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あ 1 114 株式会社 会津ゼネラルホールディングス 会津若松市 Ｎ　生活関連サービス業,娯楽業 - 女性

2 321 会津乗合自動車 株式会社 会津若松市 Ｈ　運輸業,郵便業 事務員（総合職） 男性 ○

3 393 株式会社 アイデックス 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 企画職 女性 ○

4 335 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 - 男性 ○

5 336 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 企画広報 女性 ○

6 337 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 総務 男性 ○

7 353 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 - 男性 ○

8 361 アイワビルド 株式会社 クレバリーホーム福島店 福島市 Ｄ　建設業 - 男性

9 362 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 営業職 男性

10 363 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 営業職 女性

11 364 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 設計・インテリアコーディネーター 女性

12 365 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 営業職 男性

13 366 アイワビルド 株式会社 クレバリーホーム福島店 福島市 Ｄ　建設業 営業職 男性

14 367 アイワビルド 株式会社 クレバリーホーム福島店 福島市 Ｄ　建設業 営業職 女性

15 368 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 営業職 男性

16 370 アイワビルド 株式会社 クレバリーホーム福島店 福島市 Ｄ　建設業 営業職 男性

17 371 アイワビルド 株式会社 クレバリーホーム福島店 福島市 Ｄ　建設業 営業職 女性

18 372 アイワビルド 株式会社 クレバリーホーム福島店 福島市 Ｄ　建設業 - 男性

19 379 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 営業職 女性 ○

20 380 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 総務職 女性 ○

21 381 アイワビルド 株式会社 相馬市 Ｄ　建設業 営業職 男性 ○

22 220 アクセンチュア 株式会社 会津若松市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 コンサルタント 男性

23 222 アクセンチュア 株式会社 東京都港区 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 コンサルタント 男性 ○

24 223 アクセンチュア 株式会社 会津若松市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 ソリューション・エンジニア 女性

25 348 アクセンチュア 株式会社 東京都港区 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 コンサルタント 男性

26 249 株式会社 アサカ理研 郡山市 Ｅ　製造業 人事 男性

27 329 朝日システム 株式会社 福島市 Ｇ　情報通信業 システムエンジニア 男性

28 218 株式会社 朝日ラバー 埼玉県さいたま市 Ｅ　製造業 人事企画グループ統括 男性 ○

29 219 株式会社 朝日ラバー 第二福島工場 西白河郡泉崎村 Ｅ　製造業 人事総務 男性 ○

30 98 株式会社 東コンサルタント いわき市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 - 男性

31 382 株式会社 東コンサルタント いわき市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 技術職（設計） 女性

32 392 株式会社 東館 二本松市 Ｍ　宿泊業,飲食サービス業 営業職 男性 ○

33 285 株式会社 阿部紙工 福島市 Ｅ　製造業 営業職 男性 ○

34 395 株式会社 アポロガス 福島市 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 事務職 女性

35 407 荒川産業 株式会社 会津若松市 Ｉ　卸売業・小売業 総務課 女性 ○

36 387 アルス 株式会社 本宮市 Ｅ　製造業 事務職 男性 ○

37 307 株式会社 アルファテック 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 男性

38 308 株式会社 アルファテック 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 女性

39 101 アルファ電子 株式会社 岩瀬郡天栄村 Ｅ　製造業 製造 女性

40 102 アルプス電気 株式会社 小名浜工場 いわき市 Ｅ　製造業 製造 男性

い 41 401 社会福祉法人 育成会 いわき市 Ｐ　医療、福祉 管理職 女性 ○

42 390 株式会社 いちい 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 総務・人事 男性

43 199 株式会社 いわき印刷企画センター いわき市 Ｅ　製造業 経営 男性 ○

44 107 医療法人 医和生会 いわき市 Ｐ　医療、福祉 事務職員 女性 ○

45 270 医療法人 医和生会 いわき市 Ｐ　医療、福祉 生活相談員 女性 ○

46 271 医療法人 医和生会 いわき市 Ｐ　医療、福祉 生活相談員 女性 ○

え 47 193 株式会社 エイジェック 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) エリアマネージャー 女性 ○

