
９６０-８６１１ 一般(財) 大原記念財団 大原綜合病院,福島県,福島市,上町,６番１号

９６０-８５１１ ＮＥＣネットワークプロダクツ (株),福島県,福島市,清水町,字一本松１－１

９６０-８５１８ (株) 帝国データバンク 福島支店,福島県,福島市,大町,７－１１

９６０-８５０１ (株) 中合,福島県,福島市,栄町,５－１

９６０-８５２０ (株) ヤクルト本社 福島工場,福島県,福島市,黒岩,字遠沖１０－１

９６０-８５８０ (株) ユアテック 福島支社,福島県,福島市,伏拝,字沖３５－１

９６０-８６５５ (株) ラジオ福島,福島県,福島市,太田町,１３－１７

９６０-８５８４ 国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所,

９６０-８５８４ 福島県,福島市,黒岩,字榎平３６

９６０-８５８５ 桜の聖母短期大学,福島県,福島市,花園町,３－６

９６０-８５２１ (財) 電気通信共済会 福島営業所,福島県,福島市,北町,１－１５

９６０-８５５０ (財) 福島県 保健衛生協会,福島県,福島市,方木田,字水戸内１９－６

９６０-８５３４ (財） 福島県教育会館,福島県,福島市,上浜町,１０－３８

９６０-８５７５ 社団法人 福島県医師会,福島県,福島市,新町,４番２２号

９６０-８５６６ 生活協同組合 コープふくしま,福島県,福島市,森合,字清水７

９６０-８５４６ 全国健康保険協会 福島支部,福島県,福島市,栄町,６－６

９６０-８５４０ 全労災 福島県本部,福島県,福島市,荒町,１－２１

９６０-８５２３ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),福島県,福島市,仲間町,９-１６

９６０-８５３１ テレビユー福島,福島県,福島市,西中央,１-１

９６０-８５２４ 東北電力 (株） 福島支店,福島県,福島市,栄町,７番２１号

９６０-８５２２ 東北電力ネットワーク (株) 福島電力センター,福島県,福島市,置賜町,２番３５号

９６０-８５８１ 日東紡績 (株) 福島工場,福島県,福島市,郷野目,字東１

９６０-８５６７ 日本年金機構 東北福島年金事務所,福島県,福島市,北五老内町,３-３０

９６０-８５０７ 日本年金機構 福島事務センター,福島県,福島市,栄町,６－６

９６０-８５８８ 日本放送協会 福島放送局,福島県,福島市,早稲町,１－２

９６０-８５０３ 東日本電信電話 (株) 福島支店,福島県,福島市,山下町,５-１０

９６０-８６２０ 福島 税務署,福島県,福島市,森合町,６－１６

９６０-８５０５ 福島学院大学,福島県,福島市,本町,２－１０

９６０-８５３６ 福島刑務支所,福島県,福島市,南沢又,字水門下６６-

９６０-８５６０ 福島県 衛生公害研究所,福島県,福島市,方木田,字水戸内１６－６

９６０-８５５５ 福島県 社会保険診療報酬支払基金,福島県,福島市,三河南町,１１-５

９６０-８５０２ 福島県 土地改良事業団体連合会,福島県,福島市,南中央,３-３６

９６０-８５１５ 福島県市町村職員 共済組合,福島県,福島市,太田町,１３－５３

９６０-８５８９ 福島公共職業安定所,福島県,福島市,狐塚,１７－４０

９６０-８５３０ 福島赤十字病院,福島県,福島市,八島町,７番７号

９６０-８５１２ 福島地方・家庭・簡易裁判所,福島県,福島市,花園町,５番３８号

９６０-８５０８ 福島テレビ,福島県,福島市,御山町,２－５

９６０-８５１３ 福島労働局,福島県,福島市,霞町,１番４６号

９６０-８５５８ 松下電器産業 (株) オーディオ事業部 福島工場,福島県,福島市,太平寺,字一本柳１

９６０-８５０６ ムネカタ (株),福島県,福島市,蓬莱町,１-１１－１

９６０-０１８０ (株) タカムラ,福島県,福島市,鎌田,字卸町１３－５

９６０-０１８４ (株) ひらい,福島県,福島市,鎌田,字卸町１９－２

９６０-０１９４ (株) マイカル 福島サティ,福島県,福島市,南矢野目,字西荒田３５

９６０-０１９５ (財) 大原綜合病院附属大原医療センター,福島県,福島市,鎌田,字中江３３

