
（あ）   会津乗合自動車株式会社喜多方営業所

  阿部クリーニング商会

  有限会社青山ホーム

  会津信用金庫喜多方支店

  会津商工信用組合喜多方支店

  荒川産業株式会社

  有限会社旭モーター

  穴澤建設株式会社

  有限会社朝日屋食品

  会津乗合自動車株式会社野沢営業所

  会津通商株式会社

  合資会社会津錦

  荒井建設株式会社

  荒海機械株式会社会津工場

  会津信用金庫西会津支店

  秋元工業株式会社

  株式会社アズール

  有限会社安倍製作所

  有限会社阿賀野測量工業社

  会津信用金庫喜多方東支店

  穴澤興産株式会社

  株式会社会津技研

  有限会社赤城製作所

  会津よつば農業協同組合

  会津クリーン株式会社

  株式会社アクシス

　会津地域産業保健センター

  会津商工信用組合塩川支店

  会津商工信用組合西会津支店

  株式会社葵技工

  株式会社青葉測量設計

  会津北部森林組合

  有限会社会津菅原

  会津日本無機株式会社

（い）   株式会社五十嵐製麺

  株式会社岩田商店

  医療法人社団日新会入澤病院

一般社団法人　喜多方労働基準協会　会員名簿 

事　   業　   場　   名



事　   業　   場　   名

  有限会社石川塗装店

  有限会社五十嵐電気工事店

  医療法人昨雲会飯塚病院

  有限会社五十嵐モーター

  有限会社五十嵐印刷

  有限会社五十嵐アルミ建装

  株式会社飯豊建設

  株式会社伊藤金四郎商店

  伊藤鉄工建設有限会社

  飯田電子設計株式会社福島工場

　五十嵐法面

　有限会社いがらし会館

　伊関新建築

  イトウダクト

  有限会社田舎のシェフの味工房・喜一

  岩田外装

（う）   株式会社裏磐梯高原ホテル

　瓜生工業

　植田精工有限会社

（え）   江川建具製作所

  有限会社永善

  遠藤建築店

  エステー工業株式会社

  株式会社海老名建設

　有限会社江川建設重機

  遠藤工業有限会社

  ＳＳＫセールス株式会社喜多方工場

  Ｈ・Ｙファクトリー

  株式会社エクセディ福島

  株式会社エレバム東北支社

（お） 　小野瀬工業株式会社

  小原酒造株式会社

  株式会社小沢鉄工所

  有限会社大実水道設備工業

  株式会社オグラ総建

  大竹金属有限会社

  大岩建設工業株式会社

  株式会社オクガワ

  おぐら建築



事　   業　   場　   名

  有限会社大久保工業

  大広産業機械株式会社福島工場

  株式会社岡野エレクトロニクス

  有限会社オンリーワン

  株式会社大塚工業

（か）   樫内建設工業株式会社

  有限会社加勢製材所

  柏平繊維工業株式会社

  カーシーカシマ株式会社喜多方工場

  川崎自動車工業株式会社福島工場

  金田建設有限会社

  株式会社カナメ喜多方支店

  株式会社カナメ喜多方工場

  有限会社菅野運送店

  株式会社唐橋

  有限会社加藤建築設備

  有限会社栢場組

  株式会社環境建設

  加藤電機

　株式会社河京

  冠木フェンス工事

（き）   株式会社共和運送

  喜多方交通株式会社

  喜多方市役所

  喜多方ブル自工株式会社

  合資会社喜多の華酒造場

  有限会社岸波塗装店

  喜多方軽金属株式会社

  喜多方貨物砕石工業株式会社

  株式会社キングライト東日本会津工場

  北塩原村商工会

  喜多方配送有限会社

  清本造園有限会社

  喜多方市ふるさと振興株式会社 

  休暇村裏磐梯

　共和ハーモテック株式会社福島工場

  株式会社菊地鉄工所

　株式会社きたでん

　きたかた商工会



事　   業　   場　   名

　有限会社喜多方麺茶家

　有限会社京野内装

　有限会社共和電機製作所

　有限会社菊地工務店

（く）   黒澤桐材店

  有限会社栗村石材

  株式会社Ｃｒｅａｔｉｏｎ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ

（け）   建設業労働災害防止協会福島県支部喜多方分会

  有限会社ケーユー産業

  ケミコン福島株式会社喜多方工場

（こ）   株式会社庚塚工務所

  有限会社小荒井製作所

  有限会社五条方建築

  株式会社小滝建設

  有限会社金剛の手

  有限会社コバヤシ

　有限会社小池精工

  有限会社児島建設工業

　小林建築

　後藤試錐

（さ）   株式会社相模

  佐藤自動車工業有限会社

  有限会社佐藤石材店

  有限会社佐藤鐵工所

  参恵工業株式会社

  株式会社サトーソーイング

  三神精工株式会社喜多方工場

　有限会社斎藤石材

  医療法人佐原病院

  斎藤法建工業有限会社

  有限会社サカイ物産

