
　・指定数量の倍数が２００を超える事業所

番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 (株)ＥＮＥＯＳウイング 友久博充 〒962-0052 須賀川市西川字池の上51-95 0248-73-2956

2 大内新興化学工業(株)須賀川工
場

大塚裕昭 〒962-0806 須賀川市下宿前111 0248-73-2171

3 佐藤燃料(株)大黒町須賀川給油
所

三浦良太 〒962-0023 須賀川市大黒町5-11 0248-75-4182

4 (株)ＪＡサービス夢みなみ 横田重雄 〒962-0056 須賀川市大桑原字地山8 0248-63-2528

5 須賀川瓦斯(株) 橋本直子 〒962-0053 須賀川市卸町44 0248-75-2188

6 セキショウカーライフ(株) 馬場達也 〒962-0028 須賀川市茶畑町11 0248-76-7065

7 (有)武田商店 武田和也 〒962-0855 須賀川市守谷舘11-1 0248-75-3386

8 ＴＯＨＯピクス(株)ニュー須賀
川給油所

馬場栄一郎 〒962-0403 須賀川市滑川字中津沢76-2 0248-75-2464

9 パラマウント硝子工業(株)長沼
工場

村上茂一 〒962-0122 須賀川市木之崎字大ヶ久保24-4 0248-68-2591

10 (株)東日本宇佐美東北支店４号
郡山南給油所

宮城宗明 〒962-0403 須賀川市滑川字池田172-2 0248-63-1027

11 福陽ガス(株) 吉田陽一 〒962-0821 須賀川市桜岡7 0248-75-6171

12 アイカ工業(株)福島工場 山口聖史 〒969-0401 鏡石町深内町46-26 0248-62-1281

13 エネクスフリート(株)鏡石店 小笠原武志 〒969-0403 鏡石町久来石824 0248-62-7360

14 東レフィルム加工(株)福島工場 舟山信孝 〒969-0402 鏡石町諏訪町380-8 0248-62-2200

15 根本石油(株)須賀川南ＳＳ 根本一男 〒969-0401 鏡石町蒲之沢町413-1 0248-73-3900

16 (有)岡部商店 岡部弘一 〒963-7808 石川町大字双里字双里136 0247-26-2331

17 ホワイトプロダクト(株)福島工
場

小室健一 〒963-7837 石川町大字中野字滑津93 0247-26-2922

18 (株)会津ゼネラル 目黒　洋 〒963-6312 玉川村大字小高字六斗蒔24-1 0247-37-1001

19 岡部石油 岡部　擴 〒963-8304 古殿町大字松川字大原35 0247-53-2104

須賀川地方消防防災協会　会員名簿
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　・指定数量の倍数が１００を超え、２００以下の事業所

番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 (有)柏村商店 柏村邦夫 〒962-0045 須賀川市保土原字新屋敷7 0248-62-2808

2 (株)三陸物産須賀川ＳＳ 小野寺 光 〒962-0403 須賀川市滑川字西山18-1 0248-75-4213

3 オサダ石油(株) 長田守弘 〒969-0401 鏡石町不時沼5-4 0248-62-7890

4 佐川生コン(株) 佐川保博 〒963-7808 石川町大字双里字神主20-2 0247-26-2411

5 (有)早坂商会 早坂幸雄 〒963-7855 石川町字猫啼93-2 0247-26-2225

6 (有)大和田商店 大和田良雄 〒963-8202 平田村大字上蓬田字下槍櫐8 0247-55-2023

7 (有)降矢商店 降矢長夫 〒963-8112 平田村大字北方字蛇石40 0247-54-2013

8 (有)蓬田自動車整備工場 関根秀樹 〒963-8202 平田村大字上蓬田字大隅26 0247-55-2199

9 白河商事(株) 大塚恭一 〒963-6204 浅川町大字浅川字月斉20-3 0247-36-2173

10 (有)三国商店 芳賀　一 〒963-8304 古殿町大字松川字才竜内102 0247-53-3531

11 (有)矢内商店 矢内博之 〒963-8305 古殿町大字竹貫字竹貫25 0247-53-2006



　・指定数量の倍数が１００以下、又はその他の事業所

番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 相田商店 相田一作 〒962-0838 須賀川市南町357 0248-73-3341

