
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [住所] [HPアドレス]

1 有限会社サーヴ 卸売・小売業 福島県伊達市島原80
2 有限会社デミアン 卸売・小売業 福島県福島市八島田字上台畑12

3 南相馬復興アグリ(株) 農業・林業
福島県南相馬市原町区下太田字
町川内迫310-6

http://www.surikamiteiohtori.com

4 スナンエキスプレス株式会社 運輸業、郵便業
福島県福島市飯坂町平野若狭小
屋14-6

5 有限会社福島ホームサービス
サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市丸子富塚35-2

6 有限会社アドコム 建設業 福島県福島市丸子上川原5-23

7 株式会社エコサポート
サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市丸子字富塚8-10

8 株式会社マルフジ 医療・福祉
福島県福島市南矢野目字鼓原
18-8

9 六陽印刷株式会社 製造業
福島県福島市八島田中千損田8-
1

http://www.rokuyo.co.jp

10
株式会社まるいちフードセン
ター

卸売・小売業
福島県二本松市油井荒井樋口
24-3

11 福島梱包株式会社 運輸業、郵便業
福島県福島市笹木野水口下25-
23

12 有限会社佐藤企画 建設業
福島県福島市笹木野北中谷地
37-13

13
有限会社ビューティショップ
フレンド

卸売・小売業 福島県福島市八島田北古屋1-1

14 有限会社佐々木スチール工業 製造業 福島県福島市笹木野字水口下23

15 吉野輪業商会 卸売・小売業
福島県福島市八島田字北古屋2-
2

16
株式会社東北寝装開発セン
ター

製造業
福島県福島市笹木野字大金谷南
3-1

http://tsc-f.co.jp

17 株式会社東北寝装リビング 卸売・小売業
福島県福島市笹木野字大金谷南
3-1

18 株式会社楽市白川
不動産業、物品
賃貸業

福島県白河市本町2 http://www.rakuichi-shirakawa.co.jp

19
社会保険労務士法人ニア・コ
ンサルティング

サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市御山字田中22-7 http://www.near-consulting.jp/

20
行政書士法人ニア・コンサル
ティング

サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市御山字田中22-7 http://www.near-consulting.jp/

21
特定非営利活動法人いわき自
立生活センター

医療・福祉
福島県いわき市中央台高久2丁
目26-4

http://ciliwaki.wix.com/ciliwaki

22
公益財団法人福島県労働保健
センター

医療・福祉 福島県福島市沖高北貴船1-2 http://www.flhc.or.jp

23 社会福祉法人すこやか福祉会 医療・福祉 福島県福島市沖高中島14-1

24 株式会社アクト 卸売・小売業
福島県福島市南矢野目向原東7-
2

25 信夫設備有限会社 建設業 福島県福島市御山東壁谷沢22-1
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26 栃窪農機株式会社 卸売・小売業 福島県福島市宮代鍋屋敷20-7

27 陽光社印刷株式会社 製造業
福島県福島市南矢野目字萩ノ目
裏1-1

28 六洋電気株式会社 建設業 福島県福島市南矢野目字向原22

29 株式会社エボリューション
生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市吉倉谷地48-1

30 有限会社交友会建設 建設業 福島県福島市荒井北峠原10
31 有限会社佐久間自動車 卸売・小売業 福島県二本松市木幡古生245
32 有限会社福島路ビール 製造業 福島県福島市荒井横塚3-182 http://www.f-beer.com/

33 株式会社スーパーキクタ 卸売・小売業 福島県福島市荒井字庚甲下22
34 有限会社梅津石油 卸売・小売業 福島県福島市荒井北2丁目4-4

35 有限会社福陽コンサルタント
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

福島県福島市荒井下雑木畑5-6

36 有限会社佐藤マシン製作所 製造業 福島県伊達市保原町早稲田22-2

37 学校法人神愛学園神愛幼稚園
教育・学習支援
業

福島県伊達市霊山町掛田辻向6-
1

38 有限会社神谷製作所 製造業
福島県福島市笹木野北中谷地8-
1

39 株式会社山水荘
宿泊業、飲食
サービス業

福島県福島市土湯温泉町字油畑
55

40
有限会社サトーオートサービ
ス

サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市成川五反田2-3

41 株式会社ランプハウス 製造業 福島県福島市上鳥渡蛭川23
42 加藤塗装工業株式会社 建設業 福島県福島市成川字成田口13-7 http://www.kato-toso.com