48 86 永大小名浜 株式会社 いわき市 Ｅ　製造業 総務・人事職 男性 ○

49 406 AK'S企画 白河市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 コンサルティング 女性 ○

50 27 株式会社 AC福島ユナイテッド 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) マーケティング 男性

51 318 株式会社 エヌ・エス・シー 会津若松市 Ｉ　卸売業・小売業 管理職 男性 ○

52 325 株式会社 エヌシステム 西白河郡泉崎村 Ｇ　情報通信業 システムエンジニア 男性 ○

53 16 株式会社 エフコム 郡山市 Ｇ　情報通信業 採用担当 女性 ○

お 54 18 一般財団法人 大原綜合病院 福島市 Ｐ　医療、福祉 事務職 男性 ○

か 55 40 笠原工業 株式会社 須賀川市 Ｅ　製造業 経理業務 男性 ○

56 112 株式会社 釜屋 須賀川市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 事務職 男性 ○

57 69 株式会社 環境分析研究所 福島市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 事務職 女性 ○

き 58 41 北芝電機 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 技術職 男性

59 354 北芝電機 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 技術職 女性 ○

60 340 株式会社 ギフトプラザ 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 総合職 男性 ○

61 202 一般社団法人 キャリア支援機構 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 プロジェクト推進員 男性 ○

く 62 184 株式会社 クラシマ 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 男性

63 299 株式会社 クラシマ 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性

64 346 クロパス 白河市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) キャリアコンサルタント・職業紹介 男性 ○

65 347 クロパス 白河市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) キャリアコンサルタント・職業紹介 女性

け 66 191 税理士法人 ケーエフエス 福島市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 専門サービス業（税理士事務所業） 男性

67 334 税理士法人 ケーエフエス 福島市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 事務・総務 女性

68 148 生活協同組合 コープあいづ 喜多方市 Ｑ　複合サービス事業 採用・教育 女性

こ 69 20 株式会社 郡山塗装 郡山市 Ｄ　建設業 提案営業 男性 ○

70 68 社会福祉法人 郡山福祉会 特別養護老人ホームうねめの里 郡山市 Ｐ　医療、福祉 福祉 男性 ○

71 286 こころネット 株式会社 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 事務 女性 ○

72 396 株式会社 互省製作所 神奈川県横浜市 Ｅ　製造業 会社経営 男性 ○

73 197 コナン販売 株式会社 須賀川市 Ｇ　情報通信業 モバイルプランナー 男性

74 198 コナン販売 株式会社 須賀川市 Ｇ　情報通信業 法人営業 男性

75 170 コバックス 株式会社 福島市 Ｄ　建設業 総合設備業 男性

76 171 コバックス 株式会社 福島市 Ｄ　建設業 総合設備業 男性

77 118 株式会社 小林 伊達郡川俣町 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 営業 男性

78 61 株式会社 こんの 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) - 男性

79 76 株式会社 コンピューターシステムハウス 郡山市 Ｇ　情報通信業 ＳＥ／プログラマー 男性

さ 80 134 医療法人 昨雲会 喜多方市 Ｐ　医療、福祉 事務職 男性

81 265 医療法人 昨雲会 喜多方市 Ｐ　医療、福祉 事務総合職 男性 ○

82 25 佐藤工業 株式会社 福島市 Ｄ　建設業 営業職(営業事務含む) 男性 ○

83 132 株式会社 山水荘 福島市 Ｍ　宿泊業,飲食サービス業 旅館業 男性

84 293 税理士法人 三部会計事務所 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 内務担当 女性

85 294 税理士法人 三部会計事務所 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 内務担当 女性

86 22 株式会社 サンライト 二本松市 Ｅ　製造業 - 男性

87 23 株式会社 サンライト 二本松市 Ｅ　製造業 - 男性

し 88 410 ジーエルサイエンス 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 製造管理職 男性