９６０-０１９２ (財) 福島県退職教職員互助会,福島県,福島市,南矢野目,字道下３５－１

９６０-０１８５ 新ふくしま農業協同組合,福島県,福島市,北矢野目,字原田東１－１

９６０-０１８１ 福島学院大学,福島県,福島市,宮代,字乳児池１－１

９６０-０２８２ かむろみの郷 穴原温泉吉川屋,福島県,福島市,飯坂町湯野,字新湯６

９６０-０２９７ 全国共済農業協同組合連合会 福島県本部,福島県,福島市,飯坂町平野,字三枚長１－１

９６０-０２９６ 全国農業協同組合連合会 福島県本部,福島県,福島市,飯坂町平野,字三枚長１－１

９６０-０２８０ トーアエイヨー (株),福島県,福島市,飯坂町湯野,字田中１

９６０-０２８９ 東北通信 (株),福島県,福島市,飯坂町平野,字堂天前１１

９６０-０２９８ 福島県厚生農業協同組合連合会,福島県,福島市,飯坂町平野,字三枚長１－１

９６０-０２９４ 福島県農業協同組合中央会,福島県,福島市,飯坂町平野,字三枚長１－１

９６０-０２８３ 福島乳業 (株),福島県,福島市,飯坂町平野,字上前田６－１

９６０-１１９３ ＮＯＫ (株) 福島事業場,福島県,福島市,永井川,字続堀８

９６０-１１９５ 社団法人 福島県エルピーガス協会,福島県,福島市,上鳥渡,字蛭川２２－２

９６０-１１９７ 日本赤十字社 福島県支部,福島県,福島市,永井川,字北原田１７

９６０-１１９８ 福島県 赤十字血液センター,福島県,福島市,永井川,字北原田１７

９６０-１１９６ 福島県酒類卸 (株),福島県,福島市,大森,字宮ノ前２５－２

９６０-１１９２ 福島県立 福島明成高等学校,福島県,福島市,永井川,字北原田１

９６０-１２９２ 北芝電機 (株),福島県,福島市,松川町,字天王原９

９６０-１２９５ 福島県立 医科大学,福島県,福島市,光が丘,１

９６０-１２９７ 福島県立 医科大学附属図書館,福島県,福島市,光が丘,１

９６０-１２９３ 福島大学附属図書館,福島県,福島市,金谷川,１-

９６０-１２９６ 福島大学,福島県,福島市,金谷川,１-

９６０-１３９３ 日特エンジニアリング (株) 福島工場,福島県,福島市,飯野町明治,字鹿ノ子島１７－３

９６０-１３９２ 福島市役所 飯野支所,福島県,福島市,飯野町,字後川１０－２

９６０-２１９５ 阿部紙工,福島県,福島市,庄野,字柿場１－１１

９６０-２１９６ (株) 沖データ,福島県,福島市,庄野,字立田１－１

９６０-２１９３ キヤノン (株) 福島工場,福島県,福島市,佐倉下,字二本榎２

９６０-２１９４ 日進堂印刷所,福島県,福島市,庄野,字柿場１－１

９６０-２２９２ 福島県警察 福島運転免許センター,福島県,福島市,町庭坂,字大原１－１

９６０-８６７０ 福島県庁,福島県,福島市,杉妻町,２－１６

９６０-８６０５ (株) 岩瀬書店,福島県,福島市,御山,字中川原８０－１

９６０-８６３３ (株) 東邦銀行 本店,福島県,福島市,大町,３－２５

９６０-８６２６ (株） 東邦銀行事務センター,福島県,福島市,飯坂町平野,字桜田３－４

９６０-８６２５ (株) 福島銀行,福島県,福島市,万世町,２－５

９６０-８６０２ (株) 福島民報社,福島県,福島市,太田町,１３－１７

９６０-８６０３ (株) みずほ銀行 福島支店,福島県,福島市,置賜町,６番２０号

９６０-８６１０ 佐藤工業 (株),福島県,福島市,泉,字清水内１

９６０-８６５１ 大和証券 (株) 福島支店,福島県,福島市,栄町,１１－２５

９６０-８６０７ 東北労働金庫 福島県本部,福島県,福島市,宮町,３－１６

９６０-８６１４ 日本銀行 福島支店,福島県,福島市,本町,６－２４

９６０-８６６８ 福島県 県北建設事務所,福島県,福島市,杉妻町,５－７５

９６０-８６７７ 福島県 県北地方振興局 県税部,福島県,福島市,杉妻町,５－７５

９６０-８６６６ 福島県 自動車県税事務所,福島県,福島市,杉妻町,２－１６

９６０-８６８８ 福島県教育庁,福島県,福島市,杉妻町,２－１６
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９６０-８６８６ 福島県警察本部,福島県,福島市,杉妻町,２－１６

