調査及び建設コンサルタント業

12 ☆ セコムエンジニアリング（株） 建設業
空調、給排水衛生、電気等の建築設備の新築や増設、リ
ニューアル工事の提案・設計・施工及びメンテナンス

13 ☆ （株）郡山塗装 建設業
塗装工事を中核に建物のリニューアルに特化
した総合仕上事業

14 ☆ （株）ジェット 建設業 建築設備のメンテナンス・リフォーム・工事等

15 ☆ （株）松浦建工所 建設業 設計業務、民間、公共工事（建設）

16 ☆ コバックス（株） 建設業 建築及び住宅設備工事の管理業務及び施工

17 ☆ 矢田工業（株） 建設業
橋梁、水門、水管橋等鋼構造物の調査、設
計、制作、現場施工

18 堀江工業（株） 建設業 総合建設業

19 （株）内藤工業所 建設業 空調衛生設備工事、ダクト工事、現場管理

20 大槻電設工業（株） 建設業 電気工事業

21 高柳電設工業（株） 建設業 電気設備工事業

22 （株）オオバ工務店 建設業 総合建設業

23 ☆ 田中建設（株） 建設業
公共工事を中心として土木・建築・舗装工事の
施工

24 ☆ （株）東北鈴木 建設業 送電工事、通信工事、土木工事

25 ☆ 深谷建設（株） 建設業 総合建設業

26 ☆ 関場建設（株） 建設業 土木工事業　建築工事業

27 ☆ （株）三栄精機製作所 製造業
エアモータ・エアホイスト他エア機器の設計・製
造・販売

28 田村建材（株） 建設業 建築、土木資材の販売と現場施工管理

29 アイワビルド（株） 建設業 建設業、不動産業

30 （株）クレハエンジニアリング 建設業 プラント建設・補修工事の施工管理

31 トキワ印刷（株） 製造業 印刷業及び古紙発泡製造業

32 （株）北日本金型工業 製造業 プラスチック金型及び製品・製造

33 ☆ 北部通信工業（株） 製造業
電子機器等の製造、開発、太陽光発電施工販
売

34 ☆ 永大小名浜（株） 製造業 住宅建材、資材の製造（木質系）

35 ☆ （株）エイクラ通信 製造業
各種電線加工、各種情報機器設計・製造・販
売

36 ☆ 笠原工業（株） 製造業 発泡スチロール製造、総合建設業

ブース番号順　参加事業所一覧表
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37 ☆ （株）北斗型枠製作所 製造業 鋼製型枠製造メーカー