2 アオイテック(株) 今井武志 〒962-0054 須賀川市牛袋町54 0248-76-1141

3 茜精密工業(株) 吉田尚靖 〒962-0711 須賀川市塩田字池渋沢143-42 0248-79-1965

4 (資)味戸商店 味戸誠一郎 〒962-0846 須賀川市加治町5 0248-76-3333

5 (有)あづまタクシー 福田新一 〒962-0727 須賀川市小作田字鍛治分16-3 0248-79-3178

6 (株)安部日鋼工業須賀川工場 篠崎正明 〒962-0001 須賀川市森宿字ウツロ田13-2 0248-63-3861

7 池田商店 池田　博 〒962-0121 須賀川市横田字横屋敷8 0248-68-2321

8 (有)石井油店 石井利行 〒962-0818 須賀川市和田道98-2 0248-73-3482

9 (医)三愛会　池田記念病院 池田史仁 〒962-0001 須賀川市森宿字狐石129-7 0248-75-2165

10 (有)糸井火工 糸井秀一 〒962-0311 須賀川市矢沢字和久21 0248-65-2218

11 (株)イナダ 味戸　健 〒962-0043 須賀川市岩渕字前南145-1 0248-62-5012

12 (有)井上燃料店 井上　斉 〒962-0859 須賀川市塚田24 0248-73-2560

13 (有)岩瀬牧場 伊藤　喬 〒962-0814 須賀川市前田川字草池22 0248-62-6789

14 岩通マニュファクチャリング
(株)

平原一昭 〒962-0814 須賀川市前田川字宮ノ前216-1 0248-75-5111

15 Ａ＆Ｋホンシュウ(株) 串田信行 〒962-0403 須賀川市滑川字中津沢46-1 0248-76-0215

16 エスケー電子工業(株) 齋藤　勉 〒962-0041 須賀川市横山町20 0248-75-5165

17 ＳＵＳ㈱福島事業所 松原浩幸 〒962-0728 須賀川市虹の台21-1 0248-89-1210

18 (有)大越 大越　彰 〒962-0864 須賀川市北上町74-2 0248-76-8151

19 大竹商店(株) 大竹一成 〒962-0404 須賀川市舘ヶ岡字町尻60-1 0248-78-2236

20 (有)岡田商会 岡田邦基 〒962-0001 須賀川市森宿字ヒジリ田9-2 0248-75-6771

21 笠原工業㈱ 笠原賢二 〒962-9502 須賀川市上人坦161 0248-75-3131

22 樫村石油店 樫村　弥 〒962-0727 須賀川市小作田字荒町台58 0248-79-2206

23 (株)釜屋 近藤宏樹 〒962-0001 須賀川市森宿字安積田1-1 0248-75-1100

24 カメイ(株)須賀川営業所 南條浩行 〒962-0801 須賀川市江持字五林平203 0248-72-0351

25 川合運輸(株) 川合幸治 〒962-0053 須賀川市卸町58 0248-76-1567

26 (株)喜久屋商店 皆川達夫 〒962-0021 須賀川市館取町216 0248-75-2138



番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

27 共同ガス(株) 吉田一興 〒962-0053 須賀川市卸町2 0248-75-4114

28 共同企業体　福島県中央アスコ
ン

高橋義光 〒962-0403 須賀川市滑川字西山21 0248-75-0101

29 グランシア須賀川 大内康広 〒962-0843 須賀川市池上町74 0248-75-1166

30 (株)久留米梱包運輸 小林昌樹 〒962-0041 須賀川市横山町34-2 0248-73-3021

31 公立岩瀬病院企業団 宗形  充 〒962-0856 須賀川市北町20 0248-75-3111

32 (有)国分 国分義典 〒962-0302 須賀川市柱田字長井1 0248-65-2210

33 (有)小林燃料店 小林智恵子 〒962-0847 須賀川市諏訪町35 0248-73-3092

34 (有)小林物流 小林直司 〒962-0403 須賀川市滑川字十貫内2-1 0248-73-2256

35 (有)サクマ自動車商会 佐久間正浩 〒962-0858 須賀川市栄町160-6 0248-75-2459

36 三瓶重機建設(株) 三瓶久三 〒962-0006 須賀川市山寺道51 0248-75-3177

37 (医)為進会　寿泉堂松南病院 湯浅大郎 〒962-0403 須賀川市滑川字池田100 0248-73-4181

38 常磐生コン(株) 根本克頼 〒962-0403 須賀川市滑川字関の上11 0248-73-4165

39 ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(株)ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ｶﾝﾊﾟﾆｰ須賀川事業所

