
非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

1 （株）オオクラ／ハウスクリーンセンター大倉 白河市 みさか 清掃サービス

2 （有）つたや商店 白河市 みさか 日用雑貨店

3 学研みさか教室 白河市 みさか 学習・進学塾

4 白河南学習教室 白河市 みさか 学習・進学塾

5 スカイリユース 白河市 みさか 分類不能

6 聖教新聞白河販売店 白河市 みさか 新聞販売店

7 整体院カルナ 白河市 みさか 各種療術

8 創栄学園 白河市 みさか 学習・進学塾

9 美容室ファイン 白河市 みさか 美容院

10 ヘアーハウス星の庭 白河市 みさか 美容院

11 恵比根洋品店 白河市 愛宕町 洋品店

12 小崎内科医院 白河市 愛宕町 内科

13 小島魚店 白河市 愛宕町 海産物

14 三省堂医院 白河市 愛宕町 眼科

15 タイム 白河市 愛宕町 スナック

16 三森歯科医院 白河市 愛宕町 医療関連サービス

17 あい調剤薬局／旭店 白河市 旭町 薬局

18 あさひ鍼灸治療室 白河市 旭町 各種療術

19 伊藤雑貨店 白河市 旭町 日用雑貨店

20 菅野倉庫 白河市 旭町 倉庫

21 菊池味噌店 白河市 旭町 砂糖・味そ・しょう油販売

22 鈴木多一商店 白河市 旭町 米屋

23 すずき理美容室 白河市 旭町 美容院

24 つかだ整骨院 白河市 旭町 各種療術

25 福島県農業共済組合白河家畜診療センター 白河市 旭町 動物病院

26 ポパイ理容 白河市 旭町 理容店

27 毎日民報白河東販売センター 白河市 旭町 新聞販売店

28 松浦牛乳販売店 白河市 旭町 処理牛乳・乳飲料製造

29 山崎太鼓店 白河市 旭町 楽器店

30 （有）奈良屋呉服店 白河市 一番町 呉服店

31 ＰＣ事務ヘルプ 白河市 一番町 速記・ワープロ入力

32 阿部提灯店 白河市 一番町 うちわ・扇子・ちょうちん

33 うすい畳店 白河市 一番町 畳

34 水野耳鼻咽喉科医院 白河市 一番町 耳鼻咽喉科

35 （有）藤田燃料店 白河市 栄町 燃料店

36 佐々木家畜病院 白河市 栄町 動物病院

37 間島Ｓ．Ｃ 白河市 栄町 建築工事

38 角金旅館 白河市 円明寺 旅館

39 デイサービスセンターひまわり 白河市 円明寺 訪問介護

40 ひまわり介護サービス 白河市 円明寺 訪問介護

41 鷲尾理容所 白河市 円明寺 理容店

42 （株）東北装美／白河事業所 白河市 塩路山 ビルメンテナンス

43 （有）宗像商事 白河市 横町 医療用品販売

44 石井農機具店 白河市 横町 一般産業用機械・装置製造

45 カーブス白河駅前店 白河市 横町 フィットネスクラブ

46 さくら薬局／横町店 白河市 横町 薬局

47 サンドラッグ白河横町店 白河市 横町 ドラッグストア

48 関医院 白河市 横町 医院・診療所

49 益子司法書士事務所 白河市 横町 司法書士事務所



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

50 オオリンメンテナンス 白河市 会津町 清掃サービス

51 かねうち食堂 白河市 会津町 飲食店

52 クニイ模型 白河市 会津町 装身具・装飾品製造

53 三英堂事務機（株）／白河支店 白河市 会津町 事務用機器販売

54 ジャパンケア白河 白河市 会津町 訪問介護

55 白河歯科クリニック 白河市 会津町 歯科

56 白河労務管理事務所 白河市 会津町 社会保険労務士事務所

57 関口分店 白河市 会津町 食料品店

58 高山労務管理コンサルタンツ事務所 白河市 会津町 社会保険労務士事務所

59 津島保険事務所 白河市 会津町 各種保険

60 東北総合鑑定所 白河市 会津町 不動産鑑定

61 琲珈船 白河市 会津町 珈琲店

62 福島交通（株）／白河営業所 白河市 会津町 チケット類売買

63 福島交通観光（株）／白河営業所 白河市 会津町 チケット類売買

64 （有）皆川自動車ガラス／白河支店 白河市 外薄葉 建築材料店

65 ＳＵＧＡＺＯらーめん 白河市 外薄葉 ラーメン店

66 いこいの里 白河市 外薄葉 訪問介護

67 千葉医院 白河市 外薄葉 医院・診療所

68 めぐみ薬局／北店 白河市 外薄葉 薬局

69 （株）太陽自動車工業 白河市 郭内 自動車部品用品店

70 （有）カイセイクリニックワーク 白河市 郭内 薬局

71 （有）トップ塗装 白河市 郭内 リフォーム

72 （有）ヤブキ測量設計事務所 白河市 郭内 設計サービス

73 アールシービーグラムスパイス 白河市 郭内 美容院

74 安藤設計室 白河市 郭内 建築設計

75 一品香 白河市 郭内 中華料理店

76 内田宜枝司法書士事務所 白河市 郭内 行政書士事務所

77 岡崎耳鼻咽喉科医院 白河市 郭内 耳鼻咽喉科

78 草野司法書士事務所 白河市 郭内 司法書士事務所

79 コベツ教室ＳＴＥＰ 白河市 郭内 学習・進学塾

80 志お美 白河市 郭内 お茶漬・にぎりめし屋

81 田口医院 白河市 郭内 胃腸科・消化器科

82 たんぽぽサロン 白河市 郭内 分類不能

83 つきじ 白河市 郭内 割ぽう料理店

84 ドルフィン 白河市 郭内 スナック

85 橋本登行法律事務所 白河市 郭内 法律事務所

86 パチンコジャンボワン 白河市 郭内 パチンコ店

87 パチンコパートツー 白河市 郭内 パチンコ店

88 パラダイス 白河市 郭内 キャバレー

89 美容室エクイリブリオ 白河市 郭内 美容院

90 福島県県中児童相談所白河相談室 白河市 郭内 保健所

91 みちのく 白河市 郭内 シティーホテル

92 ゆう工房 白河市 郭内 カルチャー教室

93 夢人 白河市 郭内 スナック

94 ワイズコレクション 白河市 郭内 カフェ

95 渡辺バッテリー 白河市 郭内 自動車修理

96 （有）十文字自動車興業 白河市 萱根 自動車修理

97 大清水食堂 白河市 萱根 飲食店
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98 カスタムレボリューション 白河市 萱根 オートバイ製造