38 （株）三万石 製造業
和・洋菓子の製造・販売、パン、イタリアンレス
トラン

39 （株）ライフフーズ 製造業 SM内での惣菜の製造及び販売

40 （株）日ピス福島製造所 製造業
鋳造・焼結の素形材から加工までの一貫製造
工場

41 （株）ＣＫＦ 製造業
自動車用什器・機器製造（スピードメーター、セ
ンサーなど）

42
クラリオンマニュファクチャリングアンド
サービス（株）

製造業
車載用音響、映像機器の製造及びアフター
サービス

43 ☆ （株）大和三光製作所 製造業 工業用乾燥機、焼却炉製造

44 ☆ 伊達物産（株） 製造業 銘柄鳥「伊達鶏」を中心とした鶏肉の製造加工

45 ☆ （株）東京理化工業所 製造業 アルミダイカスト及び機械加工

46 ☆ 藤寿産業（株） 製造業
木材加工業（集成材製造）、大型木造建築の
設計、工事

47 ☆ （株）エービー白河工場 製造業 射出金型制作、製品設計

48 ☆ 福島エーアンドエーブロイラー（株） 製造業 食鶏を処理・解体し、加工梱包し、出荷

49 （株）アサカ理研 製造業 環境リサイクルビジネス（非鉄金属）

50 （株）菅野漬物食品 製造業 漬物の製造販売

51
会津富士通セミコンダクター
マニュファクチャリング（株）

製造業 ウェハーファウンドリサービス事業

52 （株）国見メディアデバイス 製造業 ＳＤカード、通信関連部品、半導体観戦製品

53 冨士ダイス（株） 製造業 超硬耐摩耗工具製造販売

54 ☆ （株）フジ機工 製造業 機械加工、板金加工、３Dレーザー加工

55 ☆
パナソニックエコソリューションズ
アモルトン（株）

製造業
アモルファスシリコン太陽電池の製造・開発・
販売

56 ☆ （株）ＴＢＫ 製造業
自動車、建設機械用ブレーキ設計、製造、販
売

57 ☆ アサヒ通信（株） 製造業 電子機器部品製造（ワイヤーハーネス）加工

58 ☆ （株）サンライト 製造業 自動車車載用のプラスチック部品加工

59 ☆ アルス（株） 製造業
半導体組立加工・ＳＭＴ回路基組立加工、ウェ
ハーテスト

60 会津オリンパス（株） 製造業 医療用内視鏡及び周辺機器の開発・製造

61 （株）サンブライト 製造業 精密部品製造業

62 富士通アイソテック（株） 製造業
パソコン、サーバーの製造、業務用プリンタの
設計・製造・販売

63 福島製鋼（株） 製造業 輸送用機械機器製造

64 三光化成（株） 製造業 工業用精密プラスチック部品の製造・販売

65 ☆ （株）マコト精機 製造業
冷間ロール形成機の製造・販売、機属加工機
械の製造及び販売

66 ☆ （株）保志 製造業 仏壇、仏具、その他精密木工品の製造、販売

67 ☆ 竹内精工（株） 製造業 精密機械部品の製造・販売

68 ☆ アサヒ電子（株） 製造業 電子機器の開発、設計

69 ☆ （株）小林 電気・ガス・熱供給・水道業
LPガスの供給に関する契約、保安活動、太陽
光発電、リフォーム、省エネ等の提案等

70 ☆ （株）東日本計算センター 情報通信業 情報処理サービス、ソフトウェア設計・開発

71 （株）住田光学ガラス　田島工場 製造業 光学ガラス・光ファイバー製品製造

72 富士工業（株） 製造業
厨房用電気製品（レンジフード）の開発・製造・
販売・アフターサービス



ふくしま大卒等就職ガイダンス（３月８日（火）開催）

ブース
No.

