
Ｎｏ． 　[サポーター企業名] [業種] [都道府県] [住所] [HPアドレス]

1 (株)ソフトアカデミーあおもり
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市第二問屋町4-11-18 http://www.soft-academy.co.jp/

2 (株)ワイズスタイル 卸売・小売業 青森県 青森市松原3-15-28 http://www.ystyle.jp/
3 (株)アスコ建築構造しつ 建設業 青森県 青森市油川字千刈115-9 http://www.aasco.archi.co.jp

4 (株)フォトダイン
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市久須志2-1-11 http://photo-din.com

5 (一財)青森市産業振興財団
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市第二問屋町4-4-1

6 ほぐし処　手助け
生活関連サービ
ス・娯楽業

青森県
青森市古川1-10-14青森まち
なか温泉内

7 JMTC青森教室
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市桂木1-1-1 http://www.japan-mtc.com

8 (株)鑑定ありすと
不動産業・物品
賃借業

青森県 青森市桂木3-7-12 http://.kantei-aristo.co.jp/

9 青森県民生活協同組合 卸売・小売業 青森県 青森市浜舘3-7-7 http://www.aomoriken-coop.or.jp/

10 (有)高坂電業社 建設業 青森県 青森市千富町2-5-17
11 (株)たかのや 卸売・小売業 青森県 青森市石江字江渡117-5
12 (有)大裕 医療、福祉 青森県 青森市富田1-17-6
13 (有)介護センター太陽 医療、福祉 青森県 青森市富田1-17-6

14
(社福)平元会　特別養護老
人ホーム寿幸園

医療、福祉 青森県 青森市高田字川瀬186 http://heigenkai.jp

15 モリピア　ナガイ(株)
電気・ガス・熱供
給・水道業

青森県 青森市羽白字沢田302-5

16 (株)スポルタオアモリ 卸売・小売業 青森県 青森市古川1-14-5 http://fukuspo.com/shop/

17 りらっくす
生活関連サービ
ス・娯楽業

青森県 青森市緑3-9-2ｻﾝﾛｰﾄﾞ1階

18 ㈱ＡＣＴ 卸売・小売業 宮城県
仙台市若林区河原町１－６－
２６－２０７号

19 社会福祉法人泉白陵会 医療、福祉 宮城県 仙台市泉区松森字岡本前27 http://www.izumi-hakuryokai.com

20 (有)モリタ・コーポレーション 卸売・小売業 宮城県 塩釜市新富町18-37

21 ㈱ファミリ工房東北 建設業 宮城県
仙台市泉区南中山1-27-274
ﾊﾋﾟﾈｽ南中山1Ｆ

http://www.famirecoubou.co.jp

22 テンプスタッフ・カメイ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区花京院1-1-20
花京院ｽｸｴｱ8Ｆ

http://www.tempstaff-kamei.co.jp

23 ㈱ブライト 金融・保険業 宮城県
仙台市若林区六丁の目中町
27-1

http://www.dairitenhp.com/bright/

24 ㈱三創 建設業 宮城県
仙台市宮城野区燕沢東1-
10-30

http://www.yane-sanso.com

25 ㈱花屋 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-hanaya.co.jp

26 ㈱共和
複合サービス事
業

秋田県 秋田市 http://duskin-kyowa.systematix.jp/

27 ㈱システムソリューション 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.sys-sol.jp

平成２８年３月３１日現在

※登録していただいた企業のうち、公表することを承諾していただいた企業のみ掲載しています。

※ホームページアドレスをクリックしていただくと各企業のホームページへ移動します。

「ジョブ・カード普及サポーター企業」全国ブロック別一覧

東北ブロック（青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島）



28 ㈲ＰＡＴＥＫ
複合サービス事
業

秋田県 秋田市

29 ㈱シンタ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://sinta-nc.net

30 ㈱さきがけ折込センター
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.sic-akita.co.jp/

31 奥羽住宅産業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.o-u.jp/

32 ㈱第一会館
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://www.daiichikaikan.co.jp/

33 秋田協同印刷㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.akyodo.co.jp

34 ㈲育栄 建設業 秋田県 秋田市
35 秋田海陸運送㈱ 運輸業、郵便業 秋田県 秋田市 http://www.kairiku.co.jp
36 三共ホーム㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://sankyo-akita.com