99 鈴木勉建具店 白河市 萱根 建具製造

100 セツコ美容室 白河市 萱根 美容院

101 ページワン白河店 白河市 萱根 タイヤ製造・販売

102 ライブハウス・レストランＲ＆Ｂ 白河市 萱根 演芸場

103 小林洋品店 白河市 勘定町 洋品店

104 その美容院 白河市 勘定町 美容院

105 天神町／デイサービスセンター 白河市 勘定町 訪問介護

106 月見荘 白河市 関川窪 下宿

107 （株）オサキ／福島営業所 白河市 関辺 機械工具販売

108 （株）グッドワーク 白河市 関辺 分類不能

109 （株）ヨシケイ福島／白河営業所 白河市 関辺 配達飲食サービス

110 （有）協輪 白河市 関辺 商社

111 金澤商店セルフ関辺ＳＳ 白河市 関辺 ガソリンスタンド

112 小林設備 白河市 関辺 水道衛生工事・保守

113 佐川果樹園直売所 白河市 関辺 果樹園

114 白河富士電機商会 白河市 関辺 家電店

115 セブン－イレブン／白河関辺店 白河市 関辺 コンビニエンスストア

116 ゼロワン 白河市 関辺 自動車販売店

117 大和工務店 白河市 関辺 建設

118 高松電工 白河市 関辺 電気工事

119 武田労務管理事務所 白河市 関辺 社会保険労務士事務所

120 たちばな 白河市 関辺 すし屋

121 友栄塗装（株） 白河市 関辺 金属製品塗装

122 中川電設 白河市 関辺 電気工事

123 ニッコーシ（株）／白河事業所 白河市 関辺 電気機器製造

124 早山板金工業 白河市 関辺 建築工事

125 ひまわり歯科医院 白河市 関辺 歯科

126 ビューティーサロン幹 白河市 関辺 美容院

127 福島パルス電子 白河市 関辺 電気機器製造

128 不二精工（株）／白河工場 白河市 関辺 自動車部品用品

129 ヘアーハウスミヤコ 白河市 関辺 美容院

130 まるやま歯科医院 白河市 関辺 歯科

131 みんなの広場つくしんぼ 白河市 関辺 食料品店

132 矢内工務店 白河市 関辺 建築工事

133 ゆり美容室 白河市 関辺 美容院

134 理容コイデ 白河市 関辺 理容店

135 ローソン／白河関辺店 白河市 関辺 コンビニエンスストア

136 南湖ゴルフセンター（有） 白河市 丸小山 ゴルフ練習場

137 （株）ＫＳ企画 白河市 旗宿 園芸サービス

138 白河の関ペット公園墓地 白河市 旗宿 ペット霊園・葬祭

139 松沢農林 白河市 旗宿 林業

140 キャロル 白河市 鬼越 美容院

141 原園芸 白河市 鬼越 園芸店

142 （株）エマプロモーション 白河市 鬼越道下 芸能プロダクション

143 （株）カワセパーツアシスト 白河市 久田野 機械・機械部分品製造

144 （有）佐藤シエルモールド 白河市 久田野 金属加工業

145 （有）総合インテリア企画施工白河内装 白河市 久田野 内装工事
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146 （有）南東北販売 白河市 久田野 機械工具販売

147 （有）山崎自動車工業 白河市 久田野 自動車販売店

148 アイディアル 白河市 久田野 美容院

149 岩竹塗装（有） 白河市 久田野 塗装工事

150 大花商店 白河市 久田野 酒屋

151 お好み焼ハウスなな 白河市 久田野 お好み焼き・焼きそば・たこ焼店

152 金田珠算塾 白河市 久田野 そろばん塾

153 河野商店 白河市 久田野 ガソリンスタンド

154 久田野車輌 白河市 久田野 金属加工業

155 鼓 白河市 久田野 飲食店

156 シアター 白河市 久田野 中華料理店

157 白河電化ショップ 白河市 久田野 家電店

158 セイホクパッケージ（株）／白河営業所 白河市 久田野 紙製品製造

159 セブン－イレブン／白河久田野店 白河市 久田野 コンビニエンスストア

160 美咲 白河市 久田野 スナック

161 メガネのアイランド 白河市 久田野 めがね屋

162 伊東古銭堂 白河市 金屋町 チケット類売買

163 宮尾美容室 白河市 金屋町 エステティック

164 エスエス工業 白河市 金子平 建築材料店

165 （株）アクティオ／白河営業所 白河市 金勝寺 建設機器レンタル

166 いずみ代行白河 白河市 金勝寺 運転代行

167 片山商店 白河市 金勝寺 たばこ

168 さいとうハイツ 白河市 金勝寺 貸アパート

169 ひまわり居宅介護支援事業所 白河市 金勝寺 訪問介護

170 ほぐしま専科白河店 白河市 金勝寺 エステティック

171 佐藤酒魚店 白河市 金勝寺東 酒屋

172 ＫＡＭＩＹＵＨＩ 白河市 金鈴 美容院

173 アザレ化粧品ベリィサロン 白河市 結城 化粧品販売

174 小河原塗装店 白河市 結城 分類不能

175 かたの歯科医院 白河市 結城 歯科

176 白河三晃（株） 白河市 結城 建築工事

177 白河テント商会 白河市 結城 インテリア店

178 福島県電気工事工業組合福島電気安全サービス白河 白河市 結城 技術サービス

179 マードラッグ 白河市 結城 薬局

180 よしだ内科クリニック 白河市 結城 内科

181 （株）ＦＰソリューション 白河市 古高山 各種保険

182 （株）サイトウトイシ／福島営業所 白河市 古高山 研磨材製造

183 （有）大高石材 白河市 古高山 石工品製造

184 （有）塩田建設 白河市 古高山 建設

185 （有）白河ユニケア／本社 白河市 古高山 訪問介護

186 （有）山寿 白河市 古高山 機械工具販売

187 エースワーカー 白河市 古高山 運送

188 エンゼルケア 白河市 古高山 家事サービス

189 おたからや新白河店 白河市 古高山 貴金属・宝石販売

190 さつき美容室 白河市 古高山 美容院

191 須藤純良行政書士事務所 白河市 古高山 行政書士事務所

192 電商 白河市 古高山 分類不能

193 やざわ薬局 白河市 古高山 薬局
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194 ルーブル美容室 白河市 古高山 美容院