９６０-８６３９ 福島交通 (株),福島県,福島市,太田町,１３－８

９６０-８６０１ 福島市役所,福島県,福島市,五老内町,３－１

９６０-８６６０ 福島信用金庫,福島県,福島市,万世町,１－５

９６０-８６４８ 福島民友新聞 (株),福島県,福島市,柳町,４－２９

９６５-８５７０ 会津大学短期大学部,福島県,会津若松市,一箕町大字八幡,字門田１－１

９６５-８５１１ 会津天宝醸造 (株),福島県,会津若松市,神指町東城戸,２０２

９６５-８５０２ 会津富士通セミコンダクター (株),福島県,会津若松市,門田町工業団地,４-

９６５-８５０４ 会津富士通セミコンダクターウェハーソリューション (株),

９６５-８５０４ 福島県,会津若松市,門田町工業団地,４番６号

９６５-８５０６ 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),

９６５-８５０６ 福島県,会津若松市,門田町工業団地,６-

９６５-８５０３ 会津若松警察署,福島県,会津若松市,山見町,２４８

９６５-８６０１ 会津若松市役所,福島県,会津若松市,東栄町,３－４６

９６５-８５３０ アピタ会津若松店,福島県,会津若松市,神指町大字南４合,字幕内南１５４-

９６５-８５１０ ＮＴＴ東日本－福島 (株） 会津支店,福島県,会津若松市,栄町,２－４

９６５-８５２０ オリンパス光電子 (株） 会津事業場,福島県,会津若松市,門田町大字飯寺,字村西５００

９６５-８５６７ 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所,福島県,会津若松市,表町,２－７０

９６５-８５８５ (財) 竹田綜合病院,福島県,会津若松市,山鹿町,３－２７

９６５-８６１１ 総合会津中央病院,福島県,会津若松市,鶴賀町,１－１

９６５-８５０５ 東北電力 (株) 会津若松支社,福島県,会津若松市,東栄町,３－３８

９６５-８５１６ 日本年金機構 会津若松年金事務所,福島県,会津若松市,追手町,５－１６

９６５-８５０１ 福島県 会津地方振興局,福島県,会津若松市,追手町,７－５

９６５-８５４０ 福島地方裁判所 会津若松支部,福島県,会津若松市,追手町,６－６

９６５-８５２２ 三菱伸銅 (株) 若松製作所,福島県,会津若松市,扇町,１２８－７

９６５-８５８８ (有） 東鳳,福島県,会津若松市,東山町大字石山,字院内７０６

９６５-８５５８ リズム工機 (株),福島県,会津若松市,門田町大字一ノ堰,字土手外１６８-

９６５-８５５０ 若松営林署,福島県,会津若松市,追手町,５－２２

９６５-８５８０ 会津大学,福島県,会津若松市,一箕町大字鶴賀,字上居合９０

９６５-８６７８ 東邦銀行 会津支店,福島県,会津若松市,大町,１-１０－２８

９６９-３４９２ 福島県立医科大学 会津医療センター,福島県,会津若松市,河東町谷沢,字前田２１－２

９６９-６１９６ 会津碍子 (株),福島県,会津若松市,北会津町,上米塚８８９

９６９-６１９２ 医療法人 明精会 会津西病院,福島県,会津若松市,北会津町東小松,２３３５-

９６３-１３８３ 一般(財) 太田総合病院附属 太田熱海病院,福島県,郡山市,熱海町熱海,５-２４０

９６３-８５５８ 一般(財) 太田綜合病院附属 太田西ノ内病院,福島県,郡山市,西ノ内,２-５番２０号

９６３-８５６３ 一般(財) 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院,福島県,郡山市,八山田,７-１１５