鈴木千尋 〒962-0056 須賀川市大桑原字女夫坂1 0248-63-2222

40 (株)末原屋 野村賢太 〒962-0856 須賀川市北町48 0248-73-2686

41 (有)須賀川交通 会田光善 〒962-0836 須賀川市並木町285-6 0248-75-2241

42 須賀川商工会議所 渡邉達雄 〒962-0844 須賀川市東町59-25 0248-76-2124

43 (株)須賀川東部運送 吉田雅弘 〒962-0724 須賀川市田中字念仏坦69 0248-79-2161

44 (有)須賀川モータース 渡辺善二郎 〒962-0006 須賀川市山寺道60 0248-75-4195

45 須賀川陸運(株) 水野真宏 〒962-0041 須賀川市横山町70 0248-76-5117

46 (株)青南商事郡山支店 安東元吉 〒962-0051 須賀川市越久字下田70-12 0248-72-1200

47 住吉燃料商店 住吉源一 〒962-0865 須賀川市妙見109 0248-73-2683

48 西濃運輸(株)郡山支店 宗形幸寿 〒962-0403 須賀川市滑川字池田200-4 0248-76-3121

49 (株)円谷運送店 円谷義広 〒962-0403 須賀川市滑川字池田191-1 0248-72-0437

50 デバイス販売テクノ(株) 加藤　貢 〒962-0005 須賀川市台30 0248-75-1135

51 東都郡山カントリー倶楽部 庄司一雄 〒962-0301 須賀川市今泉字宝光寺1 0248-65-3981

52 東北福山通運郡山南営業所 濵野健二 〒962-0403 須賀川市滑川字中津沢26-1 0248-72-3380



番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

53 トキワ印刷(株) 佐久間信幸 〒962-0028 須賀川市茶畑町25-6 0248-75-2145

54 独立行政法人国立病院機構福島
病院

杉浦嘉泰 〒962-0868 須賀川市芦田塚13 0248-75-2131

55 (株)南部自動車学校 深谷俊介 〒962-0061 須賀川市北山寺町77 0248-75-2171

56 (有)西間木家具店 西間木憲一 〒962-0023 須賀川市大黒町1 0248-76-0001

57 日本工営(株)ｴﾈﾙｷﾞｰ事業統括本

部ﾊﾟﾜｰ&ﾃﾞｼﾞﾀﾙ事業本部
豊島重樹 〒962-0001 須賀川市森宿字道久1-22 0248-72-5121

58 日本通運株式会社郡山支店
県南ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ事業所 国際輸送課

野村朋弘 〒962-0041 須賀川市横山町136 0248-73-3121

59 林精器製造(株) 石井廣文 〒962-0001 須賀川市森宿字向日向45 0248-75-3151

60 (株)平戸製作所須賀川工場 平戸眞澄 〒962-0721 須賀川市雨田字名所32 0248-79-3004

61 (社)福音会宇津峰十字の里 中川恭子 〒962-0714 須賀川市下小山田字月夜田203 0248-79-3165

62 (有)フジイ広告社 藤井一男 〒962-0847 須賀川市諏訪町7 0248-73-2771

63 (株)福島オチアイ 落合知晃 〒962-0722 須賀川市大栗字池の久保3 0248-79-2131

64 福島交通(株)須賀川営業所 長田春治 〒962-0005 須賀川市台18 0248-75-3184

65 福島トヨペット(株)須賀川店 御所脇 博 〒962-0062 須賀川市山寺町11 0248-75-6125

66 藤島農機(株) 藤島邦広 〒962-0052 須賀川市西川字坂ノ下113 0248-76-2111

67 二見屋工業(株) 矢ヶ崎光信 〒962-0001 須賀川市森宿字前川原53-1 0248-76-5918

68 (株)方南製作所 東　治隆 〒962-0001 須賀川市森宿字スウガ窪17 0248-75-6177

69 ホテルウイングインターナショ
ナル須賀川

渡辺　進 〒962-0845 須賀川市中町36-1 0248-72-1411

70 (株)ホテル虎屋 萩原輝一 〒962-0842 須賀川市宮先町41 0248-76-1121

71 マルワ自動車整備工場 佐藤和夫 〒962-0302 須賀川市柱田字中地20 0248-65-2525

