
№ 氏名　または　名称 代表者名 担当者名 住所 電話番号 FAX番号 Mail HP

1 福島発電　株式会社 代表取締役社長　吉田　孝
企画事業部

小坂　恵理
960-8043 福島市中町5-21 024-522-2660 024-523-2722 solar@fukushima-power.com http://fukushima-power.com/

2 小沢　喜仁（福島大学） 960-1248　 福島市金谷川１ 024-548-8204 s025@ipc.fukushima-u.ac.jp

3
公益財団法人　産業振興センター

エネルギー・エージェンシーふくしま
代表　服部　靖弘

事務局長

山田　耕一郎
963-0215

郡山市待池台一丁目12番地

ハイテクプラザ内
024-963-0121 024-963-0122 e.a.fukushima@f-open.or.jp https://energy-agency-fukushima.com/

4 株式会社　アポロガス 代表取締役社長　相良 元章 960-0201 福島市飯坂町字八景6-17 024-542-1122 024-542-7754 apollo-cfo@circus.ocn.ne.jp http://www.apollogas.co.jp/

5 須賀川瓦斯　株式会社 代表取締役社長　橋本　直子 962-0053 須賀川市卸町44 0248-75-2188 0248-76-5596 yuh@sukagawagas.co.jp http://www.sukagawagas.co.jp/

6 株式会社　東邦銀行 960-8633 福島市大町3-25

7 東洋システム　株式会社 972-8316 いわき市常磐西郷町銭田106-1 0246-72-2151 0246-72-2152 http://toyo-system.co.jp

8 若林　裕之（日本大学）

9 楢葉新電力　合同会社 979-0604
双葉郡楢葉町大字北田字中満260

みんなの交流館　ならはCANvas内
0240-23-5531 0240-23-5531 narashinden@aurora.ocn.ne.jp

10 株式会社　大和三光製作所 代表取締役　大和　輝明
営業

石田　雅信
969-0287 西白河郡矢吹町堰の上３５１ 0248-42-5601 0248-42-5602 m-ishida@yamato-sanko.co.jp http://www.yamato-sanko.co.jp

11 大平　佳男

12 六洋電気　株式会社 代表取締役　後藤　英司 960-0112 福島市南矢野目字向原２２ 024-553-6478 024-553-6495 rokuyou@gol.com

13 株式会社　誠電社 代表取締役　渡辺　誠 菅野　辰典 960-8218 福島市高野河原下１９－１５ 024-529-5012 024-529-7866 t.kanno@sei-den-sha.com http://www.sei-den-sha.com/

14 株式会社　Ｉ. Ｔ. Ｏ. 代表取締役　伊藤　盛人 関　湖春 963-8023
福島県郡山市緑町９－１３　エム・エ

ムビル１Ｆ
024-953-3250 024-953-8044 k_seki@ito-web.co.jp http://ito-web.co.jp/

15 東北テント　株式会社 代表取締役　伊藤　盛人 三宅　一嘉 963-0551 郡山市喜久田町双又４０－１ 024-963-1705 024-963-1709 miyake5279kt@i-next.ne.jp

16 いわきeco・コンサルタントオフィス 代表　鈴木　一 971-8171 いわき市泉ケ丘一丁目１５－１４ hks-suzu@ta3.so-net.ne.jp

17
特定非営利活動法人

うつくしまＮＰＯネットワーク
理事長　佐久間　仁一 鈴木　和隆 963-8835 郡山市小原田２－１９－１９ 024-953-6092 024-953-9063 uketsuke@utsukushima-npo.jp http://www.utsukushima-npo.jp/
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18 奥地建産　株式会社 代表取締役　奥地　昭統 962-0728 須賀川市虹の台17-1 0248-89-1075 0248-89-1275 http://www.okuji.co.jp/

19 信夫山福島電力　株式会社 代表取締役　渡辺　和弘 960-8031
福島市栄町１０－４　エスケー栄町ビ

ルⅢ
024-521-6182 024-521-6121 maeda.t@bz04.plala.or.jp https://shinobuyama-power.co.jp/