９６３-８５６４ 一般(財) 脳神経疾患研究所附属 南東北医療クリニック,福島県,郡山市,八山田,７-１６１

９６３-８５５５ (株) アイワ・コーポ,福島県,郡山市,小原田,４-１１－１３

９６３-８５１９ (株) ＮＴＴ東日本－福島 郡山支店,福島県,郡山市,駅前,１-１０番１号

９６３-８５２０ (株) エフコム,福島県,郡山市,堤下町,８－１３

９６３-８５３０ (株) 協立医療,福島県,郡山市,細沼町,１２－１８

９６３-８５８８ (株) 三万石,福島県,郡山市,富久山町福原,字神子田７－５

９６３-８５６８ (株) ジオット,福島県,郡山市,桑野,５-１４番６号

９６３-８５０７ (株） 西友 ザ・モール郡山店,福島県,郡山市,長者,１-１－５６

９６３-８６７７ (株) 東流社 郡山営業所,福島県,郡山市,喜久田町卸,１-４７－１

９６３-８５７７ (株) ニノテック,福島県,郡山市,島,２-４４－２

９６３-８５１０ (株) 日立製作所 通信ネットワーク事業部,福島県,郡山市,字船場向,９４

９６３-８６６０ (株) 福島銀行 郡山支店,福島県,郡山市,堤下町,１１－１０

９６３-８５３３ (株) 福島中央テレビ,福島県,郡山市,池ノ台,１３－２３

９６３-８５３５ (株) 福島放送,福島県,郡山市,桑野,４-３－６

９６３-８５６７ (株) 宮川紙店,福島県,郡山市,字下亀田,２－１３

９６３-８５４３ (株) ヨークベニマル,福島県,郡山市,朝日,２-１８－２

９６３-８５０３ 学校法人 郡山開成学園 ,郡山市,開成,３-２５－２

９６３-８５０３ 学校法人 郡山女子大学,福島県,郡山市,開成,３-２５－２

９６３-８５０３ 学校法人 郡山女子大学短期大学部,郡山市,開成,３-２５－２

９６３-８５０３ 学校法人 郡山女子大学附属高等学校 ,福島県,郡山市,開成,３-２５－２

９６３-８５０３ 学校法人 郡山女子大学附属幼稚園,福島県,郡山市,開成,３-２５－２

９６３-８５８５ 公益(財) 星総合病院,福島県,郡山市,向河原町,１５９番１号

９６３-８５８５ 公益(財) 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院,福島県,郡山市,駅前,１-１－１７