195 （有）県南リサイクル 白河市 五番町川原 ごみ処分

196 （有）小峯電機 白河市 五番町川原 通信機器

197 （有）みちのくハウス 白河市 五番町川原 建設

198 ＴＭＣＡＲＮＥＴ 白河市 五番町川原 中古車販売店

199 伊東建設 白河市 五番町川原 建設

200 エスジェイトレーディング 白河市 五番町川原 車の買取・査定

201 カネイチ物産（有） 白河市 五番町川原 飲食料品販売

202 白河地区浄化槽管理協会 白河市 五番町川原 清掃サービス

203 玉木自動車整備工場 白河市 五番町川原 自動車整備

204 広田設備工業所 白河市 五番町川原 水道衛生工事・保守

205 藤田記念館 白河市 五郎窪 博物館・美術館

206 いしや旅館 白河市 向寺 旅館

207 斎藤理容所 白河市 向寺 理容店

208 鈴木治療院 白河市 向寺 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

209 えーび 白河市 向新蔵 スナック

210 御伴 白河市 向新蔵 お好み焼き・焼きそば・たこ焼店

211 さつき 白河市 向新蔵 飲食店

212 十文字マッサージ 白河市 向新蔵 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

213 杉山米店 白河市 向新蔵 米屋

214 スナックすてっぷ 白河市 向新蔵 スナック

215 スナック林 白河市 向新蔵 スナック

216 中央衛生社 白河市 向新蔵 清掃サービス

217 土橋食堂 白河市 向新蔵 飲食店

218 のん 白河市 向新蔵 居酒屋

219 廣鮨 白河市 向新蔵 すし屋

220 ポニー 白河市 向新蔵 スナック

221 紫 白河市 向新蔵 スナック

222 山崎商店 白河市 向新蔵 たばこ

223 遊遊 白河市 向新蔵 スナック

224 夢スナック 白河市 向新蔵 スナック

225 ＥＤＥＮ 白河市 高山 分類不能

226 Ｐ．Ｆ東和 白河市 高山 分類不能

227 栄楽 白河市 高山 中華料理店

228 オフハウス新白河店 白河市 高山 リサイクルショップ

229 カットサロンちゃきちゃき 白河市 高山 理容店

230 小林電気玩具店 白河市 高山 おもちゃ屋

231 ザ・ゴールド新白河店 白河市 高山 貴金属・宝石販売

232 スナックｙｕｒｉ 白河市 高山 スナック

233 美容室サブリナフェア新白河店 白河市 高山 美容院

234 ファド企画 白河市 高山 商社

235 ファミリーマート／白河高山店 白河市 高山 コンビニエンスストア

236 ヘアーロードウィード 白河市 高山 美容院

237 （株）石井工務店／白河展示場 白河市 高山西 建築工事

238 福島テレビハウジングプラザ白河 白河市 高山西 住宅販売店

239 早坂歯科医院 白河市 合戦坂 歯科

240 理容荒井 白河市 合戦坂 理容店

241 （株）諸根塗装 白河市 宰領町 塗装工事



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

242 ジェイイング美容室 白河市 宰領町 美容院

243 橋本ラヂエター商会 白河市 宰領町 自動車整備

244 三森運送 白河市 細工町 運送

245 クチュールたむら 白河市 桜町 洋裁店

246 小島書道教室 白河市 桜町 書道教室

247 筒井雑貨店 白河市 桜町 日用雑貨店

248 富山商店 白河市 桜町 海産物

249 花工房ふう香 白河市 桜町 花屋

250 川口美容室 白河市 三番町 美容院

251 宝伸会 白河市 三番町 学習・進学塾

252 松竹理容室 白河市 三本松 理容店

253 池田工務店 白河市 三本松山 建築工事

254 アサヒ理容館 白河市 四ツ谷 訪問介護

255 金山屋菓子店 白河市 寺小路 菓子屋

256 ソワール美容室 白河市 寺小路 美容院

257 アイエス総合保険 白河市 借宿 各種保険

258 セブン－イレブン／白河借宿店 白河市 借宿 コンビニエンスストア

259 谷乃越 白河市 借宿 食料品製造

260 公文式図書館前教室 白河市 手代町 学習・進学塾

261 シャンプーガール 白河市 手代町 美容院

262 二宮三寿畳店 白河市 手代町 畳

263 （有）五箇アグリ 白河市 舟田 農業用器具製造

264 （株）サポートシステム 白河市 十文字 労働者派遣

265 （株）スリーエスサービス 白河市 十文字 不動産売買

266 （有）東北制御 白河市 十文字 工業計器製造

267 菊地綿店 白河市 巡り矢 寝具店

268 デイサービスセンターせせらぎ通り 白河市 巡り矢 訪問介護

269 みもり商店 白河市 巡り矢 日用品雑貨製造

270 有賀菓子店 白河市 女石 菓子屋

271 （株）東リース／白河営業所 白河市 小田川 レンタル店

272 （有）パール交通観光 白河市 小田川 観光バス

273 小松石材工業（有）／白河工場 白河市 小田川 石工品製造

274 セブン－イレブン／白河小田川店 白河市 小田川 コンビニエンスストア

275 第一商会 白河市 小田川 自動車部品用品店

276 高瀬観光白河営業所 白河市 小田川 観光案内

277 北辰通商（株）／白河営業所 白河市 小田川 レンタル店

278 北海紙管（株）／福島工場泉崎事業所 白河市 小田川 紙製品製造

279 矢吹理美容室 白河市 小田川 美容院

280 やまぐち 白河市 小田川 理容店

281 （株）柏屋／白河柏屋 白河市 昭和町 菓子屋

282 （株）白河石油 白河市 昭和町 ガソリンスタンド

283 （株）優衣 白河市 昭和町 訪問介護

284 （有）安澤商店 白河市 昭和町 自動車中古部品販売

285 あひるの洗たく屋さんヨークベニマル昭和町 白河市 昭和町 クリーニング

286 大高酒店 白河市 昭和町 酒屋

287 大高整形外科 白河市 昭和町 整形外科

288 大原米肥店 白河市 昭和町 化学肥料製造

289 海鮮処浜のや 白河市 昭和町 魚料理店



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

290 鹿島学園高等学校白河キャンパス 白河市 昭和町 高等学校

291 片倉医院産科婦人科 白河市 昭和町 産婦人科

292 かどや第二／昭和町店 白河市 昭和町 焼き鳥店

293 加美屋食料品店 白河市 昭和町 食料品店

294 神山商店 白河市 昭和町 金物屋

295 カラオケＢａｎＢａｎ白河昭和町店 白河市 昭和町 カラオケボックス

296 君島組 白河市 昭和町 とび工事

297 牛角白河店 白河市 昭和町 焼肉店

298 共栄不動産 白河市 昭和町 不動産売買

299 京屋 白河市 昭和町 呉服店

300 クレバリーホーム白河店 白河市 昭和町 建設

301 クローバー 白河市 昭和町 理容店

302 近藤建具店 白河市 昭和町 建具製造

303 ザ・ダイソーヨークベニマル白河昭和町店 白河市 昭和町 １００円ショップ

304 白河遊技業組合 白河市 昭和町 パチンコ店

305 潜泉 白河市 昭和町 中華料理店

306 だるま整骨院 白河市 昭和町 各種療術

307 つかさ理容 白河市 昭和町 理容店

308 デニーズ白河昭和町店 白河市 昭和町 ファミリーレストラン

309 東北労働金庫／白河支店 白河市 昭和町 労働金庫

310 とみや食堂 白河市 昭和町 飲食店

311 ヒーローズ白河校 白河市 昭和町 学習・進学塾

312 ビジネスホテルムトウ 白河市 昭和町 シティーホテル

313 美容プラージュ白河店 白河市 昭和町 美容院

314 ビリヤード＆ダーツキュースター 白河市 昭和町 スポーツ施設

315 ヘアーサロンヤナギ 白河市 昭和町 美容院

316 ホワイト急便／昭和町店 白河市 昭和町 クリーニング

317 マルタ 白河市 昭和町 スナック

318 民間救急警備（株）／白河営業所 白河市 昭和町 警備