89 411 ジーエルサイエンス 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 品質保証 女性

90 412 ジーエルサイエンス 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 製造職 男性

91 123 シオヤ産業 株式会社 いわき市 Ｉ　卸売業・小売業 - 女性 ○

92 190 株式会社 シグマ 耶麻郡磐梯町 Ｅ　製造業 採用担当 女性 ○

93 304 渋谷レックス 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 営業職 男性 ○

94 383 株式会社 シマ商会 南相馬市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 女性 ○

95 82 社会医療法人 秀公会 あづま脳神経外科病院 福島市 Ｐ　医療、福祉 事務職 女性

96 71 常磐共同火力 株式会社 勿来発電所 いわき市 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 事務職 男性 ○
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97 298 常磐共同火力 株式会社 勿来発電所 いわき市 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 事務職 男性

98 342 常磐共同火力 株式会社 勿来発電所 いわき市 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 事務職 男性 ○

99 122 常磐興産 株式会社 いわき市 Ｎ　生活関連サービス業,娯楽業 人事(採用および教育担当) 男性

100 214 社会福祉法人 心愛会 会津事務所 郡山市 Ｐ　医療、福祉 人事担当 女性 ○

そ 101 269 ソニー生命保険 株式会社 郡山支社 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 営業職 男性 ○

た 102 153 第一生命保険 株式会社 福島支社 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 支社内事務 女性 ○

103 154 第一生命保険 株式会社 福島支社 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 オフィス事務 女性 ○

104 155 第一生命保険 株式会社 福島コンサルティングオフィス 福島市 Ｊ　金融業・保険業 総合営業職 女性 ○

105 157 第一生命保険 株式会社 福島支社 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 支社 事務 女性 ○

106 169 大久自動車販売 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 女性

107 341 大久自動車販売 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 女性

108 34 株式会社 大東銀行 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 - 女性 ○

109 373 株式会社 大丸工務店 福島市 Ｄ　建設業 建設業 男性 ○

110 405 株式会社 ダイユーエイト 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 人事 男性

111 21 タカラ印刷 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 製造業 男性

112 11 一般財団法人 竹田健康財団 会津若松市 Ｐ　医療、福祉 事務職 男性

113 136 伊達貨物運送 株式会社 伊達市 Ｈ　運輸業,郵便業 - 男性

114 137 伊達貨物運送 株式会社 伊達市 Ｈ　運輸業,郵便業 人事担当 女性

115 250 伊達貨物運送 株式会社 伊達市 Ｈ　運輸業,郵便業 管理職 男性

116 376 田中建設 株式会社 双葉郡 Ｄ　建設業 事務職 女性 ○

117 290 株式会社 タンガロイ いわき市 Ｅ　製造業 事務・スタッフ 男性 ○

118 292 株式会社 タンガロイ いわき市 Ｅ　製造業 事務・スタッフ 男性 ○

119 209 丹野経営会計 株式会社 いわき市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 会計事務所所員 男性

て 120 274 株式会社 ディ・エム・シー 大阪営業所 大阪府大阪市 Ｅ　製造業 人事 男性

121 3 株式会社 帝北ロジスティックス 福島市 Ｈ　運輸業,郵便業 トラックドライバー 男性

122 12 株式会社 テレビユー福島 福島市 Ｇ　情報通信業 スポットデスク 女性

123 330 株式会社 デンソー福島 田村市 Ｅ　製造業 事務職 男性 ○

と 124 374 東京海上日動調査サービス 株式会社 東北事業所 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 損害保険（調査サービス） 男性 ○