９６３-８６５５ 郡山 税務署,福島県,郡山市,堂前町,１１－２０

９６３-８６１０ 郡山警察署,福島県,郡山市,字城清水,２３

９６３-８６０９ 郡山公共職業安定所,福島県,郡山市,方八町,２-１－２６

９６３-８６０１ 郡山市役所,福島県,郡山市,朝日,１-２３－７

９６３-８６６６ 佐藤 (株),福島県,郡山市,中町,２－７（郡山中町郵便局私書箱第６５５号）

９６３-８５１３ 住友生命保険 相互会社 福島支社,福島県,郡山市,清水台,１-４－７

９６３-８５６０ セキスイハイム東北 (株) 福島支社,福島県,郡山市,島,２-５０－１５

９６３-８６７０ 宝化成機器 (株),福島県,郡山市,喜久田町卸,１-６２－１

９６３-８６６１ 大和証券 (株) 郡山支店,福島県,郡山市,中町,１０－１０

９６３-８５７０ 東京海上日動火災保険 (株) 福島支店,福島県,郡山市,長者,１-７－２０

９６３-８５０６ 東印郡山青果 (株),福島県,郡山市,富久山町久保田,字太郎殿前２

９６３-８６７６ 東北アルフレッサ (株),福島県,郡山市,喜久田町卸,１-４６－１

９６３-８５７５ 東北電力 (株) 郡山営業所,福島県,郡山市,細沼町,１-５

９６３-８５５１ 日本放送協会 福島放送局 郡山支局,福島県,郡山市,麓山,１-５－２１

９６３-８５８０ 日本生命保険 相互会社 郡山支社,福島県,郡山市,駅前,２-１２－２

９６３-８５０８ 日本たばこ産業 (株) 郡山工場,福島県,郡山市,字外河原,８-１

９６３-８５５６ パナソニック (株) 郡山事業所,福島県,郡山市,字石塚,１１１-

９６３-８５４０ 福島県教育庁県中教育事務所,福島県,郡山市,麓山,１-１番１号

９６３-８５４０ 福島県県中地方振興局,福島県,郡山市,麓山,１-１番１号

９６３-８６６８ 福島県商工信用組合,福島県,郡山市,堂前町,７－７

９６３-８５０２ 福島さくら農業協同組合,福島県,郡山市,朝日,２-１４－７

９６３-８６６４ 福島信用販売 (株),福島県,郡山市,中町,１４－２６

９６３-８５６６ 福島地方裁判所 郡山支部,福島県,郡山市,麓山,１-２－２６

９６３-８５３９ 福島地方法務局 郡山支局,福島県,郡山市,希望ヶ丘,３１番２６号

９６３-８５１１ 福島トヨペット (株),福島県,郡山市,字川向,１－１

９６３-８５５０ 福島ミドリ安全 (株),福島県,郡山市,桑野,４-１－２２

９６３-８５３１ 福島民報 郡山本社,福島県,郡山市,桑野,２-３７－２４

９６３-８５７８ ホテル ハマツ,福島県,郡山市,虎丸町,３番１８号

９６３-８５８６ 三菱電機 (株) コミュニケーシヨン・ネットワーク製作所 郡山工場,



９６３-８５８６ 福島県,郡山市,栄町,２番２５号

９６３-８６６５ 明治安田生命保険 相互会社 郡山支社,福島県,郡山市,中町,１０－１０

９６３-８５１５ 有限会社 墨雅書道会,福島県,郡山市,富久山町福原,字町田１０６

９６３-０１９８ 医療法人 安積保養園,福島県,郡山市,安積町笹川,字経坦４５

９６３-０１９７ (財) 慈山会医学研究所付属坪井病院,福島県,郡山市,安積町長久保,１-１０－１３

９６３-０１９６ 日本全薬工業 (株),福島県,郡山市,安積町笹川,字平ノ上１－１

９６３-０１９２ 根本石油 (株),福島県,郡山市,安積,２-３７

９６３-０１９５ 福島日野自動車 (株),福島県,郡山市,安積町笹川,字蜂田５－１

９６３-０２９６ (株) 日本デジタル研究所,福島県,郡山市,待池台,２-６

９６３-０２９７ 福島県ハイテクプラザ,福島県,郡山市,待池台,１-１２-

９６３-８６７５ (株) 岡部,福島県,郡山市,喜久田町卸,１-４３－１

９６３-８６８５ 郡山運送 (株),福島県,郡山市,喜久田町卸,２-３２－１

９６３-８６８６ ブリヂストンタイヤ福島販売 (株),福島県,郡山市,喜久田町卸,１-１２６－１

９６３-８５８３ 東北工業 (株),福島県,郡山市,田村町山中,字日照田４５

９６３-８６４２ 日本大学 工学部,福島県,郡山市,田村町徳定,字中河原１）

９６３-１３８０ かんぽの宿郡山,福島県,郡山市,熱海町熱海,３-１９８

９６３-１３８８ 東北花材 (株),福島県,郡山市,熱海町安子島,字薬師堂１２５

９６３-１３８６ 中山商事 (株) 郡山営業所,福島県,郡山市,熱海町安子島,字南原１３－１

９６３-１３８７ ホテル華の湯,福島県,郡山市,熱海町熱海,５-８－６０

９６３-８６２２ (株) 大東銀行,福島県,郡山市,中町,１９－１