若者応援
宣言企業

事　業　所　名 業　　　種 事　業　内　容

ブース番号順　参加事業所一覧表

73 三進金属工業（株）福島工場 製造業
金属製品製造業（スチール製ラック等製造販
売）

74 （株）サクラテック 製造業 金属の切削加工、ＦＡ機器等の設計、制作

75 ホーコス（株）郡山事業所 製造業
工作機械、環境改善機器、建築設備機器の製
造

76 ☆ （株）福島情報処理センター 情報通信業
システム・コンサルティング、ソフトウェア開発
等

77 ☆ （株）シンク 情報通信業
ソフトウェア開発、ネットワークソリューション、
研究開発

78 ☆ （株）日本アドシス 情報通信業 ソフトウェア・システム開発

79 ☆ バックス情報システム（株） 情報通信業
お客様のニーズに合わせたＩＣＴソリューション
の開発

80 ☆ （株）システムアート 情報通信業
スマートフォン向けアプリ開発、WEBシステム
開発、ITアウトソーシング

81 ☆ 朝日システム（株） 情報通信業 システム開発、ネットワーク構築

82 ＪＵＫＩ会津（株） 製造業
ロストワックス（ＬＷ）精密鋳造部品、ＭＩＭ（金
属射出成形）部品の製造販売

83 丸栄コンクリート工業（株） 製造業 コンクリート二次製品の設計・製造・販売

84 東洋システム（株） 製造業 充放電評価装置の設計開発・製造・販売

85 会津天宝醸造（株） 製造業 味噌、漬物製造

86 フクシマフーズ（株） 製造業
マルちゃん食品（即席麺・レトルト米飯等）の製
造

87 ☆ 郡山運送（株） 運輸業 道路貨物運送業

88 ☆ 桑折商事倉庫（株） 運輸業 総合物流サービス、国際物流・国内物流

89 ☆ （株）サカイ引越センター 運輸業 引越専門

90 ☆ 郡山観光交通（株） 運輸業 旅客自動車運輸業

91 ☆ （株）ニノテック 卸売・小売業
制御計装通信防災各機器のシステム構築及
び販売

92 ☆ 北日本石油（株） 卸売・小売業
SS事業、陸上・海上用石油製品販売、新エネ
ルギー事業

93 東新工業（株）　いわき工場 製造業
スマートフォン、タブレット端末、電子部品への
貴金属めっき加工

94 NECネットワークプロダクツ（株） 製造業
通信機器及び電子機器並びにそれら部品の
製造、販売、保守

95
（株）ヒューセック
（日本ドライケミカルグループ）

製造業 火災報知の製造・販売

96 高橋電機（株） 製造業 電気機械器具製造並びに修理

97 東北リズム（株） 製造業 精密金型、精密部品、省力機器、製造

98 ☆ （株）エヌ・エス・シー 卸売・小売業 携帯電話ショップスタッフ

99 ☆ （有）会津中央青果 卸売・小売業 青果物仲卸

100 ☆ トヨタエルアンドエフ福島（株） 卸売・小売業
物流システム・フォークリフト等、物流機器の販
売及びメンテナンス

101 ☆ （株）郡山大新青果 卸売・小売業 青果物の仕入販売

102 ☆ 高田産商（株） 卸売・小売業
建築資材の卸売・土木及び鉄骨建築の設計・
施工等

103 日本工営（株） 製造業 電気機械器具製造業

104 （株）アポロガス 電気・ガス・熱供給・水道業 ＬＰガス、灯油の供給・販売等

105 常磐共同火力（株）勿来発電所 電気・ガス・熱供給・水道業 電気の卸供給

106 （株）東日本技術研究所　いわき事業所 情報通信業 ソフトウェア受託開発事業

107 福島コンピューターシステム（株） 情報通信業 ソフトウェアの開発、情報機器の販売

108 （株）クラフト 情報通信業
業務系、制御系ソフトウェアの開発、システム
コンサルティング
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109 ☆ （株）エスビー商会 卸売・小売業
自動車部品卸売・イエローハット運営・自動車
解体