72 (株)水上パーツ商会 水上哲夫 〒962-0053 須賀川市卸町35 0248-75-3186

73 (医)社団三成会南東北春日ﾘﾊﾋﾞ
ﾘﾃｰｼｮﾝ病院

渡邉一夫 〒962-0817 須賀川市南上町123-1 0248-63-7299

74 (有)宮坂商事 須藤晃弘 〒962-0831 須賀川市八幡町16-4 0248-73-2919

75 ミライフ東日本(株)須賀川店 瀬谷昇司 〒962-0847 須賀川市諏訪町12 0248-73-3321

76 八木沼塗装店 八木沼和司 〒962-0031 須賀川市影沼町178 0248-76-3016

77 (株)安田塗装 安田喜好 〒962-0856 須賀川市北町109 0248-73-3336

78 (株)安田縫製 安田　修 〒962-0727 須賀川市小作田字愛宕下55 2048-79-2137



番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

79 柳屋商店 吉田圭一 〒962-0727 須賀川市小作田字荒町台22-2 0248-79-2014

80 山本電気(株) 山本弘則 〒962-0818 須賀川市和田道116 0248-73-3181

81 (有)山本農機店 山本達義 〒962-0727 須賀川市小作田字梨子木内55 0248-79-3151

82 夢みなみ農業協同組合 佐々木一成 〒962-0839 須賀川市大町85 0248-75-5211

83 (株)ヨークベニマル須賀川西店 吉成徳夫 〒962-0006 須賀川市山寺道14-5 0248-73-4911

84 ローレルバレイカントリークラ
ブ

佐藤康光 〒962-0305 須賀川市守屋字南高松22-35 0248-65-3131

85 (有)和田印刷 和田信之 〒962-0057 須賀川市袋田字守子92-8 0248-75-2256

86 (株)雨田屋 佐久間政勝 〒969-0401 鏡石町岡ノ内357 0248-62-2225

87 池田東北(株) 池田喜美夫 〒969-0401 鏡石町境180 0248-62-5155

88 後藤精工(株)福島プロダクトセ
ンター

新井　茂 〒969-0402 鏡石町大宮360-7 0248-62-6651

89 (株)サイトウ 伊藤洋平 〒969-0402 鏡石町諏訪町418 0248-62-4155

90 (株)すか川車検センター 遠藤恭子 〒969-0401 鏡石町深内町46-29 0248-76-1177

91 須賀川地区トラック協同組合 大木正弘 〒969-0401 鏡石町本町219鏡石プラザ102号 0248-94-2206

92 東北旭紙業(株) 石渕和夫 〒969-0404 鏡石町南町389 0248-62-3111

93 ニプロファーマ(株)鏡石工場 大戸和子 〒969-0401 鏡石町岡ノ内428 0248-62-2121

94 (株)白河メドウゴルフ倶楽部 渡邉　治 〒962-0622 天栄村大字田良尾字芝草1 0248-85-1000

95 太平洋クラブ白河リゾート 小山庄太 〒962-0622 天栄村大字田良尾字芝草1 0248-85-2111

96 (有)あさかはや本店 溝井恵介 〒963-7858 石川町字下泉27 0247-26-2135

98 (株)石川自動車教習所 矢内清史 〒963-7843 石川町字屋敷ノ入72 0247-26-2897

99 (有)井筒屋 溝井吉一 〒963-7855 石川町字猫啼22 0247-26-1131

100 (株)エヌ・ティー・エス 生田目政弘 〒963-7825 石川町大字沢井字藤沢95-18 0247-57-8777

101 小木商店 小木秀治 〒963-7813 石川町大字板橋字八升蒔28-1 0247-26-2213

102 加ト吉水産(株)フーズ部福島工
場

六車宜弘 〒963-7855 石川町字猫啼172 0247-26-3325

103 (有)北町亀屋 矢内新悟 〒963-7844 石川町字北町5 0247-26-2754

104 (株)佐藤渡辺石川合材工場 多田伸市 〒963-7846 石川町字長久保284 0247-26-3066

105 添田商会 添田玲子 〒963-7837 石川町大字中野字水内50 0247-26-7475



番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

106 (有)添田特殊印刷 添田健一 〒963-7806 石川町大字谷沢字舘ノ腰2 0247-26-5652