９６３-８６０２ (株) 東邦銀行 郡山支店,福島県,郡山市,虎丸町,２０－５８

９６３-８６１１ 学校法人 晴川学舎 奥羽大学,福島県,郡山市,富田町,字三角堂３１－１

９６３-８６３０ 郡山信用金庫,福島県,郡山市,清水台,２-１３－２６

９６３-８６３７ 日本電産コパル (株) 郡山技術開発センター,福島県,郡山市,富田町,字諏訪内３７

９６３-８７９４ 郡山店 法人サービス部,福島県,郡山市,清水台,２-１３－２１

９７０-８６１１ いわき税務署,福島県,いわき市,平,字菱川町６－３

９７０-８５５１ いわき明星大学,福島県,いわき市,中央台飯野,５-５－１

９７０-８７０３ いわき労働基準監督署,福島県,いわき市,平,字堂根町４－１１

９７０-８６２５ 岡田電気産業 (株),福島県,いわき市,平谷川瀬,一-６－１

９７０-８５１１ (株) ＮＴＴ東日本－福島 いわき支店,福島県,いわき市,平,字堂根町３－２

９７０-８５１６ (財) 磐城済世会 松村総合病院,福島県,いわき市,平,字小太郎町１－１

９７０-８５０１ 日本年金機構 平年金事務所,福島県,いわき市,平,字童子町３－２１

９７０-１１９２ アルパイン (株) いわき事業所,福島県,いわき市,好間工業団地,１－２０

９７０-１１９３ アルプス電気 (株) ペリフェラル事業部 平工場,

９７０-１１９３ 福島県,いわき市,好間町小谷作,字作畑３９－１

９７０-１１９４ 有限会社 長久保食品,福島県,いわき市,好間町中好間,字鍛冶内２８－２

９７０-８６８６ いわき市役所,福島県,いわき市,平,字梅本２１

９７０-８６４６ (株) 加地和組,福島県,いわき市,平,字小太郎町４－１１

９７０-８６３５ 佐藤 (株) いわき支店,福島県,いわき市,平,字五町目１８－５）

９７１-８５５５ イオンモールいわき小名浜 イオンモール事務所,

９７１-８５５５ 福島県,いわき市,小名浜,字辰巳町７９-

９７２-８５５５ 常磐興産 (株) スパ・リゾート・ハワイアンズ,福島県,いわき市,常磐藤原町,蕨平５０

９７２-８５０１ 古河電池 (株) いわき事業所,福島県,いわき市,常磐下船尾町,杭出作２３－６

９７３-８５５５ いわき市立 総合磐城共立病院,福島県,いわき市,内郷御厩町,久世原１６

９７３-８６０１ いわき中央警察署,福島県,いわき市,内郷御厩町,４-１４８

９７３-８５０１ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 福島労災病院,

９７３-８５０１ 福島県,いわき市,内郷綴町,沼尻３

９７４-８６８６ (株) クレハ 生産本部 いわき事業所,福島県,いわき市,錦町,落合１６

９７９-０１９７ (株) くすりのマルト マルト健康の森 窪田店,

９７９-０１９７ 福島県,いわき市,勿来町,窪田十条３番１－３

９７９-０１９８ (株) ファミリー ファミリー窪田店,福島県,いわき市,勿来町,窪田十条３番１－４

９７９-０１９５ (株) マルト,福島県,いわき市,勿来町,窪田十条３番１

９７９-０１９６ (株) マルト ＳＣ窪田店,福島県,いわき市,勿来町,窪田十条３番１－２

９７９-０１９２ 日本製紙 (株) 勿来工場,福島県,いわき市,勿来町,窪田十条１

９６１-８５２２ 白河警察署,福島県,白河市,字昭和町,２２６－２

９６１-８６１１ 白河税務署,福島県,白河市,中田,５－１

９６１-８５８５ 白河農業協同組合,福島県,白河市,字弥次郎窪,１-２９

９６１-８５８８ 西白河酪農業協同組合,福島県,白河市,字昭和町,９５

９６１-８５１６ 福島県南生活協同組合,福島県,白河市,字天神町,１６

９６１-８５０８ 丸水白河魚市場 (株),福島県,白河市,字五番町川原,１-２５

９６１-０３９２ 福島県 白河市東庁舎,福島県,白河市,東釜子,字殿田表５０

９６１-０４９２ 白河市役所 表郷庁舎,福島県,白河市,表郷金山,字長者久保２

９６１-８６０２ 白河市役所,福島県,白河市,八幡小路,７－１

９６１-８６０１ 白河信用金庫,福島県,白河市,中町,２８（

９６９-０３９２ 福島県 白河市大信庁舎,福島県,白河市,大信増見,字北田５８-

９６２-８５０２ 笠原工業 (株),福島県,須賀川市,上人坦,１

９６２-８５０３ 公立岩瀬病院組合,福島県,須賀川市,北町,２０

９６２-８５０１ ジョンソンエンドジョンソン (株) 須賀川工場,

９６２-８５０１ 福島県,須賀川市,大字大桑原,字女夫坂１

９６２-８５０９ 須賀川市総合福祉センター,福島県,須賀川市,中町,６-１