319 モスバーガー白河昭和町店 白河市 昭和町 ファーストフード

320 焼肉ムトウ 白河市 昭和町 韓国料理店

321 山本歯科医院 白河市 昭和町 歯科

322 理容プラージュ白河店 白河市 昭和町 理容店

323 ルボヌール美容室白河店 白河市 昭和町 美容院

324 ワンランドケア白河 白河市 昭和町 訪問介護

325 松見屋商店 白河市 松並 しょう油製造

326 シゲルプラス 白河市 上ノ原 美容院

327 日栄地質測量設計（株）／白河営業所 白河市 上ノ原 設計サービス

328 大竹民栄ヴァイオリン教室 白河市 上ノ台 バイオリン教室

329 特別養護老人ホーム／在宅介護支援センター 白河市 新夏梨 専門サービス

330 （株）酒のやまや／白河店 白河市 新高山 酒屋

331 ＬＵＣＩＡ 白河市 新高山 エステティック

332 カギの生活救急車ＪＢＲ 白河市 新高山 金物類製造

333 ガスト白河店 白河市 新高山 ファミリーレストラン

334 ザ・ダイソーメガステージ白河店 白河市 新高山 １００円ショップ

335 サイゼリヤメガステージ白河店 白河市 新高山 イタリア料理店

336 ジェイムズ英会話白河校 白河市 新高山 英会話教室

337 シュープラザメガステージ白河店 白河市 新高山 くつ店



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

338 水道・水まわりのトラブルサービス水の生活救急車 白河市 新高山 分類不能

339 セガワールド白河 白河市 新高山 ゲームセンター

340 ソフトバンク新白河 白河市 新高山 携帯電話

341 ちゃあしゅう屋新白河店 白河市 新高山 ラーメン店

342 菜々家メガステージ白河店 白河市 新高山 飲食店

343 ネッツトヨタノヴェルふくしま（株）／白河店 白河市 新高山 自動車整備

344 ハッピーカットファミリア白河店 白河市 新高山 美容院

345 パレットプラザメガステージ白河店 白河市 新高山 写真現像・焼付

346 ピザハットメガステージ白河店 白河市 新高山 ピザ専門店

347 文教堂書店新白河店 白河市 新高山 本屋

348 マツモトキヨシ・メガステージ白河店 白河市 新高山 ドラッグストア

349 ミスタードーナツ白河ショップ 白河市 新高山 ファーストフード

350 リブ美容室 白河市 新高山 美容院

351 （有）柴田屋燃料店 白河市 新蔵町 燃料店

352 安部歯科医院 白河市 新蔵町 歯科

353 クリスタル 白河市 新蔵町 パブ

354 鈴木紋章ネーム店 白河市 新蔵町 刺しゅう

355 スナックニーニャ 白河市 新蔵町 スナック

356 富川屋本家染物店 白河市 新蔵町 洗張・染物

357 ビジネスホテル中川 白河市 新蔵町 シティーホテル

358 みどり 白河市 新蔵町 居酒屋

359 （株）アイティエス 白河市 新白河 通信機器

360 （株）アクツ技研／新白河工場 白河市 新白河 電気機器製造

361 （株）エールコーポレーション 白河市 新白河 分類不能

362 （株）エムティーアンドエス 白河市 新白河 ソフトウェア

363 （株）企業情報研究所／白河営業所 白河市 新白河 広告代理

364 （株）郡山塗装／白河支店 白河市 新白河 塗装工事

365 （株）さくらエージェンシー 白河市 新白河 分類不能

366 （株）白河保険設計事務所 白河市 新白河 各種保険

367 （株）ビック 白河市 新白河 貸アパート

368 （株）メイゼックス／白河営業所 白河市 新白河 労働者派遣

369 （有）小河原建設 白河市 新白河 建設

370 （有）新白河玉屋商店 白河市 新白河 たばこ

371 （有）新白河不動産開発 白河市 新白河 不動産売買

372 （有）第一不動産 白河市 新白河 不動産売買

373 （有）人見電設 白河市 新白河 電気工事

374 ｃａｎｏｎ 白河市 新白河 分類不能

375 ＣＬＵＢＤＩＡＮＡ 白河市 新白河 分類不能

376 ＥＩＳＵ学園河合サテライトネットワーク白河校 白河市 新白河 学習・進学塾

377 ｈａｎａｒｅ 白河市 新白河 美容院

378 ＪＯＹ 白河市 新白河 スナック

379 ＪＵＪＵ 白河市 新白河 分類不能

380 ＪＵＮデンタルクリニック 白河市 新白河 歯科

381 ＫＡＴＥＫＹＯ学院白河駅前校 白河市 新白河 学習・進学塾

382 ＬＥＣｌｕｂ 白河市 新白河 分類不能

383 ＮＨＫ白河報道室 白河市 新白河 放送

384 Ｒｉｎｇｓ 白河市 新白河 理容店

385 Ｚｏｏ 白河市 新白河 スナック



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
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386 阿亀 白河市 新白河 お好み焼き・焼きそば・たこ焼店

387 味広 白河市 新白河 日本料理店

388 アリュル 白河市 新白河 バー・クラブ

389 アンティーク 白河市 新白河 分類不能

390 一休庵とんかつ居酒屋 白河市 新白河 とんかつ料理店

391 一心 白河市 新白河 飲食店

392 ヴィジェイ・マハル 白河市 新白河 カレー料理店

393 ウィル 白河市 新白河 スナック

394 植田電機（株）／白河営業所 白河市 新白河 電気機器販売店

395 エース 白河市 新白河 スナック

396 岡田電気産業（株） 白河市 新白河 電設資材

397 カーサホテル新白河 白河市 新白河 ビジネスホテル

398 かいがきょうしつリベラ 白河市 新白河 美術教室

399 カイロス 白河市 新白河 バー・クラブ

400 カギ救急サービス２４ 白河市 新白河 金庫製造

401 学研教室新白河教室 白河市 新白河 学習・進学塾

402 綺羅 白河市 新白河 スナック

403 クリーニングショップバルーン 白河市 新白河 クリーニング

404 クリーニング専科新白河店 白河市 新白河 クリーニング

405 くろべえ 白河市 新白河 分類不能

406 こやなぎ進学塾 白河市 新白河 学習・進学塾

407 菜華軒 白河市 新白河 ラーメン店

408 サイクル工房ＢＢ 白河市 新白河 分類不能

409 サファイア 白河市 新白河 スナック

410 サンデンタルクリニック 白河市 新白河 歯科

411 シャンソン化粧品 白河市 新白河 エステティック

412 焼喜亭 白河市 新白河 焼肉店

413 食のよろずやごちや 白河市 新白河 居酒屋

414 白河井戸ボーリング（株）／白河支店 白河市 新白河 さく井工事

415 白河公証役場 白河市 新白河 公証人役場

416 白河たばこ販売協組 白河市 新白河 たばこ

417 白河花子 白河市 新白河 花屋

418 新白河歯科口腔外科医療クリニック 白河市 新白河 歯科

419 鈴木司法書士事務所 白河市 新白河 司法書士事務所

420 スタイルサーフ 白河市 新白河 スポーツ用品店

421 ずっときれい 白河市 新白河 エステティック

422 スナック典華 白河市 新白河 スナック

423 スナックローズ 白河市 新白河 スナック

424 セキネダンススクール新白河校 白河市 新白河 ダンス教室

425 瀬里奈 白河市 新白河 スナック

426 ダイニング心 白河市 新白河 すし屋

427 だいらく歯科クリニック 白河市 新白河 歯科

428 高田総合保険事務所 白河市 新白河 各種保険

429 高山歯科医院 白河市 新白河 歯科

430 滝不動産 白河市 新白河 不動産売買

431 中国気功整体院 白河市 新白河 各種療術

432 ディーバス 白河市 新白河 スナック

433 東部液化石油（株）／郡山支店白河営業所 白河市 新白河 燃料店
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434 東北ミサワホーム（株）／福島支店 白河市 新白河 住宅販売店