107 東北ミドリ安全工業(株) 先崎文隆 〒963-7862 石川町字鹿ノ坂137 0247-26-3171

108 永沼米店 永沼寛道 〒963-7843 石川町字屋敷ノ入129 0247-26-1408

109 (有)野本観光バス 野本和義 〒963-7837 石川町大字中野字矢ノ内57-5 0247-26-8570

110 藤島商事(株) 藤島嘉一 〒963-7808 石川町大字双里字桜町36 0247-26-2581

111 藤田金物(有) 藤田幸治 〒963-7858 石川町字下泉36-1 0247-26-3145

112 ㈲曲山自動車整備工場 曲山安宏 〒963-7858 石川町字下泉64 0247-26-2806

113 (有)まるもと商店 坂本尚隆 〒963-7857 石川町字当町50-9 0247-26-1155

114 三森商店 三森英樹 〒963-7827 石川町大字新屋敷字塩塚3 0247-26-1447

115 (株)八幡屋 渡邉武嗣 〒963-7831 石川町大字母畑字樋田75-1 0247-26-3131

116 (株)ヨコハマモーターセールス 永野文義 〒963-7881 石川町字大橋2-16 0247-26-0461

117 リソル土地開発(株) 西口俊彦 〒963-7832 石川町字弥吾70 0247-26-5161

118 (株)片山ゴム福島工場 鈴木繁一 〒963-6302 玉川村大字南須釜字粟踏石40 0247-57-2162

119 (株)ＴＢＫ福島工場 八賀利久 〒963-6313 玉川村大字川辺字宮ノ前304-7 0247-57-4911

120 東京精工(株) 滝口利久 〒963-6313 玉川村大字川辺字宮ノ前393-1 0247-57-3181

121 中根精工(株) 中根　進 〒963-6302 玉川村大字南須釜字石川坂25 0247-57-2216

122 福島双羽電機(株) 羽山真介 〒963-6311 玉川村大字岩法寺字宮ノ前142 0247-57-3121

123 (株)エーアンドユー・ヒラタ 阿部勝美 〒963-8204 平田村大字鴇子字坪内138 0247-55-2208

124 三進金属工業㈱福島工場 新井宏昌 〒963-8116 平田村大字西山字煙石101 0247-24-1511

125 (株)芝浦合金平田工場 相澤雅憲 〒963-8202 平田村大字上蓬田字遅沢前167 0247-55-2198

126 (医)誠励会　ひらた中央病院 佐川　優 〒963-8202 平田村大字上蓬田字清水内4 0247-55-3333

127 ﾏｰﾚｴﾝｼﾞﾝｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾂｼﾞｬﾊﾟﾝ(株)平
田工場

佐藤芳之 〒963-8205 平田村大字永田字切山104 0247-55-3151

128 金沢薬局 金沢証次 〒963-6204 浅川町大字浅川字本町4 0247-36-2047

129 大同信号化工(株) 渡辺　忠 〒963-6204 浅川町大字浅川字背戸谷地149 0247-36-3151

130 大同信号(株)浅川事業所 吉田智仙 〒963-6204 浅川町大字浅川字背戸谷地177-18 0247-36-4111

131 (株)アクレーテク・パワトロシ
ステム

友枝雅洋 〒963-8304 古殿町大字松川字大作50 0247-53-4111



番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

132 竹原化学工業(株)福島工場 大平光一 〒963-8307 古殿町大字鎌田字竹の内18 0247-53-3156

133 (有)ツタヤ商事 遠藤　要 〒963-8307 古殿町大字鎌田字若神子9 0247-53-2459

134 (資)東北プロパン 水野正紀 〒963-8306 古殿町大字田口字石畑12 0247-53-3131

135 (株)早坂商会竹貫営業所 岡部浩一 〒963-8305 古殿町大字竹貫字古町35 0247-53-3145

136 (有)水野運送店 水野光芳 〒963-8304 古殿町大字松川字前木112 0247-53-2071



　・管工事関係の事業所

番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 (株)アクアス 小窪貴志 〒962-0867 須賀川市愛宕山114 0248-76-7181