20 一般財団法人　ふくしま未来研究会 960-8031
福島市栄町１０－４　エスケー栄町ビ

ルⅢ
024-522-4610 024-572-7278 r-yamao@fukushima-mirai.com https://fukushima-mirai.com/

21 株式会社　ヨウタ 973-8411 いわき市小島町三丁目１２－２ 0246-26-4183 0246-26-4186 mail@youta.co.jp http://youta.main.jp/

22 高田産商　株式会社 961-0831 白河市老久保１２６－１ 0248-27-8800 0248-27-3697 tds@tds-takada.co.jp http://tds-takada.co.jp/

23 株式会社　リビングソーラー 代表取締役　小野　信彦 971-8132 いわき市鹿島町下矢田字沢目４－１０ 0246-84-6777 0246-84-6787 kashima@living-solar.biz http://living-solar.biz/

24 磐栄運送　株式会社 代表取締役　村田　裕之 太田　丈人 971-8183 いわき市泉町下川字大剣１－９７ 0246-96-6311 0246-96-6316 ota@ban-ei.co.jp http://www.ban-ei.co.jp

25 一般社団法人　ふくしま市民発電 理事長　新谷（新妻）　香織

26 福島サンケン　株式会社 964-0811 二本松市宮戸１５ 0243-22-4300

27 株式会社 　南相馬サステナジー 代表取締役　佐々木　幸一 佐藤　千春 975-0001 南相馬市原町区大町三丁目３０ 080-2373-0029 0294-55-9630 chiharu.sato.zf@hitachi.com

28 株式会社 　エフコム
代表取締役会長兼ＣＥＯ　酒井　良信

代表取締役社長兼ＣＯＯ　瓜生　利典
出村さやか 963-8520

郡山市堤下町１３－８（エディソン・

エフコムビル）
024-922-2555 024-922-2696 e-biz@f-com.co.jp https://www.f-com.co.jp/

29 遠野興産　株式会社 代表取締役　中野　光
専務取締役

中野　光貴
972-0163 いわき市遠野町根岸字石田４４－３ 0246-89-2172 0246-89-3316 h-nakano@toono.co.jp http://www.toono.co.jp

30 株式会社　北斗電気設備工事 代表取締役　菅野　一徳 979-2501 相馬市磯部字大浜２３６ 0244-26-5070 0244-26-6623

31 北部通信工業　株式会社 代表取締役社長　高山　允伯 斎藤　靖則 960-8154 福島市伏拝字沖２７－１ 024-545-2289 024-545-2491 y-saito@hokubu.co.jp http://www.hokubu.co.jp/

32 株式会社　ソーラーポスト 代表取締役　尾形　芳孝 尾形　芳孝 960-8204 福島市岡部字大蔵５２－３ 024-535-5741 024-535-5731 hikari@solar-post.jp https://www.solar-post.jp/

33 株式会社　小林 代表取締役　小林　仁一 960-1454 伊達郡川俣町字八反田２４ 024-565-3341 024-565-3343 hirono@k-koba.net

34 藤田建設工業　株式会社 代表取締役社長　内藤　勇雄 963-6131 
東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０番

地
0247-33-2281 0247-33-6942 tachihara@fujitakk.net http://www.fujitakk.com
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35 会津電力　株式会社 代表取締役社長　山田　純 966-0014
喜多方市関柴町西勝字井戸尻48-1

七福神ホール 2F
0241-23-2500 0242-36-7718 kobayashi@aipower.co.jp https://aipower.co.jp/

36 株式会社　福島三技協 代表取締役　後藤　貞明 狩野　彰 960-2152 福島市土船字明神前１番地１ 024-593-3111 024-594-2122 kanoa@sangikyo.co.jp http://www.fukushima-sgc.com

37 株式会社　富士ピー・エス 代表取締役社長　菅野　昇孝 八木　洋介 136-0071 東京都江東区亀戸二丁目２６番１０号 03-5858-3161 03-5858-3162 y.yagi@fujips.co.jp https://www.fujips.co.jp