110 ☆ （株）パルネット福島 卸売・小売業
携帯電話をはじめ、KDDI商品の販売、受付、
登録業務、サービス等

111 ☆ 福島トヨペット（株） 卸売・小売業
新車（トヨタ、レクサス、フォルクスワーゲン販
売、保険代理店業）

112 ☆ （株）福島マツダ 卸売・小売業 自動車販売

113 （株）エフコム 情報通信業
システム企画・販売、ＩＤＣサービス、システム
機器販売等

114 （株）アプリネット 情報通信業 ソフトウェア開発

115 （株）エムティーアンドエス 情報通信業
ＷＥＢ.ＮＥＴの業務系アプリケーションソフトの
開発、組込系ソフト開発

116 （株）福島民報社 情報通信業 日刊新聞印刷発行

117 （株）日本デジタル研究所 情報通信業
税務会計処理に特化したシステムの設計、製
造、販売、アフターサービス

118 （株）シンクラン 運輸業 コカ・コーラ製品の配送

119 ☆ 福島部品福島販売（株） 卸売・小売業 自動車部品の販売

120 ☆ 福島スバル自動車（株） 卸売・小売業 自動車販売、整備、損害保険代理店

121 ☆ （株）シンセイ 卸売・小売業 農業資材の輸入卸販売

122 ☆ （株）倉島商店 卸売・小売業 石油製品、建築資材・住宅設備等

123 ☆ グラントマト（株） 卸売・小売業 農業関連商品、生活必需品を扱う

124 新常磐交通（株） 運輸業 乗合バス、貸切バス事業

125 （有）ゼスト 運輸業
輸送業を中心として他分野へチャレンジする事
業所

126 福島交通（株） 運輸業 自動車運送事業、鉄道事業　他

127 （株）日産サティオ福島 卸売・小売業 自動車の販売並び修理他

128 （株）くすりのマルト 卸売・小売業 ドラッグストア事業

129 （株）タカムラ 卸売・小売業
建材卸売、タイル・リフォーム工事、サイン・グ
ラフックス業

130 ☆ （株）蔵場 卸売・小売業 機械工具の販売

131 ☆ サンセイ医機（株） 卸売・小売業 医療機器、診療用材料の販売

132 ☆ （株）釜屋 卸売・小売業
鉄屑・非鉄屑、古紙の収集と再生資源としての
卸売

133 ☆ 福菱コンピュータ販売（株） 卸売・小売業 OA機器販売、携帯電話販売

134 ☆
ホンダカーズいわき中央
（株）小野モータース

卸売・小売業 自動車販売・整備

135 富士ゼロックス福島（株） 卸売・小売業 ＩＴを中心としたソリューション＆サービス事業

136 東亜通商（株） 卸売・小売業 鋼材卸売業、一次加工

137 東日本三菱自動車販売（株） 卸売・小売業 自動車小売業

138 （株）リオン・ドールコーポレーション 卸売・小売業 スーパーマーケットの経営

139 いわき魚類（株） 卸売・小売業 水産物全般の販売

140 （株）清水 卸売・小売業
プリント事業部、スタジオ事業部、ふりそで事業
部、環境事業部

141 ☆ （株）セルラー電話サービス福島 卸売・小売業 ａｕ携帯電話の販売

142 ☆ 生活協同組合コープあいづ 卸売・小売業 店舗事業及び共同購入事業

143 ☆ （株）顕幸 卸売・小売業 乳製品宅配業

144 ☆ ネッツトヨタ郡山（株） 卸売・小売業 自動車販売
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145 ☆ （株）キクチ（フレスコ　キクチ） 卸売・小売業 食品スーパー