43 株式会社フクトウ 卸売・小売業
福島県福島市北矢野目小原田西
21-1

44 日栄工業株式会社福島工場 製造業 福島県福島市下鳥渡新町西33-1

45
株式会社コスモ・エンジニア
リング

製造業 福島県福島市下鳥渡新町西3-1

46 キング印刷株式会社 製造業 福島県福島市下鳥渡新町西6-1 http://www.king-p.co.jp

47 郷土料理いろり庵
宿泊業、飲食
サービス業

福島県福島市三河南町21-6

48 福島ボデー株式会社
サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市上鳥渡街道南26-1

49 株式会社福島重車輌
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

福島県福島市瀬上町北中川原5-
1

http://www.fjnet.co.jp

50 株式会社福重
サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市瀬上町北中川原5-
1

http://www.fjnet.co.jp

51 有限会社安部建業 建設業 福島県福島市上鳥渡仲原29

52 有限会社田中ボデー
サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市下鳥渡八幡塚12-1

53 桑折商事倉庫株式会社 運輸業、郵便業 福島県福島市さくら1丁目2-10 http://www.koorisyouji.co.jp

54 株式会社いちい 卸売・小売業 福島県福島市さくら1丁目2-1
55 一新建設株式会社 建設業 福島県福島市下鳥渡石橋西12-3
56 福島カラー印刷株式会社 製造業 福島県福島市さくら3丁目2-7 http://f-color.biz

57 山明商事株式会社
宿泊業、飲食
サービス業

福島県福島市野田町1丁目7-1

58
株式会社ウエディングエル
ティ

生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市野田町1丁目10-41 http://www.wlt.co.jp

59
株式会社エルティフードサー
ビス

製造業 福島県福島市野田町1丁目10-41 http://www.wlt.co.jp

60
株式会社エルティダイニング
アンドデリ

宿泊業、飲食
サービス業

福島県福島市三河南町1-20　コ
ラッセ12Ｆ

http://www.wlt.co.jp/kiichigo

61 有限会社中央工芸 製造業 福島県福島市野田町4丁目6-50

62
公益社団法人福島県浄化槽協
会

サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市野田町1丁目16-35

63 株式会社光陽建設 建設業 福島県福島市野田町4-5-2 http://www.koyo-const.com



64 ファーストクリーニング
生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市野田町八郎内46-4 http://firstcleaning.jp/

65 株式会社大丸工務店 建設業 福島県福島市野田町4丁目3-20

66 日本通商株式会社
不動産業、物品
賃貸業

福島県福島市太田町24-15 http://www.nhts.jp

67 株式会社フクセツ 製造業 福島県福島市八島田字畑添11-9

68 株式会社中川工業所 建設業
福島県福島市野田町字街道北
21-6

69 株式会社佐々木自動車
サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市上野寺西原26-3 http://www.sasaki-cars.com

70 有限会社後藤サッシ工業所 建設業 福島県福島市在庭坂遠原2

71 hair tantra
生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市丸子富塚35-2

72 株式会社船山工業 建設業 福島県福島市上野寺原6-2
73 株式会社渡辺ダクト工業 建設業 福島県福島市在庭坂栃清水32-1
74 株式会社協栄工業 建設業 福島県福島市二子塚字道南6

75 株式会社FAM
生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市野田町2丁目3-18
基愛ﾋﾞﾙ

76 ビッシュヘアー
生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市西中央4-40

77 株式会社ダイオー
宿泊業、飲食
サービス業

福島県福島市下野寺字薬師堂後
4

http://imokurisatarou.com

78 株式会社ヤスタ創建 建設業 福島県福島市上野寺字東17-5

79
有限会社あんぜんなたべもの
や

卸売・小売業 福島県福島市仲間町3-18

80 株式会社グリーンラボ 卸売・小売業 福島県福島市成川久保前11-1 http://www.greenlabo.jp

81
株式会社ゴルフレンジアミー
ゴ

生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市成川宮内1-1

82
株式会社オートステーション
ふくしま

サービス業（他
に分類されない
もの）

福島県福島市吉倉字万田57-1

83 有限会社福南自動車工業 卸売・小売業 福島県福島市成川字久保前10-1 http://www.fukunan.com

84 プラテック株式会社 金融・保険業 福島県福島市蓬莱町3-11-6

85
株式会社福島ゴルフ倶楽部民
報コース

生活関連サービ
ス業・娯楽業

福島県福島市黒岩学壇31 http://www.minpo-course.com

86 株式会社インパルス 医療・福祉 福島県福島市蓬莱町3-11-6
87 有限会社福島レジスター 卸売・小売業 福島県福島市田沢桜台8-16
88 西川サッシ販売株式会社 建設業 福島県福島市黒岩字堂ノ後3-1

89 有限会社エヌケイ商事
学術研究、専
門・技術サービ
ス業

福島県福島市蓬莱町八丁目1-8 http://nk-shoji.co.jp

90
有限会社シギハラ・エンジニ
アリング

建設業
福島県福島市立子山字甚念坊山
9-22

91
株式会社メディカル・ファク
トリー

卸売・小売業 福島県福島市渡利鳥谷下町38-3

92 タカラ印刷株式会社 製造業 福島県福島市渡利絵馬平86-9
93 有限会社きさらぎ 医療・福祉 福島県福島市渡利小舟52-1
94 和合建設工業株式会社 建設業 福島県福島市渡利平内町27-1

95
FAシンカテクノロジー株式会
社

製造業 福島県福島市渡利岩崎町102-7 http://www.fashinka.co.jp

96
株式会社福島プラントサービ
ス

建設業 福島県福島市渡利大沢坂37-35

97 芝精機株式会社 製造業 福島県福島市渡利稲葉13-6
98 山下電器株式会社 卸売・小売業 福島県福島市渡利字中江町1-1