125 375 東京海上日動調査サービス 株式会社 東北事業所 宮城県仙台市 Ｊ　金融業・保険業 損害保険（調査サービス） 男性 ○

126 350 株式会社 東邦銀行 福島市 Ｊ　金融業・保険業 本部事務職 女性 ○

127 283 東邦情報システム 株式会社 福島市 Ｇ　情報通信業 システムエンジニア 男性

128 54 東北コピー販売 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性 ○

129 131 東洋システム 株式会社 いわき市 Ｅ　製造業 評価スタッフ（技術職） 男性

130 135 東洋システム 株式会社 いわき市 Ｅ　製造業 - 男性 ○

131 139 東陽電気工事 株式会社 西白河郡西郷村 Ｄ　建設業 - 女性 ○

132 140 東陽電気工事 株式会社 西白河郡西郷村 Ｄ　建設業 事務職 女性

133 398 トーアン 株式会社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 営業アシスタント 女性 ○

134 391 トキワ印刷 株式会社 須賀川市 Ｅ　製造業 事務職 男性 ○

135 296 トヨタカローラ福島 株式会社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 女性 ○

136 266 トヨタモビリティパーツ 株式会社 福島支社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 総務・人事職 男性

137 267 トヨタモビリティパーツ 株式会社 福島支社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 事務（採用担当） 女性

138 268 トヨタモビリティパーツ 株式会社 福島支社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職（採用担当） 男性

に 139 182 株式会社 二嘉組 郡山市 Ｄ　建設業 - 男性 ○

140 163 株式会社 西形商店 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性

141 164 株式会社 西形商店 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 営業職 男性

142 212 西田精機 株式会社 会津若松工場 会津若松市 Ｅ　製造業 人事 男性 ○

143 385 西田精機 株式会社 会津若松工場 会津若松市 Ｅ　製造業 人事 女性 ○

144 300 日栄工業 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 男性

145 8 日産プリンス福島販売 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性

146 109 株式会社 日進堂印刷所 福島市 Ｅ　製造業 営業職 男性

147 158 株式会社 ニッテク 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 小売業 女性

148 85 株式会社 日東紡績 福島市 Ｅ　製造業 ガラス繊維製造 女性

149 192 株式会社 ニノテック 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 営業 男性 ○

150 349 株式会社 ニノテック 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 営業 男性 ○

151 352 株式会社 ニノテック いわき市 Ｉ　卸売業・小売業 営業 男性 ○

152 316 日本オートマチックマシン 株式会社 横浜事業所 神奈川県横浜市 Ｅ　製造業 総務・人事 男性

153 317 日本オートマチックマシン 株式会社 横浜事業所 神奈川県横浜市 Ｅ　製造業 総務・人事 男性 ○

154 224 日本工営 株式会社 電力事業本部　福島事業所 須賀川市 Ｅ　製造業 総合職（開発・設計） 男性 ○

155 225 日本工営 株式会社 電力事業本部　福島事業所 須賀川市 Ｅ　製造業 総合職（開発・設計） 男性 ○

156 226 日本工営 株式会社 電力事業本部　福島事業所 須賀川市 Ｅ　製造業 総合職（開発・設計） 男性 ○

157 227 日本工営 株式会社 電力事業本部　福島事業所 須賀川市 Ｅ　製造業 総合職（人事） 女性 ○

ね 158 386 株式会社 NESI いわき事務所 いわき市 Ｇ　情報通信業 技術職 男性 ○

159 280 ネッツトヨタノヴェルふくしま 株式会社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 総務・人事 女性