435 東洋鍼灸院 白河市 新白河 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

436 鳥こまち 白河市 新白河 焼き鳥店

437 ナイトライフ 白河市 新白河 スナック

438 野村貫成堂クリニック 白河市 新白河 医院・診療所

439 野村治療院 白河市 新白河 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

440 はなたれ 白河市 新白河 バー・クラブ

441 花の香 白河市 新白河 スナック

442 バリ式エステグリース 白河市 新白河 エステティック

443 バリューライフコミュニケーション（株） 白河市 新白河 各種保険

444 ビッグボーイ白河店 白河市 新白河 ファミリーレストラン

445 ピュア 白河市 新白河 スナック

446 美容室わたなべ 白河市 新白河 美容院

447 ひより居宅介護支援事業所 白河市 新白河 訪問介護

448 ひよりホームヘルパーステーション 白河市 新白河 訪問介護

449 ファミリーマート／新白河一丁目店 白河市 新白河 コンビニエンスストア

450 風雲児醤 白河市 新白河 ラーメン店

451 福島県家庭教師協会白河事務局 白河市 新白河 家庭教師

452 ふくろう整骨院 白河市 新白河 各種療術

453 ブックオフ白河店 白河市 新白河 古本屋

454 ブティックすずゑ 白河市 新白河 ブティック

455 プロタイムズ白河店 白河市 新白河 リフォーム

456 ヘアーサロンレディレディ 白河市 新白河 美容院

457 ベスト個別学院／新白河第二教室 白河市 新白河 学習・進学塾

458 ペットサロンルアンジュ 白河市 新白河 ペット美容室

459 ホテルルートイン新白河駅東 白河市 新白河 シティーホテル

460 ポラリス動物病院 白河市 新白河 動物病院

461 マキ美容院 白河市 新白河 美容院

462 マクドナルド２８９新白河店 白河市 新白河 ファーストフード

463 みどり理容所 白河市 新白河 理容店

464 みなかみ法律事務所 白河市 新白河 法律事務所

465 三益半導体工業（株）／白河営業所 白河市 新白河 計量器製造

466 ミミプラザ新白河店 白河市 新白河 医療用機器販売

467 矢上酒店 白河市 新白河 酒屋

468 ヤクルト新白河センター 白河市 新白河 飲食料品販売

469 洋服の青山白河店 白河市 新白河 紳士服店

470 養老乃瀧新白河店 白河市 新白河 居酒屋

471 ラーメンいげたや 白河市 新白河 ラーメン店

472 ラウンジチック 白河市 新白河 スナック

473 リサイクルショップすずらん 白河市 新白河 リサイクルショップ

474 理容室うすい 白河市 新白河 理容店

475 レオパレスパートナーズ白河店 白河市 新白河 不動産売買

476 六番車 白河市 新白河 飲食店

477 わたなべ内科医院 白河市 新白河 内科

478 ワビスケ 白河市 新白河 スナック

479 （有）鈴木商会／白河営業所 白河市 真舟 木材加工機械製造

480 かずい美容室 白河市 真舟 美容院

481 しらいし書道塾真舟教室 白河市 真舟 書道教室



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

482 鈴木内張店 白河市 真舟 自動車整備

483 ソシアル南湖 白河市 菅生舘 分類不能

484 パブレストラン丘 白河市 菅生舘 飲食店

485 ファーストレディクラブ 白河市 菅生舘 エステティック

486 カット・サロン・ウスイ 白河市 瀬戸原 理容店

487 白河はり・きゅう治療院 白河市 瀬戸原 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

488 パワーストーン・サラサ 白河市 西三坂 輸入雑貨ショップ

489 近藤種苗店 白河市 西三坂山 園芸店

490 高橋商店 白河市 西三坂山 飲食料品販売

491 Ｋ・Ｓヘアーサロン 白河市 西大沼 理容店

492 小松石材工業（有）／白河西大沼店 白河市 西大沼 石工品製造

493 マツダオートザム新白河 白河市 西大沼 自動車販売店

494 ミニストップ白河西大沼店 白河市 西大沼 コンビニエンスストア

495 （有）鈴源建設 白河市 泉田 建設

496 ＰｏｗｅｒＳｔｏｎｅＳｈｏｐＭＩＮＭＩ 白河市 泉田 宝石・貴金属店

497 エボレックス福島 白河市 泉田 自動車部品用品

498 鹿島石材 白河市 泉田 石工品製造

499 協和ボーリング（株）／白河支店 白河市 泉田 地質調査

500 熊田建具店 白河市 泉田 建具製造

501 白岩自動車鈑金 白河市 泉田 自動車修理

502 白河設備設計事務所 白河市 泉田 設計サービス

503 東白商事（株）／白河支店 白河市 泉田 燃料店

504 トヨタ部品福島共販（株）／白河営業所 白河市 泉田 自動車部品用品店

505 藤田ガラス店 白河市 泉田 建築材料店

506 ホテルガラ 白河市 泉田 シティーホテル

507 ＳＲＩビジネスアソシエイツ白河支店 白河市 双石 各種保険

508 鈴木縫製 白河市 双石 衣類製造・販売

509 日晶電機（株）／白河営業所 白河市 双石 配電盤・電力制御装置製造

510 フルーツパークごう 白河市 双石 飲食料品販売

511 アツミ理容 白河市 束前町 理容店

512 薄井畳商店 白河市 束前町 畳

513 東幸クリーニング店 白河市 束前町 クリーニング

514 いずみ美容院 白河市 袋町 美容院

515 大平機械店 白河市 袋町 ポンプ・同装置製造

516 堀田畳店 白河市 袋町 畳

517 （有）大森 白河市 大 分類不能

518 （有）クロサカ 白河市 大 繊維製品製造

519 （有）ワールドメンテナンス 白河市 大 清掃サービス

520 アクアショップアークプラス 白河市 大 飲食料品販売

521 アルファ美容室 白河市 大 美容院

522 岩崎商店 白河市 大 たばこ

523 関東プロダクション 白河市 大 芸能プロダクション

524 グラントマト白河店 白河市 大 農業用器具製造

525 建築計画工房 白河市 大 建築設計

526 さがわ接骨院 白河市 大 各種療術

527 白河ダンススクール 白河市 大 ダンス教室

528 すずき内科クリニック 白河市 大 内科

529 鈴木パーツ商会 白河市 大 自動車部品用品店



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
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530 つくし薬局 白河市 大 薬局

531 ヘアーサロンオアシス 白河市 大 理容店

532 辺見自動車解体 白河市 大 自動車中古部品販売

533 萬福 白河市 大 中華料理店

534 ミニストップ白河桜岡店 白河市 大 コンビニエンスストア

535 ａｎｉｋａ 白河市 大工町 分類不能

536 小川青果店 白河市 大工町 青果物店

537 クラブビィクトリー 白河市 大工町 分類不能

538 香来軒 白河市 大工町 中華料理店

539 紫夜 白河市 大工町 スナック

540 スナックシスターズ 白河市 大工町 スナック

541 ブーケ 白河市 大工町 スナック

542 三国石材店 白河市 大工町 石工品製造

543 水野谷英語教室 白河市 大工町 英会話教室

544 （株）三石電機製作所 白河市 大坂山 配電盤・電力制御装置製造

545 サンズ（株） 白河市 大坂山 金属製品塗装

546 三友電設（株）／白河営業所 白河市 大坂山 電気工事

547 しゃち 白河市 大坂山 スナック

548 リーベ 白河市 大坂山 スナック

549 （株）ＭＪジャパンコーポレーション 白河市 大手町 経営コンサルタント

550 （株）ＰＭＣテクニカ／白河営業所 白河市 大手町 労働者派遣

551 （有）ＮＩＫＡＤＯ 白河市 大手町 焼き鳥店

552 （有）富士コミュニケーション 白河市 大手町 通信機器

553 （有）フジコンタクト 白河市 大手町 コンタクトレンズ店

554 ＵＹＡ－ＵＹＡ 白河市 大手町 パブ

555 あかつき法律事務所 白河市 大手町 法律事務所

556 赤と黒 白河市 大手町 スナック

557 杏 白河市 大手町 スナック

558 医療福祉訪問介護センター白河事業所 白河市 大手町 訪問介護

559 お城 白河市 大手町 スナック

560 眼科のメガネ屋さん 白河市 大手町 めがね屋

561 菊池法律事務所 白河市 大手町 法律事務所

562 コスモ調剤薬局白河駅前店 白河市 大手町 薬局

563 小町屋化粧品店 白河市 大手町 化粧品店

564 坂口建築設計事務所 白河市 大手町 建築設計

565 サロンドプルベル 白河市 大手町 美容院

566 白河コンタクトレンズセンター 白河市 大手町 コンタクトレンズ店

567 真藤時計宝飾 白河市 大手町 時計店

568 スカーレットＦ 白河市 大手町 ブティック

569 スナック青森 白河市 大手町 スナック

570 スナック貴妃花 白河市 大手町 スナック

571 ティアラ 白河市 大手町 美容院

572 東北総合鑑定所 白河市 大手町 不動産鑑定

573 なかつか耳鼻科 白河市 大手町 耳鼻咽喉科

574 なちゅれ 白河市 大手町 スナック

575 東日本国際大学附属昌平高等学校通信制課程白河学習センター 白河市 大手町 高等学校

576 ビューティサロンまつい 白河市 大手町 美容院

577 ヘンミ美容院 白河市 大手町 美容院
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事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