38 会川鉄工　株式会社 代表取締役　会川　文雄 吉田　圭二 979-0202
いわき市四倉町上仁井田字東山４６番

地
0246-32-3811 0246-32-3812 aikawatk@gaea.ocn.ne.jp https://aikawatk.co.jp

39 相双生コンクリート　協同組合 代表理事　太田　信孝 山森　英正 979-0603 双葉郡楢葉町大字井出字木屋下40 0240-25-8991 0240-25-8992 hyamamori@kdr.biglobe.ne.jp http://www.sousounamacon.jp

40
常磐興産株式会社

燃料商事本部　商事部

41
佐藤工業　株式会社

多角化事業総括部
103-8639 東京都中央区日本橋本町4-12-19 03-3661-2650 03-3661-1604

42 株式会社　那須環境技術センター 代表取締役社長　福田　篤志
福島支店 営業部

大野　真徳
963-8025 郡山市桑野２丁目30番10号Ａビル103号 024-925-9195 024-925-9195 m.oono@nasukan.co.jp http://www.nasukan.co.jp/

43 株式会社　日立パワーソリューションズ 317-0073 茨城県日立市幸町３丁目2-2 080-2373-0029 0294-55-9614 chiharu.sato.zf@hitachi.com

44 アンフィニ　株式会社 親川　智行 川﨑　俊弘 556-0017
大阪府大阪市浪速区湊町1丁目4番38号

近鉄新難波ビル10F
06-6646-3330 06-6646-3310 kawasaki@infinigroup.co.jp https://infinigroup.co.jp/

45 福島日産自動車　株式会社 代表取締役　金子　與志人 960-8102 福島市北町2番32号 024-523-2111 024-523-2124 info@fukushima-nissan.co.jp http;//ni-fukushima.nissan-dealer.jp

46 株式会社  sunlife 代表取締役　大倉　徹 963-0201 郡山市大槻町字稲荷山122-2 024-983-0245 024-983-0246 sunlife0824@ybb.ne.jp

47 株式会社  ACDC 代表取締役　菊池　吉浩 西貝　定勝 969-1603 伊達郡桑折町上町35-1 024-582-3202 024-582-3267 info@acdc.jp http://acdc.jp/

48 株式会社新生社 代表取締役　金澤　好孝 960-0231　 福島市飯坂町平野字石堂23-16 024-542-7822 024-542-7822 yoka12jp@gmail.com

49 曾澤高圧コンクリート株式会社 曾澤　祥弘
東北支店

茂木　博史
987-2153 宮城県栗原市高清水北原35-7 0228-58-2329 0228-58-2356 h.motegi@aizawa-group.co.jp

50 株式会社帝北ロジスティックス 代表取締役　尾越　建一 960-8031 福島市栄町3番22号 024-523-1321 024-523-1325

51 株式会社SHONANBI http://shonanbi.p2.weblife.me/
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52 北郷　哲夫 970-8026 いわき市平字作町3丁目1-1 0246-21-3244 0246-21-3250 kitakita222@ybb.ne.jp

53 株式会社インテック 代表取締役　丹野　仁 960-0101 福島市瀬上町字桜町3丁目3-7 024-563-7822 024-563-7826 http://www.kk-intec.jp/

54 国際気象海洋株式会社 104-0045
東京都中央区築地3-9-9　ラウンドクロ

ス築地9F
03-6264-7738 03-6264-7739 http://www.imocwx.com/

55 鈴木　精一 zohh120369@gmail.com

56 共栄株式会社 代表取締役　加賀屋　正之
常務執行役員

鈴木　久伸
973-8411 いわき市小島町二丁目3-6 0246-27-3300 0246-27-3149 hisa@kyouei-kk.com https://www.kyouei-kk.com/

57 株式会社エイブル 979-0401 双葉郡広野町大字上北迫字岩沢1-9 0240-25-8996 0240-25-8997 https://www.able-can.jp/

58 盛喜石油株式会社 代表取締役　吉田　忠義
業務課長

田﨑　孝
971-8111 いわき市小名浜大原字西細野地62 0246-92-3983 0246-54-6128 tasaki.seiki@eagle.ocn.ne.jp
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