９６２-８５０７ 独立行政法人 国立病院機構 福島病院,福島県,須賀川市,芦田塚,１３

９６２-８５０８ 日本工営パワー・システムズ (株),福島県,須賀川市,大字森宿,字道久１－２２

９６２-０２９２ 須賀川市役所 長沼支所,福島県,須賀川市,長沼,字金町８５

９６２-０３９２ 須賀川市役所 岩瀬支所,福島県,須賀川市,柱田,字中地前２２

９６２-８６０１ 須賀川市役所,福島県,須賀川市,八幡町,１３５

９６６-０１９３ 会津いいで農業協同組合 熱塩加納支所,

９６６-０１９３ 福島県,喜多方市,熱塩加納町加納,字根岸山甲１７－１

９６６-０１９２ 喜多方市 熱塩加納総合支所,福島県,喜多方市,熱塩加納町相田,字大森５０００

９６６-０１９４ 有限会社 ホテルふじや,福島県,喜多方市,熱塩加納町熱塩,字熱塩甲８０７

９６６-８６０１ 喜多方市役所,福島県,喜多方市,字御清水東,７２４４－２

９７６-８５０１ アルプス電気 (株) 通信デバイス事業部 相馬工場,福島県,相馬市,沖ノ内,１-２－１

９７６-８５１０ 日本年金機構 相馬年金事務所,福島県,相馬市,中村,字桜ケ丘６９

９６４-８５６７ 医療法人 辰星会 枡病院,福島県,二本松市,本町,１-１０３

９６４-８５０１ 社会保険福島二本松病院,福島県,二本松市,成田町,１-５５３

９６４-８５５８ 独立行政法人 国際協力機構 二本松青年海外協力隊訓練所,

９６４-８５５８ 福島県,二本松市,永田,字長坂４－２

９６４-８５７７ 二本松商工会議所,福島県,二本松市,本町,１-６０－１

９６４-０２９２ 二本松市東和支所,福島県,二本松市,針道,字蔵下２２-



９６４-０３９２ 二本松市岩代支所,福島県,二本松市,小浜,字北月山２７

９６４-８６０１ 二本松市役所,福島県,二本松市,金色,４０３－１（二本松郵便局私書箱第１１号）

９６９-１４９２ 二本松市安達支所,福島県,二本松市,油井,字濡石１-の２

９６３-３６９２ 田村市 滝根行政局,福島県,田村市,滝根町神俣,字関場１１８

９６３-４１９２ 田村市大越行政局,福島県,田村市,大越町上大越,字水神宮６２－１

９６３-４３９３ 田村市役所,福島県,田村市,船引町船引,字畑添７６－２

９６３-４３９６ たむら農業協同組合,福島県,田村市,船引町船引,字南町通１６０

９６３-４３９８ 福島県立 船引高等学校,福島県,田村市,船引町船引,字石崎１５－３

９６３-４６９２ 田村市役所 常葉行政局,福島県,田村市,常葉町常葉,字町裏１

９７５-８６８６ 南相馬市役所,福島県,南相馬市,原町区本町,２-２７

９７５-８５８５ 南相馬ジャスモール,福島県,南相馬市,原町区大木戸,字金場７７

９７９-２１９５ 南相馬市 小高区役所,福島県,南相馬市,小高区本町,２-７８

９７９-２３９４ 鹿島総業 (株) 鹿島カントリー倶楽部,福島県,南相馬市,鹿島区塩崎,字蛇沼３１

９７９-２３９３ (株) 菅野漬物食品,福島県,南相馬市,鹿島区鹿島,字町１３０

９７９-２３９２ 南相馬市 鹿島区役所,福島県,南相馬市,鹿島区西町,１-１

９６０-０５９６ 公益(財) 仁泉会,福島県,伊達市,箱崎,字東２３－１

９６０-０６９２ 伊達市役所,福島県,伊達市,保原町,字舟橋１８０-

９６０-０６９５ 富士通アイソテック (株),福島県,伊達市,保原町,字東野崎１３５

９６０-０９９２ 伊達市役所 月舘総合支所,福島県,伊達市,月舘町月舘,字久保田５

９６９-１１８１ アサヒビール (株) 福島工場,福島県,本宮市,荒井,字上前畑１

９６９-１１９５ 医療法人 慈久会 谷病院,福島県,本宮市,本宮,字南町裡１４９

９６９-１１８０ (株) 東北村田製作所 本宮工場,福島県,本宮市,本宮,字樋ノ口２

９６９-１１８６ (株) ＩＨＩ機械システム,福島県,本宮市,荒井,字恵向６０－１０

９６９-１１８８ (株) イワキ,福島県,本宮市,荒井,字久保田９８－１

９６９-１１９３ (株) 東邦銀行 本宮支店,福島県,本宮市,本宮,字下町８

９６９-１１９２ 本宮市役所,福島県,本宮市,本宮,字万世２１２

９６９-１２９２ 本宮市役所 白沢総合支所,福島県,本宮市,糠沢,字小田部１

９６９-１６９２ 桑折町役場,福島県,伊達郡桑折町,大字谷地,字道下２２-７

９６９-１７９２ 国見町役場,福島県,伊達郡国見町,大字藤田,字一丁田二２－１

９６９-１７９３ 藤田総合病院,福島県,伊達郡国見町,大字塚野目,字三本木１４

９６０-１４９２ 川俣町役場,福島県,伊達郡川俣町,字五百田,３０