37 ㈱岩田写真
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.iwataphoto.tv/

38 木場㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.re-home.biz/

39 ㈱ローキー
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

40 ㈱武藤電子工業 製造業 秋田県 男鹿市 http://www.muto-elec.co.jp/

41 ㈱寒風 建設業 秋田県 男鹿市 http://www.kanpu.co.jp/ishi/

42 小玉醸造㈱ 製造業 秋田県 潟上市 http://www.kodamajozo.co.jp

43 ニッポ電工㈱ 製造業 秋田県 潟上市 -
44 タプロス㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.tapros.co.jp/

45
㈱備品レンタルセンター　秋
田営業所

サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://bihin-rc.co.jp/

46 秋田ガルバー㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://z-mekki.com/

47 ㈱アジマックス
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

48
ショートステイ陽福苑㈲有
明商店

医療・福祉 秋田県 秋田市

49 秋田総合ビル管理㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

50 ㈱角繁 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://kakuhan.com
51 秋田マッカラー㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-macller.jp/

52 ㈱ジョンソン設備管理
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 由利本荘市 http://www.jemnet.jp

53 ㈲長沼製作所 製造業 秋田県 にかほ市 http://www.naganuma-akita.co.jp/

54 ㈱ブラウブリッツ秋田
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://blaublitz.jp

55 (名)伊藤木材工業所 製造業 秋田県 秋田市 -
56 日本機械工業㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.nikki-a.co.jp/

57 三光不動産㈱
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 秋田市 http://www.sankonet.co.jp

58 ㈱トラパンツ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.torapants.co.jp/

59 ㈱アイネックス 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.inecx.co.jp/

60 ㈱小暮自動車整備工場
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.kogurecustomtruck.com/

61 本荘電気工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 -
62 北斗製氷㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://hokutoseihyo.co.jp

63 リンタツ工業㈱ 製造業 秋田県 秋田市
64 日本精機㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.nihonseiki.co.jp/

65 ㈲平野自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

66 ㈲秋田サカン・グループ 建設業 秋田県 秋田市
67 特定非営利活動法人Ｆａｎ 教育、学習支援 秋田県 秋田市 http://www.fan.or.jp
68 秋田新聞輸送㈲ 運輸業、郵便業 秋田県 秋田市
69 ㈲次元 情報通信業 秋田県 秋田市 http://mamafami.net
70 ㈲おーがすと 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://og-goshono.com/



71 秋田中央トランスポート㈱ 運輸業、郵便業 秋田県 秋田市 http://www.bus-taxi.jp/
72 ㈲ネオユニバース 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.neo-universe.com

73 ㈲斎藤昭一商店 製造業 秋田県 秋田市 http://www.kiritanpo.com/

74 北環興業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.hok-hok.com/

75 ㈲加藤哲建築事務所 建設業 秋田県 秋田市 http://www.kato-archi.com/

76 ㈱菅生商店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
77 旭建設㈱ 建設業 秋田県 秋田市
78 モリヤ電建（資） 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

79 昭和自動車整備工業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

80 大館ヤクルト販売（株） 卸売・小売業 秋田県 大館市岩瀬字谷地の平4-52

81 東光鉄工（株） 製造業 秋田県
大館市釈迦内字稲荷山下19
番地1

www.toko-akita.co.jp

82
東光コンピュータ.サービス
（株）

情報通信業 秋田県 大館市御成町4丁目8番74号 www.tcs.tokogrp.co.jp

83 東光保険サービス（株） 金融・保険業 秋田県
大館市釈迦内字稲荷山下19
番地1

84 三浦木材（株） 卸売・小売業 秋田県 大館市上代野字上代野5-1
85 秋田ウッド（株） 製造業 秋田県 大館市白沢字松原570
86 （株）大館工芸社 製造業 秋田県 大館市釈迦内字家後29-1 www.magewappa@co.jp
87 （有）トリトンハウス 金融・保険業 秋田県 大館市御成町2-9-2 www.toriton.co.jp
88 （株）やたて 飲食店、宿泊業 秋田県 大館市長走字陣場311 ohdate-yatate.com
89 （株）サンシーロ 医療、福祉 秋田県 大館市東台2丁目6番43号
90 りょう電工（株） 建設業 秋田県 大館市字桜町32番地1

91 （株）ユナイテッド・ジャパン
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県
大館市柄沢字丸山下236番
地1