160 33 ネッツトヨタ福島 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 営業職 男性

161 228 ネッツトヨタ福島 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 営業 男性

162 229 ネッツトヨタ福島 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 女性

の 163 178 農林中央金庫 福島支店 福島市 Ｊ　金融業・保険業 事務 女性 ○

は 164 397 社会福祉法人 ハートフルなこそ いわき市 Ｐ　医療、福祉 介護職員 男性

165 230 ハイテクシステム 株式会社 東京都中央区 Ｇ　情報通信業 人事総務職（採用・教育担当） 女性

166 231 ハイテクシステム 株式会社 仙台支店 宮城県仙台市 Ｇ　情報通信業 事務職（採用担当兼務） 女性 ○

167 232 ハイテクシステム 株式会社 郡山支店 郡山市 Ｇ　情報通信業 技術職 男性 ○

168 233 ハイテクシステム 株式会社 郡山支店 郡山市 Ｇ　情報通信業 技術職 男性 ○

169 234 ハイテクシステム 株式会社 郡山支店 郡山市 Ｇ　情報通信業 技術職 男性 ○

170 235 ハイテクシステム 株式会社 郡山支店 郡山市 Ｇ　情報通信業 技術職 男性 ○

171 355 ハイテクシステム 株式会社 東京都中央区 Ｇ　情報通信業 人事総務 男性

172 96 バックス情報システム 株式会社 いわき市 Ｇ　情報通信業 - 男性 ○

173 332 バックス情報システム 株式会社 いわき市 Ｇ　情報通信業 管理職 男性 ○

174 394 株式会社 バンダイ通信 郡山市 Ｄ　建設業 技術職 男性 ○

ひ 175 254 株式会社 東日本朝日広告社 郡山市 Ｇ　情報通信業 男性

176 255 株式会社 東日本朝日広告社 郡山市 Ｇ　情報通信業 男性

177 256 株式会社 東日本朝日広告社 郡山市 Ｇ　情報通信業 男性

178 257 株式会社 東日本朝日広告社 郡山市 Ｇ　情報通信業 女性

179 147 株式会社 東日本計算センター いわき市 Ｇ　情報通信業 システムエンジニア 男性

180 103 株式会社 東日本建設コンサルタント いわき市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 企画職 女性 ○

181 295 株式会社 ビジネスコンサルタント 郡山営業所 宮城県仙台市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 経営コンサルタント 男性

ふ 182 162 福島液化ガス工業 株式会社 福島市 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 LPガス事業 男性

183 161 福島ガス 株式会社 福島市 Ｆ　電気・ガス・熱供給・水道業 都市ガス事業 男性

184 377 福島キヤノン 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 事務職 男性 ○

185 176 株式会社 福島キャリアナビ 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) - 女性

186 7 株式会社 福島銀行 福島市 Ｊ　金融業・保険業 - 女性 ○

187 146 福島建機 株式会社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 事務・営業（総合職） 男性

188 408 福島県商工信用組合 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 事務職 女性

189 409 福島県商工信用組合 郡山市 Ｊ　金融業・保険業 事務職 男性

190 333 福島県信用保証協会 福島市 Ｊ　金融業・保険業 総務・企画・広報 男性 ○

191 413 福島県信用保証協会 福島市 Ｊ　金融業・保険業 経理・総務事務 女性 ○

192 24 福島県保険医協会 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 事務職 男性 ○
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193 388 福島コンピューターシステム 株式会社 郡山市 Ｇ　情報通信業 プログラマー 女性 ○

194 389 福島コンピューターシステム 株式会社 郡山市 Ｇ　情報通信業 プログラマー 男性 ○

195 73 福島商工会議所 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 事務職 女性 ○

196 74 福島商工会議所 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 事務職 男性 ○

197 75 福島商工会議所 福島市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 事務職 女性 ○

198 399 株式会社 福島情報処理センター 郡山市 Ｇ　情報通信業 システムエンジニア職 男性 ○

199 400 株式会社 福島情報処理センター 郡山市 Ｇ　情報通信業 システムエンジニア職 男性 ○

200 38 福島信用金庫 南支店 福島市 Ｊ　金融業・保険業 営業職(渉外係) 男性 ○

201 183 福島ダイハツ販売 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職（営業職経験あり） 女性

202 276 株式会社 福島中央テレビ 郡山市 Ｇ　情報通信業 総合職 男性

203 277 株式会社 福島中央テレビ 郡山市 Ｇ　情報通信業 - 女性 ○

204 213 福島トヨタ自動車 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 採用・人事担当者 男性 ○