146 福島トヨタ自動車（株） 卸売・小売業 トヨタ系自動車の販売及びメンテナンス業務等

147 トヨタ部品福島共販（株） 卸売・小売業 自動車部品の販売

148 （株）平果 卸売・小売業 野菜、果実及びその加工品の卸売

149 （株）京王ズコミュニケーション 卸売・小売業 携帯電話販売代理事業

150 福島県南酒販（株） 卸売・小売業 全酒類、食品の卸売

151 福島中央青果卸売（株） 卸売・小売業 福島市公設地方卸売市場内の青果販売

152 ☆ （株）リンペイ 卸売・小売業 化学製品卸売業

153 ☆ （株）イワキ 卸売・小売業 金物店ホームセンターへの建築資材の卸

154 ☆ 二本松信用金庫 金融・保険業 協同組織金融機関

155 ☆ （株）福島銀行 金融・保険業 普通銀行

156 ☆ （株）大川荘 飲食店・宿泊業 温泉旅館

157 ボーキ佐藤燃料（株） 卸売・小売業 石油製品、ＬＰガス等の販売

158 福島建機（株） 卸売・小売業
ＨＩＴＡＣＨＩ建設機械の販売・修理・レンタルを取
り扱うディーラー

159 （株）小泉 卸売・小売業 住宅設備機器総合商社＆関連事業

160 トヨタカローラ福島（株） 卸売・小売業 自動車の販売、修理、点検等

161 （株）エイティック 卸売・小売業 機械工具卸販売

162 （株）ヨークベニマル 卸売・小売業 生鮮食品を中心としたスーパーマーケット

163 ☆ （株）八幡屋 飲食店・宿泊業 旅館

164 ☆ 郡山ビューホテル（株） 飲食店・宿泊業 宿泊・宴会・婚礼

165 ☆ 会津東山温泉向瀧　（（株）向瀧） 飲食店・宿泊業 旅館業

166 ☆ （株）栄楽館　ホテル華の湯 飲食店・宿泊業 旅館業

167 ☆ 穴原温泉　吉川屋　（（有）吉川屋） 飲食店・宿泊業 宿泊・会議・婚礼・法要等

168 ネッツトヨタノヴェルふくしま（株） 卸売・小売業 自動車販売

169 会津三菱自動車販売（株） 卸売・小売業 新車・中古車販売・修理・保険の販売

170 （株）コメリ 卸売・小売業 ホームセンター事業

171 （株）スズキ自販福島 卸売・小売業 自動車販売

172 第一生命保険（株） 金融・保険業 生命保険業務

173 福島信用金庫 金融・保険業 預金業務、融資業務、為替業務　他

174 ☆ 長治観光（株）ホテルリステル猪苗代 飲食店・宿泊業 ホテル、スキー場、ハーブ園

175 ☆ エターナルブライダル（株） 飲食店・宿泊業 飲食店、カラオケ店、商業ビル運営

176 ☆ （株）東日本学院 教育・学習支援業 小学生から高校生の学習・進路指導

177 ☆ （株）名城塾 教育・学習支援業 小･中・高校生対象の学習塾

178 ☆
（株）創世
福島イングリッシュセンター

教育・学習支援業 英会話学校

178 ☆
（株）創世
聖ハートフルケア福島「十字の園」

医療・福祉 有料老人ホーム

178 ☆ （学）三育学園 教育・学習支援業 幼稚園、保育園
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178 ☆ （社福）創世福祉事業団 医療・福祉 保育園、高齢者サービス全般