2 (有)エース工業 渡邊周蔵 〒962-0001 須賀川市森宿字ウツロ田41-48 0248-72-8569

3 大塚設備(株) 大塚博文 〒962-0857 須賀川市長禄町64-3 0248-73-2989

4 春日設備工業(株) 春日　力 〒962-0027 須賀川市堀底町18 0248-76-2131

5 (株)鐶エスアール工業 小野寺美樹 〒962-0025 須賀川市八幡山153 0248-76-3535

6 (株)共設 熊田　良 〒962-0403 須賀川市滑川字八方久保87 0248-94-6725

7 久保設備工業(株) 久保祐也 〒962-0851 須賀川市中宿263 0248-73-4517

8 広洋設備(株) 八幡文郎 〒962-0031 須賀川市影沼町106 0248-76-5370

9 (有)笹森設備工業 笹森均一 〒962-0004 須賀川市中山32-2 0248-76-0163

10 (株)セキネ設備 関根　修 〒962-0727 須賀川市小作田字殿田12 0248-79-4204

11 (株)東北エアコン 草野　修 〒962-0032 須賀川市大袋町119 0248-76-1952

12 (有)西澤工業 西澤和彦 〒962-0813 須賀川市和田字作ノ内67-2 0248-76-2181

13 (株)長谷川環境熱学 長谷川孝蔵 〒962-0001 須賀川市森宿字安積田177-27 0248-72-7011

14 (株)ひまわり 佐藤靖志 〒962-0001 須賀川市森宿字道久19-13 0248-75-5133

15 (有)佐藤工業 佐藤雄吉 〒969-0404 鏡石町豊郷中660-2 0248-62-6070

16 (株)東北デバイス工業 君島宏行 〒969-0404 鏡石町東町437 0248-62-2741

17 信栄工業(株) 及川俊介 〒962-0511 天栄村大字白子字東原3-3 0248-83-2131

18 (株)プラスワン 兼子啓子 〒962-0511 天栄村大字白子字東原3 0248-83-2542

19 平田住設 佐藤圭三 〒963-8202 平田村大字上蓬田字銭神13 0247-55-2143



　・電気工事関係の事業所

番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 (有)鵜川電設 鵜川　登 〒962-0014 須賀川市西川町120 0248-75-1668

2 (株)浦島通信須賀川支店 管野　進 〒962-0001 須賀川市森宿狐石123-6 0248-94-5891

3 桐清電設(株) 芳賀隆一 〒962-0822 須賀川市東作150-3 0248-75-5857

4 (株)車田電気 満山和夫 〒962-0031 須賀川市影沼町55-6 0248-73-2457

5 光栄電気通信工業(株) 鴫原健太郎 〒962-0021 須賀川市館取町136 0248-76-7760

6 (有)鈴電気 鈴木敬一 〒962-0211 須賀川市滝字日向前15 0248-67-2781

7 (株)ニイダテック 仁井田敦朗 〒962-0831 須賀川市八幡町15-10 0248-76-0111

8 廣田電気工事店 廣田幸吉 〒962-0714 須賀川市下小山田字早稲田227 0248-79-3057

9 小池電気店 小池輝雄 〒963-7843 石川町字屋敷ノ入8 0247-26-2714

10 髙原電気店 髙原敏一 〒963-7807 石川町大字形見字明内22 0247-26-3422

11 久保木電気ラジオ店 久保木浩仁 〒963-8205 平田村大字永田字広町3 0247-55-2073

12 東白電気工事産業 大竹茂夫 〒963-8302 古殿町大字山上字小川内77 0247-53-2570

　・販売･点検関係の事業所

番号 事　　業　　所　　名 代表者氏名 郵便番号 住　　　　　所 電話番号

1 (株)ナカムラ防災 中村祐一 〒962-0406 須賀川市宮の杜31-3 0248-94-7320

2 福陽ガス(株) 吉田陽一 〒962-0821 須賀川市桜岡7 0248-75-6171

3 石川防災ブルー企画 斎藤英幸 〒963-7807 石川町大字形見字大工内117 0247-26-0832

4 (株)ホシノ郡山支店 六角　篤 〒963-8846 郡山市久留米3丁目27 024-945-8999