92
（株）ハートフルケアサポー
ト デイサービスセンターあ
おぞら

医療、福祉 秋田県 大館市釈迦内字台野下22-2

93
（株）ハートフルケアサポー
ト デイサービスセンターお

医療、福祉 秋田県 大館市早口字小比立内51-5

94 （株）リブエス 不動産業 秋田県 大館市観音堂601番地
95 （株）H&R's　DREAM 医療、福祉 秋田県 大館市餌釣字山王下110-4
96 （有）さとう印刷工業 製造業 秋田県 大館市餅田字向田147-3
97 （株）北秋オーエス 卸売・小売業 秋田県 大館市御成町1丁目6番5号
98 （有）柴田慶信商店 製造業 秋田県 大館市御成町2丁目15-28 www.magewappa.com
99 （有）トータルケア 一心堂 医療、福祉 秋田県 大館市字一心堂南29番地3

100
（有）ほのぼのグループホー
ム ほのぼの

医療、福祉 秋田県
大館市早口字弥五郎沢2番
地25

101 （株）シースマイル 医療、福祉 秋田県
大館市観音堂539-1 カノンⅡ
1F

102 北秋商事（株） 卸売・小売業 秋田県 大館市字板子石境96番地
103 （合）あきた北保険サービス 金融・保険業 秋田県 大館市大子内字羽立143-1 www.1.ocn.ne.jp~yoshi515

104 白川建設（株） 建設業 秋田県
大館市花岡町字大森山67番
地

105 （株）サクラバ鉄工 製造業 秋田県
大館市大茂内字上瘤ノ木岱
71-3

106 （株）小滝電機製作所 製造業 秋田県 大館市釈迦内字上袋6番地6
107 カーショップわかまつ 卸売・小売業 秋田県 大館市片山町3丁目7-7
108 奈良建設（株） 建設業 秋田県 大館市十二所字大平126-2

109 （有）トーホーメンテック
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 大館市水門町5-47-1

110 （有）ニシキダイナー 飲食店、宿泊業 秋田県 大館市谷地町9-7（事務所）
111 （有）ニシキフーズ 製造業 秋田県 大館市谷地町9-8（事務所）

112 （株）ウオズミ
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 大館市字桂城20番地21

113 （株）リブホーム 建設業 秋田県
大館市御成町2丁目19番15
号

114 （株）片山建設 建設業 秋田県 大館市片山字八坂16番地2
115 （有）片山不動産 不動産業 秋田県 大館市片山字八坂16番地2
116 （株）新和さくら 金融・保険業 秋田県 大館市部垂町33-1



117 orune
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 大館市観音堂553-3

118 （株）三協運輸 運輸業 秋田県 能代市河戸川字南後田82-1

119 （株）e-space
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 能代市字下野1-20 www.pcepace.com

120 （株）ドリームホープ なかよ 医療、福祉 秋田県 能代市浅内字頭無上217-2

121
特定非営利活動法人 ド
リームホープなかよし

医療、福祉 秋田県 能代市浅内字清水下1番地5 www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

122
特定非営利活動法人 ド
リームホープなかよし なか
よしの家デイサービス

医療、福祉 秋田県 能代市通町3-15 www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

123

特定非営利活動法人 ド
リームホープなかよし
 デイサービスセンター ケア
プランセンター

医療、福祉 秋田県 能代市浅内字清水下1番地5 www13.plala.or.jp/nakayosi7544/

124
（有）エルアイズコーポレー
ション

医療、福祉 秋田県
八峰町峰浜水沢字三ツ森カッ
チキ台3-1

125
ハイテクウッド秋田（株）秋
田工場

製造業 秋田県
山本郡三種町鵜川字八幡台
126

126 （有）さくら堂
専門・技術サー
ビス業

秋田県 能代市西通町7-8

127 （株）文蔵 医療、福祉 秋田県 能代市南元町3-10
128 （株）フルタイム 医療、福祉 秋田県 能代市東町3番18号
129 （株）髙田工業 建設業 秋田県 鹿角市八幡平字赤渕191-1
130 （有）オートプラザ鹿角 卸売・小売業 秋田県 鹿角市花輪字鉄砲25-6

131 （有）やまぐち理美容室
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 鹿角市十和田大湯231

132 （資）加藤自動車整備工場
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県
北秋田市綴子字田中表27番
地