578 松葉屋 白河市 大手町 豆腐・かまぼこ

579 ミスズ美容室 白河市 大手町 美容院

580 明光義塾白河教室 白河市 大手町 学習・進学塾

581 やき鳥婆－Ｂｅｒ－ 白河市 大手町 焼き鳥店

582 深谷建築 白河市 大和田 建築工事

583 （有）ダイサン 白河市 池下 建築材料製造

584 サザンレイク 白河市 池下 スナック

585 ヒロ美容室 白河市 池下 美容院

586 らーめん海 白河市 池下 ラーメン店

587 （有）遠藤機械 白河市 中山下 農業用機械製造

588 岡田電気産業（株）／住建白河営業所 白河市 中山下 建築材料製造

589 セブン－イレブン／白河中山店 白河市 中山下 コンビニエンスストア

590 佐藤ガラス店 白河市 中山東 建築材料店

591 大高内装表具店 白河市 中山東 表具店

592 （株）フクナン工業 白河市 中山南 土木工事

593 （有）進電工 白河市 中山南 電気工事

594 一福 白河市 中山南 飲食店

595 熊田理容所 白河市 中山南 理容店

596 しらかわ腎泌尿器内科クリニック 白河市 中山南 内科

597 鈴国建具店 白河市 中山南 建具製造

598 （株）カネキ 白河市 中町 分類不能

599 （株）ヤルキ 白河市 中町 不動産売買

600 （財）立教志塾 白河市 中町 分類不能

601 （有）インテリアしばはら 白河市 中町 内装工事

602 カフェバール茶房瑠 白河市 中町 カフェ

603 カリブー 白河市 中町 パブ

604 蛇の目 白河市 中町 うなぎ料理店

605 白河・西郷広域シルバー人材センター 白河市 中町 職業紹介

606 すずや 白河市 中町 娯楽用品・がん具店

607 大栄歯科クリニック 白河市 中町 歯科

608 （株）恒和薬品 白河市 中田 医薬品販売

609 うすい塗装店 白河市 中田 塗装工事

610 コットンハウス 白河市 中田 生地販売

611 さき美容室 白河市 中田 美容院

612 小説の門 白河市 中田 飲食店

613 白河亭 白河市 中田 持ち帰り弁当

614 隨園 白河市 中田 飲食店

615 戸田時計店 白河市 中田 時計店

616 にしが動物病院 白河市 中田 動物病院

617 福島県県南家畜保健衛生所 白河市 中田 動物病院

618 ワン・ツー代行 白河市 中田 運転代行

619 深谷縫製 白河市 中島 繊維製品製造

620 （株）新白河ＬＰガス供給センター 白河市 中野山 燃料店

621 （有）新白河共同ガス 白河市 中野山 燃料店

622 （有）マコトツール 白河市 中野山 機械工具販売

623 ハッピーライフコンサルタント 白河市 中野山 専門サービス

624 ヘアモードモリーブ 白河市 中野山 美容院

625 白河メンタルサポート 白河市 追廻 各種療術
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626 星製作所 白河市 追廻 一般産業用機械・装置製造