  株式会社サンエス

　佐藤合成

  株式会社サロンジェ塩川工場

  相良板金

  株式会社齋藤建築

（し）   昭和電工株式会社喜多方事業所

  株式会社島崎組

  有限会社白井製材所



事　   業　   場　   名

  昭和ボデー有限会社

  新会津開発株式会社

  ＪＵＫＩ会津株式会社

  有限会社昭和衛生

  塩川タクシー株式会社

  新和コンクリート工業株式会社会津工場

  有限会社新栄鉄工

  株式会社新光

　ｃｉｖｉｌ工業

（す）   有限会社鈴木組

  鈴木建設株式会社

  株式会社鈴木総業

  有限会社スズケン

  有限会社諏訪工業

（せ）   生活協同組合コープあいづ

  有限会社セキヤ製作所

（そ）   有限会社総合アイヅホーム

  有限会社曽我製麺

  株式会社総合カッター工業

（た）   有限会社高田板金

  株式会社大東銀行喜多方支店

  大同精機株式会社

  株式会社高橋建設

  有限会社田場川建設

  株式会社高橋電工

  株式会社高橋重機

  大建工業有限会社

  髙橋金属有限会社

  株式会社ダイゴ

  医療法人社団福寿会武田医院

  大衆割烹みよし

  株式会社大和電通

  第一総合ホールディングス株式会社

  有限会社耐伸建設

（ち）   株式会社茶木エンジニアリング

（つ）   有限会社塚原ホーム

  椿建設

（て）   社会福祉法人天心会

  デーエム工業株式会社



事　   業　   場　   名

  株式会社 ＴＩＡ

  有限会社テクノハウス

（と）   特殊精機株式会社

  東北電力株式会社喜多方営業所

  株式会社東邦銀行喜多方支店

  有限会社富山建築工業所

  トヨタカローラ福島株式会社喜多方店

  有限会社外島工務所

  株式会社戸田商店

  有限会社東豊精機喜多方工場

  株式会社トータルアイヅ

  株式会社トセジマガーメント

  株式会社外島ボーリング

（な）   合資会社中川工務所

  中村工務所

  長島金物店

  有限会社中山工務店喜多方支店

  医療法人爽陽会鳴瀬病院

  有限会社長島住設工業

  株式会社和美

  株式会社中條建設

  有限会社中野商店

（に）   西会津町森林組合

  西会津町商工会

  有限会社西会津道路

  ニューロング工業株式会社喜多方工場

（の）   野沢民芸品製作企業組合

  株式会社野沢商事

  有限会社野邊工務所

（は）   羽入縫製株式会社

  八七一タクシー有限会社

  有限会社ハニュウ金型製作所

  株式会社長谷川建材

  有限会社原キコー

　パナソニックエコソリューションズアモルトン株式会社

（ひ）   日吉工業株式会社

  東日本旅客鉄道株式会社

  檜原漁業協同組合

  特定非営利活動法人 民営通所介護ひなたぼっこ



事　   業　   場　   名

  樋口建材

（ふ）   株式会社福島銀行喜多方支店

  福島トヨペット株式会社喜多方店

  船橋桐材工場

  フォーク株式会社福島工場

  有限会社福島造園 

  有限会社フジモールド

  藤田建築

  福澤工業

（へ）   株式会社ヘイワモールド

  株式会社ベスト

（ほ）   星醸造株式会社

  ほまれ酒造株式会社

  株式会社北越タンバックル生産部喜多方工場

  本田金属技術株式会社喜多方工場

  有限会社星板金工業

  星電気工事株式会社

　株式会社北部技建

　(公社)ボイラ･クレーン安全協会福島事務所

（ま）   松永商会

  マツモトプレシジョン株式会社

  丸佐運送有限会社

  丸石商事有限会社

  株式会社丸正

  丸栄自動車工業株式会社

  丸見食堂

（み）   有限会社宮沢商店

  有限会社峰の雪酒造場

  峰岸鉄工建設株式会社

  三井金属鉱業㈱パーライト事業部喜多方工場

  末来ハウジング

  有限会社ミヤビ通信工業

  ミスミ商会有限会社

（む）   有限会社村岡設備

  有限会社ムゲン

  株式会社ムトウ電設

  株式会社ムラサワ電気通信

  株式会社村田組

（め）   株式会社メカテック



事　   業　   場　   名

（や）   合資会社大和川酒造店

  ヤマインデックス株式会社

  株式会社山中測量設計事務所

  株式会社大和製作所

  有限会社山一

　有限会社ヤマコウ商事　ケアサポート優友

  株式会社ヤマコ

  有限会社大和川ファーム

（ゆ）   夢心酒造株式会社

  有限会社弓田電気

（よ）   有限会社米山材木店

  合資会社吉の川酒造店

  吉川鉄工所

  有限会社吉川工務所

  株式会社義建工業

（り）   陸上貨物運送事業労働災害防止協会福島県支部会津分会

（わ）   有限会社渡辺電設

  有限会社渡部住建

  有限会社渡部建築

  有限会社渡部組興業