179 会津商工信用組合 金融・保険業 金融業（窓口業務、渉外活動等）

180 須賀川信用金庫 金融・保険業 金融・保険業

181 福島県商工信用組合 金融・保険業 協同組織金融機関、一般銀行業務

182 白河信用金庫 金融・保険業 金融業

183 郡山信用金庫 金融・保険業 預金、融資、為替他

184 ＴＯＨＯピクス（株） 不動産業
不動産賃貸、テナントビル運営、石油類販売、
ガソリンスタンド経営など

185 ☆ （社福）湖星会 医療・福祉 第1種・2種社会福祉事業

186 ☆ （医）医和生会 医療・福祉 診療所・各種介護サービス

187 ☆ 医療法人社団　平成会 医療・福祉
介護老人保健施設、デイサービスセンター、グ
ループホーム等の施設運営

188 ☆ 一般財団法人　大原綜合病院 医療・福祉 医療、予防医学、看護専門学校、訪問看護

189 ☆ （社福）北信福祉会 医療・福祉 高齢者・児童福祉施設の運営

190 大東建物管理（株） 不動産業 賃貸アパート・マンションの管理・運営

191 （株）ポラリス 飲食店・宿泊業 フランチャイズを主とした飲食店の運営

192 ハマツ観光（株）　ホテルハマツ 飲食店・宿泊業
宿泊施設。飲食・パーティー・結婚披露宴の提
供

193 （株）幸楽苑ホールディングス 飲食店・宿泊業 らーめん店「幸楽苑」のチェーン店経営

194
グランベルホテルグループ
（株）フレンドステージ

飲食店・宿泊業 リゾートホテルの運営、及びホテル業務全般

195 東鳳マネジメント（株） 飲食店・宿泊業 観光ホテル、ブライダル

196 ☆ （医）松尾会　松尾病院 医療・福祉
地域に不可欠な医療を提供する事業、病院・
通所リハビリテーション・グループホーム

197 ☆ （社福）南東北福祉事業団 医療・福祉 高齢者と障がい児のための総合福祉施設

198 ☆ （社福）心愛会 医療・福祉 高齢福祉、障がい福祉

199 ☆ 一般財団法人　太田綜合病院 医療・福祉
病院、介護老人保健施設、介護サービス事業
所の運営

200 ☆ （社福）福島愛育園 医療・福祉 児童養護施設、保育所

201 （株）富久山自動車教習所 教育・学習支援業 自動車教習所

202 （学）専念寺学園 教育・学習支援業 認定こども園

203 （株）ロンデン 教育・学習支援業 学習塾

204 （学）白梅　認定こども園　こどもの森 教育・学習支援業 乳児・幼児の保育、教育

205 社団医療法人　呉羽会　呉羽総合病院 医療・福祉 病院

206 （株）まるきた 医療・福祉 介護、介護事務

207 ☆ （株）コスモメディカルサポート 医療・福祉 ディサービス、グループホーム等の介護事業

208 ☆
（社福）あいあい福祉会
特別養護老人ホームみず和の郷

医療・福祉 老人ホームでの介護サービス提供

209 ☆ （社福）笑風会 医療・福祉 老人福祉施設、認可保育園の運営

210 ☆ （医）栄心会 医療・福祉 診療所、介護施設の運営

211 ☆ （社福）多宝会 医療・福祉 老人ホーム、デイサービス等

212 （社福）石川福祉会 医療・福祉 特別養護老人ホーム、通所介護等

213 福島医療生活協同組合 医療・福祉 病院、診療所等
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214
コスモファーマグループ
（株）コスモファーマ