627 朝日生命白河営業所 白河市 天神町 各種保険

628 入沢クミアイ牛乳商店 白河市 天神町 処理牛乳・乳飲料製造

629 河島歯科医院 白河市 天神町 歯科

630 クスリヤ直角堂 白河市 天神町 薬局

631 麹町庵 白河市 天神町 うどん・そば店

632 後藤肉店 白河市 天神町 肉屋

633 下重ミシン商会 白河市 天神町 縫製機械製造

634 セブン－イレブン／白河天神町店 白河市 天神町 コンビニエンスストア

635 仁平麹店 白河市 天神町 食料品製造

636 藤屋呉服店 白河市 天神町 衣料品店

637 ホワイト急便／コープ白河店 白河市 天神町 クリーニング

638 増子不動産（株） 白河市 天神町 不動産売買

639 松井薬局 白河市 天神町 薬局

640 よしなり歯科医院 白河市 天神町 歯科

641 吉成商店 白河市 天神町 くつ店

642 アベイル白河店 白河市 転坂 衣料品店

643 アラジン白河店 白河市 転坂 パチンコ店

644 クラフトハートトーカイ・カインズホーム白河モール店 白河市 転坂 手芸店

645 コスモ石油セルフピュア白河モール 白河市 転坂 ガソリンスタンド

646 ドコモショップ新白河店 白河市 転坂 携帯電話

647 ポーラ化粧品ミムール営業所 白河市 転坂 化粧品販売

648 ワンラブカインズホーム白河モール店 白河市 転坂 ペットショップ

649 福陽ガス（株）／白河支店 白河市 田中山 燃料店

650 真田雑貨店 白河市 田町 日用雑貨店

651 ＧＡＲＡＧＥ誠 白河市 田島 自動車整備

652 荒井常義魚店 白河市 田島 魚屋

653 片桐食堂 白河市 田島 飲食店

654 木ノ香Ｈｏｕｓｅ（株） 白河市 田島 建設

655 鈴木自転車店 白河市 田島 自転車店

656 田島指圧院 白河市 田島 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

657 フォルツァート 白河市 田島 自動車部品用品店

658 小針クリーニング店 白河市 登り町 クリーニング

659 白河高圧ガス 白河市 土武塚 産業ガス

660 田村自動車整備工場 白河市 土武塚 自動車整備

661 ＣＡＲＤＳＨＯＰ．ＧＡＣＨＩ 白河市 道場小路 娯楽用品・がん具店

662 Ｒｅｄ白河店 白河市 道場小路 カラオケボックス

663 大槻米穀店 白河市 道場小路 米屋

664 協同組合県南消防設備点検センター 白河市 道場小路 消火器具・消火装置

665 こだわりやま白河店 白河市 道場小路 飲食店

666 さくら薬局／白河中央店 白河市 道場小路 薬局

667 サンドッグス英会話白河教室 白河市 道場小路 英会話教室

668 鈴木食堂 白河市 道場小路 飲食店

669 スズハル理容室 白河市 道場小路 理容店

670 セコム（株）／白河営業所 白河市 道場小路 警備

671 円谷産婦人科医院 白河市 道場小路 医院・診療所

672 美容室ビアン 白河市 道場小路 美容院

673 福島県信用保証協会白河支所 白河市 道場小路 銀行



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

674 亀屋 白河市 道場町 うどん・そば店

675 はやし歯科医院 白河市 道場町 歯科

676 弁当マイルド 白河市 道場町 仕出し弁当

677 佐川誠二左官工業 白河市 道東 左官工事

678 プラスワン 白河市 道東 レストラン

679 ゆりか美容室 白河市 南真舟 美容院

680 リザ 白河市 南真舟 スナック

681 近藤治療室鍼・マッサージ 白河市 南町 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

682 ビューティーサロン・ひらさわ 白河市 南町 美容院

683 ふくみ焼肉 白河市 南町 焼肉店

684 舟山電器 白河市 南町 家電店

685 双葉寿司 白河市 南登り町 すし屋

686 ＥＣＣジュニア南堀切教室 白河市 南堀切 英会話教室

687 かちむし 白河市 南堀切 居酒屋

688 佐藤珠算学院 白河市 南堀切 そろばん塾

689 福島県リフォーム事業協同組合白河支部 白河市 南堀切 リフォーム

690 （有）熊谷 白河市 二番町 空調設備工事

691 熊谷風呂店 白河市 二番町 管工事

692 仙浪商店 白河市 二番町 化学肥料製造

693 スズラン美容院 白河市 日影 美容院

694 君島菓子店 白河市 年貢町 菓子屋

695 まゆ工芸いいむら商店 白河市 年貢町 民芸・工芸品

696 椿屋京染店 白河市 馬町 洗張・染物

697 大竹はり・灸・マッサージ院 白河市 馬町下 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

698 カシュー 白河市 馬町下 美容院

699 永山歯科医院 白河市 馬町下 歯科

700 小岩美智子ピアノ教室 白河市 白井掛 ピアノ教室

701 あもん 白河市 白井掛下 骨とう品販売

702 （株）加藤組 白河市 白坂 建設

703 （株）積電工 白河市 白坂 分類不能

704 （株）ボーデンファーム 白河市 白坂 分類不能

705 （株）ボルテックスセイグン／白河営業所 白河市 白坂 運送

706 （株）牧野工業／白河工場 白河市 白坂 プラスチック製品製造

707 （有）荒井鉄工所 白河市 白坂 建築工事

708 （有）スカーレット縫製 白河市 白坂 繊維製品製造

709 （有）早坂防水工業 白河市 白坂 防水工事

710 ＣＲＡＨＡ 白河市 白坂 美容院

711 あい調剤薬局／南湖店 白河市 白坂 薬局

712 アサノ美容室 白河市 白坂 美容院

713 朝日屋食堂 白河市 白坂 飲食店

714 薄井運送（有） 白河市 白坂 運送

715 エムアール 白河市 白坂 看板・標識機製造

716 大谷地工業 白河市 白坂 自動車中古部品販売

717 けあねっと遊歩 白河市 白坂 訪問介護

718 斎藤造園 白河市 白坂 園芸サービス

719 サトウ（株） 白河市 白坂 水道衛生工事・保守

720 ジェイアールバス関東（株）／白河支店 白河市 白坂 観光バス

721 島ゴルフガーデン 白河市 白坂 ゴルフ練習場



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

722 しらかわ愛宕山パークゴルフ場 白河市 白坂 ゴルフ場

723 白河高圧ガス 白河市 白坂 産業ガス

724 白河造園 白河市 白坂 園芸サービス

725 白河ライフサービス 白河市 白坂 代行サービス

726 新和自動車興業 白河市 白坂 自動車修理

727 セブン－イレブン／白河白坂店 白河市 白坂 コンビニエンスストア

728 鳶鈴建組 白河市 白坂 とび工事

729 富山鉄工所 白河市 白坂 鉄鋼

730 西野金型製作所 白河市 白坂 分類不能

731 ネムス（株）／白河工場 白河市 白坂 一般産業用機械・装置製造

732 野崎整骨院 白河市 白坂 各種療術

733 ビューティサロンタカク 白河市 白坂 美容院

734 美容室オオモリ 白河市 白坂 美容院

735 福島県文化財センター白河館・まほろん 白河市 白坂 博物館・美術館

736 ブレオＨａｉｒ 白河市 白坂 美容院

737 ヘアーサロン・プリーズ 白河市 白坂 理容店

738 ヘアーサロンカタギリ 白河市 白坂 理容店

739 みうら小児クリニック 白河市 白坂 アレルギー科

740 山上畳店 白河市 白坂 畳

741 来来軒 白河市 白坂 飲食店

742 和・治療室 白河市 白坂 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

743 白河みなみ歯科クリニック 白河市 薄葉 歯科

744 マクサム通運（株）／白河営業所 白河市 薄葉 運送

745 丸乾 白河市 薄葉 飲食料品販売

746 山中産業（株）／白河出張所 白河市 薄葉 レンタル店

747 光林不動産 白河市 八百屋町 不動産売買

748 山形屋 白河市 八百屋町 菓子屋

749 （株）ブレイン 白河市 八竜神 水道衛生工事・保守

750 ＬｅａｄｓＨＡＩＲＤＥＳＩＧＮ 白河市 八竜神 美容院

751 住まいる倶楽部 白河市 八竜神 リフォーム

752 総合探偵社ケーワン 白河市 八竜神 興信所

753 大黒屋ぶどう園 白河市 八竜神 果樹園

754 ラーメン金龍 白河市 八竜神 ラーメン店

755 グリーンアカデミーカントリークラブ 白河市 板橋 ゴルフ場

756 佐川信損保ジャパン代理店 白河市 板橋 各種保険

757 鈴安商会 白河市 板橋 分類不能

758 ヘアーハウスナチュラル 白河市 板橋 美容院

759 （株）徳商 白河市 飯沢 リフォーム

760 （有）大花石油 白河市 飯沢 ガソリンスタンド

761 Ａｋａｂｅｋｏ（株） 白河市 飯沢 電気機器販売店

762 日東レンタル（株）／白河営業所 白河市 飯沢 建設機器レンタル

763 福菱機器販売（株）／白河支店 白河市 飯沢 農業用機械製造

764 サクラケアラーしらかわ 白河市 飯沢山 訪問介護

765 日産部品福島販売（株）／白河営業所 白河市 飯沢山 自動車部品用品店

766 アスカ整体院 白河市 番士小路 各種療術

767 深堀豊治税理士事務所 白河市 番士小路 税理士事務所

768 コンディショニング整体院 白河市 米山越 各種療術

769 たかくわ着付教室 白河市 米山越 着物着付教室



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

770 アップル白河店 白河市 米村道北 自動車販売店

771 （株）ジェーシーエス／白河営業所 白河市 豊地 化学工業

772 アイランド薬局弥次郎店 白河市 豊地 薬局

773 あけぼの薬局新白河店 白河市 豊地 薬局

774 魚安 白河市 豊地 魚屋

775 和以美（株）／白河営業所 白河市 豊地 建築材料製造

776 厚生病院 白河市 豊地 リハビリテーション科

777 さくら薬局北白河店 白河市 豊地 薬局

778 セブン－イレブン／白河中央インター店 白河市 豊地 コンビニエンスストア