205 31 福島日産自動車 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 事務 男性

206 338 福島日産自動車 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性

207 339 福島日産自動車 株式会社 福島市 Ｉ　卸売業・小売業 - 女性 ○

208 42 株式会社 福島民報社 福島市 Ｇ　情報通信業 営業職 男性

209 356 株式会社 福島民報社 福島市 Ｇ　情報通信業 営業企画 女性 ○

210 207 富士ゼロックス福島 株式会社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 本社スタッフ（採用担当） 男性 ○

211 208 富士ゼロックス福島 株式会社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 本社スタッフ（採用担当） 女性 ○

212 94 富士テレコム 株式会社 いわき支店 いわき市 Ｄ　建設業 通信 男性

213 309 株式会社 ふたば 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 技師 女性 ○

214 310 株式会社 ふたば 双葉郡 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 技師 男性 ○

215 120 フタバコンサルタント 株式会社 いわき市 Ｄ　建設業 総務 男性

へ 216 30 社会福祉法人 平成会 大沼郡会津美里町 Ｐ　医療、福祉 - 男性

217 211 医療法人社団 平成会 会津若松市 Ｐ　医療、福祉 事務職 男性 ○

218 116 ベストファーム 株式会社 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 事務職 女性 ○

219 301 ベストファーム 株式会社 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 - 男性 ○

ほ 220 117 北部通信工業 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 事務職 女性 ○

221 315 北部通信工業 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 部材調達 男性 ○

ま 222 51 株式会社 増子建築工業 郡山市 Ｄ　建設業 総務 女性

223 59 株式会社 マテックス 福島営業所 安達郡大玉村 Ｅ　製造業 営業 男性

224 72 学校法人 まゆみ学園 認定こども園まゆみ 二本松市 Ｏ　教育,学習支援業 - 女性

225 278 株式会社 マルト いわき市 Ｉ　卸売業・小売業 人事 男性

み 226 172 みやぎ 生活協同組合 コープ東北サンネット事業連合 福島市 Ｑ　複合サービス事業 人事・教育担当 男性

む 227 402 陸奥テックコンサルタント 株式会社 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 技術職 男性 ○

228 403 陸奥テックコンサルタント 株式会社 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 技術職 男性 ○

229 404 陸奥テックコンサルタント 株式会社 郡山市 Ｌ　学術研究,専門・技術サービス業 技術職 男性 ○

230 149 ムネカタ 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 人事 女性 ○

231 150 ムネカタ 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 人事 女性 ○

232 351 ムネカタ 株式会社 福島市 Ｅ　製造業 人事 女性 ○

や 233 319 ヤンマーアグリジャパン 株式会社 東北支社 古川支店 宮城県大崎市 Ｉ　卸売業・小売業 営業 女性

234 345 ヤンマーアグリジャパン 株式会社 東北支社 宮城県仙台市 Ｉ　卸売業・小売業 管理 女性 ○

よ 235 77 株式会社 ヨークベニマル 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 男性

236 282 株式会社 ヨークベニマル 堤下店 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 販売員 女性

237 324 株式会社 ヨークベニマル 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 事務職 女性

ら 238 322 株式会社 LasiQ 須賀川市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性

239 323 株式会社 LasiQ 須賀川市 Ｉ　卸売業・小売業 - 男性

240 143 株式会社 羅羅屋 会津若松工場 会津若松市 Ｅ　製造業 販売促進課 女性

241 144 株式会社 羅羅屋 会津若松工場 会津若松市 Ｅ　製造業 販売促進課 女性

り 242 174 リコージャパン 株式会社 販売事業本部　福島支社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 技術営業職 男性 ○

243 175 リコージャパン 株式会社 販売事業本部　福島支社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 営業職 男性 ○

244 384 リコージャパン 株式会社 販売事業本部　福島支社 郡山市 Ｉ　卸売業・小売業 営業職 女性 ○

245 189 株式会社 リトルシーズサービス 郡山市 Ｒ　サービス業(他に分類されないもの) 企画営業 女性

わ 246 87 株式会社 渡辺組 いわき市 Ｄ　建設業 - 男性
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