医療・福祉 調剤薬局経営、介護事業

215 公益財団法人　星総合病院 医療・福祉 医療業

216 （医）　昨雲会　飯塚病院・有隣病院 医療・福祉
病院・診療所・就労支援B型事業所・グループ
ホーム

217 メディカル・ケア・サービス（株） 医療・福祉
「愛の家グループホーム」等介護施設の運営・
管理

218 ☆ （医）むつき会 医療・福祉 クリニック2か所、介護施設等15ヶ所の運営

219 ☆ （社福）けやきの村 医療・福祉 障害者支援施設、老人デイサービスセンター

220 ☆ （株）あいの里 医療・福祉
認知症高齢者グループホーム、小規模多機能
型居宅介護

221 ☆ （社福）ハートフルなこそ 医療・福祉 高齢者福祉　介護

222 ☆
社会医療法人　秀公会
あづま脳神経外科病院

医療・福祉 病院、クリニック、介護施設

223 （医）伸裕会　渡辺病院 医療・福祉 医療

224 （医）掛田中央内科 医療・福祉 介護・医療事業

225 一般財団法人温知会　会津中央病院 医療・福祉 病院の運営及び医療の提供

226 （社福）啓和会 医療・福祉
高齢福祉事業、障がい福祉事業、児童福祉事
業

227 （医）明智会 医療・福祉 医療、福祉

228 （社福）いわき福音協会 医療・福祉 社会福祉事業

229 ☆ （社福）陽光会 医療・福祉 障害者支援施設、特別養護老人ホーム運営

230 ☆
（社福）篤心会
特別養護老人ホームファミーユ

医療・福祉 介護事業

230 ☆
（社福）篤心会
特別養護老人ホーム孝の郷

医療・福祉 介護事業

231 ☆
（社福）篤心会
特別養護老人ホームエルピス

医療・福祉 介護老人福祉施設の運営

232 ☆
（社福）五彩会
特別養護老人ホームパライソごしき

医療・福祉 特別養護老人ホーム

233 ☆ （株）シンエイ サービス業 仮設足場リース、介護福祉用品販売リース

233 ☆ いわきビジネスサポート事業協同組合 サービス業
経理事務代行、共同購買、共同宣伝、教育・情
報提供、福利厚生事業

234 （社福）郡山福祉会 医療・福祉 介護老人福祉施設

235 （社福）安積愛育園 医療・福祉 障害福祉サービス

236
一般財団法人　脳神経疾患研究所
附属　総合南東北病院

医療・福祉 病院

237 一般財団法人　竹田健康財団 医療・福祉
病院、クリニック、老健施設、看護専門学校の
運営等

238 こころネット（株） サービス業
福島県を中心に冠婚葬祭事業、石材・生花・葬具卸売事業、石塔
販売事業、霊園事業、互助会事業、介護事業を展開

239 （株）郡司総合会計事務所 サービス業 会計・税理士業務

240 ☆ 東洋ワークセキュリティ（株）郡山営業所 サービス業 警備、建物サービス、防犯機器販売

240 ☆
東洋ワークセキュリティ（株）　白河営業
所

サービス業 警備業、ビルメンテナンス業

240 ☆ 東洋ワークセキュリティ（株）会津営業所 サービス業 警備業、ビルメンテナンス業

240
東洋ワークセキュリティ（株）　福島営業
所

サービス業 警備業、ビルメンテナンス業

241 ☆ （株）あおき郡山本部 サービス業 通夜・葬儀の施行、仏具販売

242 ☆ （有）測地測量 サービス業 行政書士、土地家屋調査士、測量、開発設計

243 ☆ （株）エスアンドシー サービス業
飲食店経営、経営・財務コンサルティング、不動産賃貸、Ｉ
Ｔコンサルティング、ＷＥＢ，クラウド活動支援

243 ☆ （株）Ｂ・Ｏ 卸売・小売業 メガネのオンデーズFC加盟店
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244 ☆
常磐興産（株）
スパリゾートハワイアンズ

サービス業
レジャー施設、ホテル等の経営、輸入石灰・石
油等の販売

245 ベストファーム（株） サービス業
司法書士、行政書士、土地家屋調査士等の多
資格者事務所

246 （株）菅家経営センター サービス業
税務・会計・法務・経営に関する専門サービス
事業

247 （株）東日本建設コンサルタント サービス業 建設コンサルタント

248 （株）会津ゼネラルホールディングス サービス業 スポーツクラブジョイフィット

249 （株）東急リゾートサービス サービス業
会員制ホテル東急ハーヴェストクラブ運営、グ
ランデコスノーリゾート運営

250 日本原子力防護システム（株） サービス業 原子力発電所の警備

251 ☆ 税理士法人堀江会計事務所 サービス業 税理士業務補助

252 ☆ （株）つばめマネジメント サービス業 つばめパチンコ店の運営・管理

253 ☆ （株）ふたば サービス業 建設コンサルタント

254 ☆ キョウワプロテック（株） サービス業 総合ビルメンテナンス業

255 福島県土地改良事業団体連合会 サービス業
土地改良法に基づく農業農村整備事業の技術
的指導及び調査・設計

256 （株）テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 サービス業
機械、電気電子、組込制御における研究開発
分野や商品開発分への技術サービス

257 （株）クリエイティブダイワ サービス業 看板デザイン・製作・取付

258 （株）ル・プロジェ サービス業 総合広告会社

259 （株）ＵＮコンピューターテクノロジー サービス業 アミューズメントパーラー運営

260 （株）いわや サービス業 結婚式場

261 ☆ （株）福建コンサルタント サービス業
道路、河川など公共インフラの測量調査、設計
業務

262 ☆
（株）マツキ
（マツキドライビングスクール）

サービス業 自動車学校

263 ☆ シリウスグループ　（株）シリウス サービス業 遊技場、書店、飲食店の運営・管理

264 ☆ （株）シムックス サービス業
警備業、ビルメンテナンス業、人材派遣業、鳥
獣対策事業

265 ☆ （株）シマ商会 サービス業
自動車のリユース、自動車部品のリユースを
行い、循環型社会づくりに貢献

266 郡山市役所 公務 行政事務

267 福島県警察本部 公務 個人の生命、身体及び財産の保護等

268 防衛省自衛隊 公務 特別職国家公務員

269 須賀川市役所 公務 行政

270 福島県庁 公務
福島県の地域振興、生活環境、保健福祉、商
工労働、農林水産などに関する業務

271 厚生労働省　福島労働局 公務 行政