９６９-１３９２ 大玉村役場,福島県,安達郡大玉村,玉井,字星内７０

９６９-０４９２ 鏡石町役場,福島県,岩瀬郡鏡石町,不時沼,３４５-

９６２-０５９２ 天栄村役場,福島県,岩瀬郡天栄村,大字下松本,字原畑７８

９６２-０６９２ 羽島湖高原レジーナの森 (株),福島県,岩瀬郡天栄村,大字羽鳥,字高戸屋３９番

９６８-０４９８ 只見町役場,福島県,南会津郡只見町,大字只見,字雨堤１０３９-

９６７-８５０１ 南会津町役場,福島県,南会津郡南会津町,田島,字後原甲３５３１-１

９６７-０６９２ 会津森林管理署南会津支署,福島県,南会津郡南会津町,山口,字村上８６７

９６６-０４８５ 北塩原村役場,福島県,耶麻郡北塩原村,大字北山,字姥ケ作３１５１

９６９-４４９５ 西会津町役場,福島県,耶麻郡西会津町,野沢,字下小屋上乙３２６１

９６９-３３９５ (株) シグマ会津工場,福島県,耶麻郡磐梯町,大字大谷,字日知坂６５９４-

９６９-３３９３ 日曹金属化学 (株) 会津工場,福島県,耶麻郡磐梯町,大字磐梯,１３７２

９６９-３３９２ 磐梯町役場,福島県,耶麻郡磐梯町,大字磐梯,字中ノ橋１８５５

９６９-３３９６ 磐梯リゾート開発 (株),福島県,耶麻郡磐梯町,大字更科,字清水平６８３８－６８

９６９-２６９６ ホテルリステル猪苗代,福島県,耶麻郡猪苗代町,川桁天王坂,２４１４

９６９-３１９２ 猪苗代町役場,福島県,耶麻郡猪苗代町,字城南,１００

９６９-６５９２ 会津坂下町役場,福島県,河沼郡会津坂下町,字市中三番甲,３６６２

９６９-６５９３ 坂下厚生総合病院,福島県,河沼郡会津坂下町,字逆水,１８５６

９６９-３５９３ 湯川村役場,福島県,河沼郡湯川村,大字清水田,字長瀞１８

９６９-６１９５ 会津美里町役場 本郷庁舎,福島県,大沼郡会津美里町,字北川原,４１-

９６９-６２９２ 会津美里町役場,福島県,大沼郡会津美里町,字新布才地,１

９６９-６４９５ 会津美里町役場 新鶴庁舎,福島県,大沼郡会津美里町,鶴野辺,字広町７４０

９６１-８５１１ 家畜改良センター,福島県,西白河郡西郷村,大字小田倉,字小田倉原１

９６１-８５０１ 西郷村役場,福島県,西白河郡西郷村,大字熊倉,字折口原４０

９６１-８６８６ 日本工機 (株) 白河製造所,福島県,西白河郡西郷村,大字長坂,字土生２－１

９６９-０１９７ イオナ インターナショナル (株) 福島工園,

９６９-０１９７ 福島県,西白河郡泉崎村,大字泉崎,字中核工業団地３９

９６１-０１９２ 中島村役場,福島県,西白河郡中島村,大字滑津,字中島西１１－１

９６９-０２９２ 福島県立 農業短期大学校,福島県,西白河郡矢吹町,一本木,４４６

９６９-０２９６ 矢吹町役場,福島県,西白河郡矢吹町,一本木,１０１

９６３-５６９２ 京セラ (株) 福島棚倉工場,福島県,東白川郡棚倉町,大字流,字中豊８８

９６３-６１９２ 棚倉町役場,福島県,東白川郡棚倉町,大字棚倉,字中居野３３

９６３-５１９２ 矢祭町役場,福島県,東白川郡矢祭町,大字東舘,字舘本６６

９６３-５４９３ ＪＡ福島厚生連 塙厚生病院,福島県,東白川郡塙町,大字塙,字大町１-５

９６３-５４９２ 塙町役場,福島県,東白川郡塙町,大字塙,字大町３-２１

９６３-７８９３ 石川町役場,福島県,石川郡石川町,字長久保,１８５－４

９６３-６３９２ 玉川村役場,福島県,石川郡玉川村,大字小高,字中畷９

９６３-８２９２ 平田村役場,福島県,石川郡平田村,大字永田,字広町３４

９６３-６２９２ 浅川町役場,福島県,石川郡浅川町,大字浅川,字背戸谷地１１２-の１５

９６３-７７９６ 三春町役場,福島県,田村郡三春町,字大町,１－２

９６３-３４９２ 小野町役場,福島県,田村郡小野町,大字小野新町,字舘廻９２-

９７９-０６９５ 東京電力 (株) 福島第二原子力発電所,福島県,双葉郡楢葉町,大字波倉,字小浜作１２

９７９-０６９６ 楢葉町役場,福島県,双葉郡楢葉町,大字北田,字鐘突堂５－６

９７９-１１９２ 富岡町役場,福島県,双葉郡富岡町,大字本岡,字王塚６２２－１

９７９-１３９２ 東京電力 (株） 福島第一原子力発電所,福島県,双葉郡大熊町,大字夫沢,字北原２２

９７９-１４９５ 双葉町役場,福島県,双葉郡双葉町,大字新山,字前沖２８-

９７９-１５９２ 浪江町役場,福島県,双葉郡浪江町,大字幾世橋,字六反田７－２

９７９-２７９２ 新地町役場,福島県,相馬郡新地町,谷地小屋,字樋掛田３０

９６０-１８９２ 飯舘村役場,福島県,相馬郡飯舘村,伊丹沢,字伊丹沢５８０－１