133 （株）高坂 卸売・小売業 秋田県 北秋田市住吉町9-17

134 貴俵電気設備工業 (株) 建設業 秋田県
横手市雄物川町造山字造山
143-16

http://www.kitawara,co.jp/

135 (有) 旭星自動車 卸売・小売業 秋田県 横手市赤坂字城野岡42

136 日貿産業(株) 横手工場 製造業 秋田県
横手市婦気大堤字高の森1-
1

137 (有)　平鹿印刷 製造業 秋田県 横手市平城町11-25

138 ＮＰＯ法人　ひらきの郷 医療、福祉 秋田県
仙北郡美郷町境田下八百刈
265

139
ＮＰＯ法人　社会福祉事業
振興会

医療、福祉 秋田県 湯沢市元清水二丁目5-20

140 (有)　タンデム 製造業 秋田県
横手市大森町板井田高八卦
42-1

141
ＮＰＯ法人　グループホーム
ひらきの家

医療、福祉 秋田県
横手市大森町板井田字南八
卦42-1

142 今野信子事務所(個人)
専門・技術サー
ビス業

秋田県
大仙市大曲須和町二丁目3-
21-4

143 (有)ケアプランナー横手 医療、福祉 秋田県 横手市寿町6-3 ｗｗｗ2.plala.or.jp/care-planner/

144 介護施設　朝日のあたる家 医療、福祉 秋田県 横手市赤坂仁坂105-6

145
(個人)高橋社会保険労務士
事務所

専門・技術サー
ビス業

秋田県 横手市三本柳字寺田131-1

146
(有)　ワイ・エム・オー・ファッ
ション

製造業 秋田県 横手市横山町2-15

147 (個人)　関坂製作所 製造業 秋田県 横手市平鹿町醍醐本堂22-2

148 Office Falcom
専門・技術サー
ビス業

山形県
山形市旅篭町２－２－２５－６
０４

http://www.flcm.jp

149 大蔵精機　株式会社 製造業 山形県 山形市鋳物町４４番地 http://www.okuraseiki.co.jp

150 みやけ鍼灸整骨院 医療、福祉 山形県 天童市南町１－４－１－Ｂ http://miyake-seikotsu.net/

151
株式会社　ステップアップコ
ミュニケーションズ

情報通信業 山形県 山形市東青田２－２－１０ http://step-up.co.jp

152
認定ＮＰＯ法人　発達支援
研究センター　やまがた若
者サポートステーション

サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市小荷駄町２－７ http://www.yamasapo.org



153 芳賀セメント工業　株式会 製造業 山形県 天童市石鳥居２－１－６７ http://www.hagasemento.co.jp

154 株式会社　サイトウトイシ 卸売・小売業 山形県
山形市流通センター３－１１
－３

http://saitou-toishi.com

155 株式会社　エム・エス・アイ
専門・技術サー
ビス業

山形県 山形市松栄１－５－７ http://www.msi-net.co.jp

156 株式会社　ヤマコン 建設業 山形県 山形市十文字天神東７７０ http://www.yamacon.jp

157
株式会社　クリーンシステ
ム

サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県
山形市飯塚町字中河原１６２
９－５

http://www.csyam.com/

158 三條物産　株式会社 卸売・小売業 山形県 山形市千歳１－１６－４８ http://www.sanjo-b.com

159 株式会社　山形メタル 製造業 山形県
最上郡真室川町大字釜渕権
現堂８２７－４２

http://www.y-metal.co.jp

160 ケーデー工業　株式会社 製造業 山形県 山形市白山２－７－１２

161 株式会社　キヨスミ産研
サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市鋳物町３番地 http://www.kiyosumisanken.co.jp/

162 有限会社　コスモ会計
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市八島町6-2 http://cosmokaikei.tkcnf.com/pc/

163 株式会社　トーホク事務機 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字橋本15の1
164 株式会社　ブリリアント 卸売・小売業 福島県 福島市入江町12-3 http://www.mif-brilliant.com

165 株式会社　福島重車輌 建設業 福島県
福島市瀬上町字北中川原5-
1

http://www.fjnet.co.jp

166 株式会社　福重
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島県瀬上町字北中川原5-
1

http://www.fjnet.co.jp

167 株式会社　誠電社
電気・ガス・熱供
給・水道業

福島県 福島市高野河原下19-15 http://www.sei-den-sha.com

168 有限会社　アドコム
専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市丸子字上川原5番地
の23

169 栃窪農機　株式会社 卸売・小売業 福島県
福島市宮代字鍋屋敷20番地
の7

170 株式会社　サイトウ印房 製造業 福島県 福島市浜田町6-13
171 株式会社　ファミリーケア 医療、福祉 福島県 福島市浜田町6番5号 http://www.familycare.jp

