
ふくしま県南地元企業説明会２０２０参加企業リスト（所在地別） 

７９社（令和元年１２月２７日現在） 

＊うち新規２３社 

◎白河市 

〈白河地区〉２８社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1 ○ 大政興業株式会社 総合建設業 白河市泉田 

2  株式会社ディーアンドエムホールディングス 情報通信機械器具製造業 白河市老久保 

3  株式会社石森製作所 製造業 白河市大坂山 

4  木村可鍛株式会社 輸送用機械器具製造業 白河市萱根 

5  株式会社朝日ラバー 製造業 白河市萱根 

6  日本機械技術株式会社 製造業 白河市借宿 

7  白河日東工器株式会社 電気機械器具製造販売業 白河市双石 

8  住友ゴム工業株式会社白河工場 製造業 白河市双石 

9  スズテック株式会社 建設業・電気工事業 白河市昭和町 

10  株式会社加藤螺子製作所 輸送用機械器具製造業 白河市白坂 

11 ○ 株式会社川金ダイカスト工業 輸送用機械器具製造業 白河市白坂 

12  株式会社サクラテック 製造業 白河市白坂 

13  中央精機株式会社白河工場 業務用機械器具製造 白河市白坂 

14  株式会社三谷精密 製造業 白河市白坂 

15 ○ 株式会社東北たまがわ クリーニング業 白河市白坂 

16  東北ポール株式会社白河工場 コンクリートポール・パイル製造業 白河市新白河 

17  株式会社昇栄 荷役梱包作業の請負、倉庫内作業 白河市新白河 

18  白河信用金庫 金融業 白河市新白河 

19 ○ 株式会社メフォス 給食委託行 白河市新白河 

20  株式会社あおき 葬祭業 白河市大 

21  株式会社共和建商 小売・レンタル業 白河市田島 

22  ブレードブレー株式会社 製造業 白河市立石 

23 ○ MGCフィルシート株式会社白河工場 プラスチックフィルム製造業 白河市豊地 

24  MGCエージレス株式会社 製造業 白河市豊地 

25 ○ 福島県南土建工業株式会社 建設業 白河市中田 

26  株式会社ディ・エム・シー白河工場 
タッチパネル製造及び周辺機

器販売 
白河市夏梨 

27 ○ 株式会社あっとリフォーム 住宅リフォーム業 白河市大 

28 〇 須賀川瓦斯株式会社 小売業 白河市結城 

 



〈表郷地区〉２社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  天馬株式会社新白河工場 プラスチック製造販売 白河市表郷 

2  アズビル金門エナジープロダクツ株式会社 製造業 白河市表郷 

 

〈大信地区〉３社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1 ○ 株式会社ＹＳＫ 製造 白河市大信 

2  有限会社ダイトー製作所 製造業 白河市大信 

3 ○ 株式会社光陽社 製造業 白河市大信 

 

〈ひがし地区〉５社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  日本果実加工株式会社白河工場 清涼飲料水製造業 白河市東 

2 ○ 株式会社ニッタ冷熱工業 製造業 白河市東 

3  株式会社キャスト 鉄鋳物製造販売 白河市東 

4 ○ 日本金属株式会社福島工場 金属製品製造業 白河市東 

5  日本パッキング工業株式会社 製造業 白河市東工業団地 

 

◎西郷村 ７社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  信越半導体株式会社白河工場 電気機械器具製造業 西郷村小田倉 

2 ○ 大電産業株式会社 卸売業（エンジニアリング商社） 西郷村小田倉 

3  株式会社杉村製作所 製造 西郷村小田倉 

4  白河オリンパス株式会社 医療器機製造 西郷村小田倉 

5  東陽電気工事株式会社 電気工事業 西郷村道南西 

6 ○ 株式会社日東発條 製造 西郷村羽太 

7 ○ MGCエレクトロテクノ株式会社 製造業 西郷村米 

 

◎泉崎村 ５社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  明星電気株式会社白河工場 製造業 泉崎村泉崎 

2  株式会社スズミ 金属製品製造業 泉崎村泉崎 

3  株式会社フジ機工 製造業 泉崎村泉崎 

4 ○ 有限会社藤製作所 金属加工 泉崎村泉崎 

5  株式会社 DNP テクノパック 印刷 泉崎村泉崎中核工業団地  

 



◎中島村 ２社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  株式会社髙野工業 プラスチック加工製造業 中島村滑津 

2  富士工業株式会社 レンジフード製造業 中島村滑津 

 

◎矢吹町 ６社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  鮫川運送株式会社 運送業、倉庫業 矢吹町赤沢 

2  バルサン株式会社 製造業 矢吹町中畑 

3  ティエフオー株式会社福島工場 自動車部品等の製造業 矢吹町西長峰 

4  株式会社エースパック福島矢吹工場 製造業 矢吹町堰の上 

5  協栄サーキットテクノロジ株式会社 プリント配線板製造 矢吹町堰の上 

6  株式会社大和三光製作所 工業用乾燥機製造業 矢吹町堰の上 

 

◎棚倉町 ７社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1 ○ 株式会社シーズ 製造業、小売業 棚倉町流 

2  
ユニ・チャームプロダクツ株式会社 グローバル生

産本部 福島工場 
製造（紙オムツ、生理用品等） 棚倉町金沢内 

3  株式会社藤建技術設計センター 測量・設計・コンサルタント 棚倉町棚倉 

4  東洋シャフト株式会社 製造業 棚倉町棚倉 

5  高田産商株式会社 
総合建設資材販売、専門工事

の設計・施工（鉄骨・屋根他） 
棚倉町棚倉 

6  藤田建設工業株式会社 建設業 棚倉町棚倉 

7  日本精工株式会社福島工場 軸受の製造 棚倉町堤 

 

◎矢祭町 ６社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  矢祭建設株式会社 建設業 矢祭町内川 

2 ○ 株式会社東白川ファーム 畜産業（養豚） 矢祭町上関河内 

3  SMC 株式会社矢祭事業所 製造業 矢祭町小田川 

4 ○ 株式会社押田製材所 製材及び木材建材住設機器の販売 矢祭町東館 

5  有限会社矢祭自動車整備工場 自動車販売・修理 矢祭町小田川 

6  日本琺瑯釉薬株式会社 
窯業（ガラスフリットの開発・

製造） 
矢祭町下関河内 

 

 

 



◎塙町 ５社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1  岡本工業株式会社精密加工事業部塙工場 製造業 塙町伊香 

2  株式会社オーゼキ 製造業 塙町植田 

3 ○ 株式会社松栄商事 運送、製材、素材生産 塙町常世北野 

4  協和木材株式会社 製材業 塙町西河内 

5 ○ 深谷建設株式会社 建設業 塙町塙大町 

 

◎鮫川村 ３社 

No 新規 企業名 業種 所在地 

1 ○ 株式会社センワ 縫製業 鮫川村赤坂中野 

2  関根軌道工業株式会社 建設業 鮫川村西山 

3 ○ 鮫川器機株式会社 光学機器製造業 鮫川村渡瀬 

 