779 ミニストップ白河厚生病院前店 白河市 豊地 コンビニエンスストア

780 村山車体 白河市 豊地 自動車修理

781 田村建築 白河市 豊年 建築工事

782 ビューティサロン大平 白河市 豊年 美容院

783 ホーネン美容室 白河市 豊年 美容院

784 宇都宮クリニック 白河市 北真舟 医院・診療所

785 エアテックシステム（株）／福島事業所 白河市 北真舟 計量証明

786 北真舟はり灸院 白河市 北真舟 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

787 コジマＮＥＷ白河店 白河市 北真舟 家電店

788 新極真会白河道場 白河市 北真舟 フィットネスクラブ

789 廣原ガラス 白河市 北真舟 建築材料店

790 ぽぽんたの家 白河市 北真舟 保育所

791 ありがクリニック 白河市 北中川原 医院・診療所

792 うどん亭 白河市 北中川原 飲食店

793 コメリハード＆グリーン白河旭町店 白河市 北中川原 ホームセンター

794 さとう美容室 白河市 北中川原 美容院

795 相楽尚弘建築研究室 白河市 北中川原 設計サービス

796 円谷歯科医院 白河市 北中川原 歯科

797 赤いリボン 白河市 北登り町 美容院

798 アトリエ・おおや 白河市 北登り町 美術教室

799 げんき家／介護支援センター 白河市 北登り町 訪問介護

800 三瓶鍼療院 白河市 北登り町 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう

801 道とん堀白河店 白河市 北登り町 お好み焼き・焼きそば・たこ焼店

802 水戸風呂店 白河市 北登り町 管工事

803 メトロ理容店 白河市 北登り町 理容店

804 （株）マネージオ 白河市 北堀切 不動産売買

805 ＢＥＲ－ＲＥＤＲＵＭ 白河市 北堀切 バー・クラブ

806 愛花夢 白河市 北堀切 スナック

807 アザレ化粧品マスカットサロン 白河市 北堀切 化粧品販売

808 エレガンス 白河市 北堀切 パブ

809 グリーンコンタクトレンズ 白河市 北堀切 コンタクトレンズ店

810 ショーパブネオ 白河市 北堀切 バー・クラブ

811 鈴木設計測量事務所 白河市 北堀切 測量

812 スナックつくし 白河市 北堀切 スナック

813 スナック時遊 白河市 北堀切 スナック

814 スナックマリア 白河市 北堀切 スナック

815 スナック道子 白河市 北堀切 スナック

816 ダーツアンドスポーツバーＡＲＫ 白河市 北堀切 バー・クラブ

817 船久保眼科医院 白河市 北堀切 眼科



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

818 ほらふきや 白河市 北堀切 スナック

819 笠原克洋司法書士事務所 白河市 北裏 司法書士事務所

820 伊藤一吉商店 白河市 本沼 酒屋

821 かせん 白河市 本沼 うどん・そば店

822 兼子モータース 白河市 本沼 自動車整備

823 堀越理容店 白河市 本沼 理容店

824 （株）亀平商店 白河市 本町 金物販売

825 （株）深谷設計 白河市 本町 建築設計

826 （有）金子書店 白河市 本町 本屋

827 青村眼科医院 白河市 本町 眼科

828 五十嵐歯科医院 白河市 本町 歯科

829 酒菜屋梅宮 白河市 本町 飲食店

830 さがわ呉服店 白河市 本町 呉服店

831 末広 白河市 本町 飲食店

832 須藤歯科医院 白河市 本町 歯科

833 セラビショップ 白河市 本町 ブティック

834 田中駐車場 白河市 本町 駐車場

835 茶釜本店 白河市 本町 ラーメン店

836 花助 白河市 本町 駐車場

837 ひかり貸衣裳店 白河市 本町 貸衣裳

838 ふじや洋品店 白河市 本町 衣料品店

839 ペットサロンあおいちゃんち 白河市 本町 ペット美容室

840 村田達雄 白河市 本町 分類不能

841 ロンドベルヘアー 白河市 本町 美容院

842 カラー専門店ＶｉｓｉｏｎＣｏｌｏｒ 白河市 明戸 美容院

843 ゲオ白河旭町店 白河市 明戸 ファミコンショップ

844 関根美術館 白河市 明戸 博物館・美術館

845 瀬谷武雄研摩所 白河市 明戸 機械刃物製造

846 高橋建築 白河市 明戸 建築工事

847 東京ゼミナール 白河市 明戸 学習・進学塾

848 中野理容店 白河市 明戸 理容店

849 ひかり接骨院 白河市 明戸 各種療術

850 ベスト学院白河旭町教室 白河市 明戸 学習・進学塾

851 ベスト個別学院／白河中央教室 白河市 明戸 学習・進学塾

852 明渓醫院 白河市 明戸 内科

853 やない美容室 白河市 明戸 美容院

854 吉成カラオケ教室 白河市 明戸 音楽教室

855 （株）白河フーズ 白河市 弥次郎窪 食料品製造

856 福永 白河市 弥次郎窪 段ボール製造

857 スモリの家白河店 白河市 与惣小屋 住宅販売店

858 台湾料理紅四季 白河市 与惣小屋 台湾料理店

859 根本興産（株）／白河南湖ＳＳ 白河市 与惣小屋 ガソリンスタンド

860 美容室ルーシィ 白河市 与惣小屋 美容院

861 フォトスタジオＳＵＺＵＹＡ白河店 白河市 与惣小屋 写真館

862 レストランピラニア 白河市 与惣小屋 レストラン

863 メカニカルサービス 白河市 葉ノ木平 分類不能

864 （株）ニノテック／県南営業所 白河市 立石 通信設備工事

865 ａｕショップ白河 白河市 立石 携帯電話



非会員事業所リスト(2022年2月時点)
事業所名 市町村 所在地 事業内容 備考

866 ＴＳＵＴＡＹＡ白河立石店 白河市 立石 レンタルビデオ

867 あい調剤薬局／新白河店 白河市 立石 薬局

868 アイリス美容室 白河市 立石 美容院

869 イエローハット白河店 白河市 立石 自動車部品用品店

870 いけばな菊地教室池坊 白河市 立石 華道教室

871 薄井製粉所 白河市 立石 食料品製造

872 尾股耳鼻咽喉科医院 白河市 立石 耳鼻咽喉科

873 尾股整形外科医院 白河市 立石 医院・診療所

874 片倉内科胃腸科クリニック 白河市 立石 胃腸科・消化器科

875 黒潮 白河市 立石 飲食店

876 上州屋キャンベル白河店 白河市 立石 つり具店

877 鈴木歯科医院 白河市 立石 歯科

878 ソフトバンク白河４号バイパス 白河市 立石 携帯電話

879 タイムズカーレンタル新白河駅北店 白河市 立石 レンタカー

880 ダイユーエイト白河店 白河市 立石 インテリア店

881 東進衛星予備校新白河校 白河市 立石 予備校

882 ハッピーサロン 白河市 立石 理容店

883 美容室シェール 白河市 立石 美容院

884 ベスト学院白河教室 白河市 立石 学習・進学塾

885 三八五引越センター 白河市 立石 運送

886 リスト 白河市 立石 喫茶店

887 ウイン調剤薬局白河店 白河市 立石山 薬局

888 白河地方広域市町村圏／消防本部／火災情報案内 白河市 立石山 情報提供サービス

889 ねもとキッズクリニック 白河市 立石山 小児科

890 （株）ウェルズホーム／白河支店 白河市 老久保 建築工事

891 （株）白河石油 白河市 老久保 ガソリンスタンド

892 ａｕショップ新白河 白河市 老久保 携帯電話

893 いがらし内科クリニック 白河市 老久保 医院・診療所

894 オートバックス白河店 白河市 老久保 自動車部品用品店

895 お好み焼なにわ 白河市 老久保 お好み焼き・焼きそば・たこ焼店

896 カットハウスひかりベイシアモール白河店 白河市 老久保 理容店

897 かっぱ寿司白河店 白河市 老久保 すし屋

898 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋ベイシア新白河店 白河市 老久保 カレー料理店

899 コメダ珈琲店ベイシア白河店 白河市 老久保 喫茶店

900 魚べい白河店 白河市 老久保 すし屋

901 静岡屋茶舗ベイシア白河モール店 白河市 老久保 飲食料品販売

902 シャンブル白河モール店 白河市 老久保 日用雑貨店

903 白河建築設計事務所 白河市 老久保 建築設計

904 白河の杜薬局 白河市 老久保 薬局

905 しらかわファミリー歯科 白河市 老久保 歯科

906 ダイナム白河店 白河市 老久保 パチンコ店

907 タカシマカイロプラクティック治療院 白河市 老久保 カイロプラクティック

908 ツルハドラッグ／白河モール店 白河市 老久保 ドラッグストア

909 ナチュラルウエーブ白河ベイシア店 白河市 老久保 各種療術

910 弐萬圓堂白河店 白河市 老久保 めがね屋

911 バースデイ白河モール店 白河市 老久保 子供服店

912 パソコン教室わかるとできるベイシア白河校 白河市 老久保 パソコン教室

913 ピクニックコート白川店 白河市 老久保 飲食店
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914 ファミリーヘアーサロンレッツ 白河市 老久保 美容院

915 ほっともっと新白河店 白河市 老久保 持ち帰り弁当

916 みなみ調剤薬局 白河市 老久保 薬局

917 眼鏡市場白河店 白河市 老久保 めがね屋

918 よこむら整形外科クリニック 白河市 老久保 整形外科

919 ル・クゥル白河店 白河市 老久保 美容院

920 わたなべ子どもクリニック 白河市 老久保 小児科

921 循環器科脳神経外科白河病院 白河市 六反山 リウマチ科

922 白河調剤薬局 白河市 六反山 薬局

923 めぐみ薬局 白河市 六反山 薬局

924 アルファクラブ（株）／さがみ白河斎場 白河市 和尚壇 葬祭

925 小林不動産 白河市 和尚壇 不動産売買

926 タイヤ館白河 白河市 和尚壇 タイヤ製造・販売

927 ツルハドラッグ／白河西店 白河市 和尚壇 ドラッグストア

928 ミラー美容室 白河市 和尚壇 美容院

929 白河だるまラーメン本舗 白河市 和尚壇山 めん類製造

930 床屋フレッシュ白河店 白河市 和尚壇山 理容店

931 白栄クリーニング 白河市 和尚壇山 クリーニング