172 有限会社　参栄測量 建設業 福島県
福島市上名倉字栗内28番地
の2

173 有限会社　渡邉塗装店 建設業 福島県 福島市方木田字水戸内8-10

174
有限会社　芳賀オートワー
クス

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市上名倉字文地9-17

175 株式会社　コンノ製作所 製造業 福島県
福島市松川町沼袋字浜子20
番地1

176 株式会社　Ａ水技研 建設業 福島県 福島市松山町69-2

177 ビッシュヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市西中央4-40 http://beishhair.com

178 株式会社　光和設備工業所 建設業 福島県 福島市御山字上原2番10 http://www.kowa-ks.jp/
179 株式会社　齋藤電機 建設業 福島県 福島市入江町6番21号 http://www.saitoh-denki.co.jp

180 有限会社　梅津石油 卸売・小売業 福島県
福島市荒井北二丁目4番地
の4

181 株式会社　セキホーム福島 建設業 福島県 福島市八木田字明神49-2 http://www.sekihome.com

182 株式会社　スーパーキクタ 卸売・小売業 福島県 福島市荒井字庚申下22番地
183 有限会社　交友会建設 建設業 福島県 福島市荒井字北峠原10

184 桑折商事倉庫　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市さくら一丁目2番地の
10

http://www.koorisyouji.co.jp

185 有限会社　安部建業 建設業 福島県 福島市上鳥渡字仲原29

186
有限会社　福陽コンサルタ
ント

建設業 福島県 福島市荒井字下雑木畑5-6

187 有限会社　佐久間自動車
専門・技術サー
ビス業

福島県
二本松市木幡字古生245番
地

http://auto-roman.jp/

188
株式会社　福島プラント
サービス

建設業 福島県 福島市渡利字大沢坂37-35

189 有限会社　芳建 建設業 福島県
福島市飯坂町字犬子ヶ原20-
1



190 Hair Relaxation anvi
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 いわき市佐糠町1-9-4

191
株式会社　福装２１　鹿島
ファクトリー

製造業 福島県
南相馬市鹿島区寺内字本屋
敷1-1

http://www.fukuso.co.jp

192 株式会社　えるさ 医療、福祉 福島県 福島市豊田町1番10号

193 採用と教育研究所
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市野田町6丁目7番8号
ツインコートＢ103号

194 株式会社　阿部庄 卸売・小売業 福島県 福島市置賜町8-1

195 ＪＡ共同施設　株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
二本松市杉田駄子内56番地
4

http://www.ja-michinokuadachi.or.jp/

196 有限会社　サイン・コア
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市吉倉字前田40-1

197 大洋メディカル　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市吉倉字吉田70-4

198 株式会社　民報印刷 製造業 福島県
福島市佐倉下字二本榎前
10-7

199 オートファクトリー　リザルト 卸売・小売業 福島県 須賀川市西川町43-1

200 有限会社　佐藤商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市笹木野字上石田6-1

201 株式会社　渡辺土木 建設業 福島県
福島市仁井田字前林川原2-
8

202 株式会社　田崎運送 運輸業 福島県
福島市佐倉下字上谷地60番
地1

203 中央水産　株式会社 製造業 福島県 福島市北矢野目字竹の花33 http://plaza.rakuten.co.jp/chusui/

204 大槻電設工業　株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

福島県 福島市鎌田字卸町13-7

205 キャスター商事　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字卸町2番地の1
206 福島リコピー販売　株式会 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字卸町21-2 http://www.f-ricopy.co.jp

207 株式会社　舟山商店 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字卸町4番地の3

208 株式会社　鈴木商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市松川町字水晶沢9-2 http://0001.spcar.jp

209 株式会社　加藤組 建設業 福島県
福島市松川町水原字上台10
番地

210 有限会社　尾形自動車工業
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市松川町浅川字椚林15 http://ogata-5.com

211
有限会社　カネハチタク
シー

運輸業 福島県
福島市松川町浅川字笠松
11-21

212 有限会社　金水晶酒造店 製造業 福島県 福島市松川町字本町29番地 http://www.kinsuisho.com

213 有限会社　Gfactory 建設業 福島県
福島市清水町字寺ノ上20番
地の1

214
有限会社　Gfactory
CREATE

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市清水町字寺ノ上20番
地の1

215
株式会社　ウェディングエル
ティ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
福島市野田町1丁目10番41
号

http://www.wlt.co.jp

216
株式会社　エルティフード
サービス

飲食店、宿泊業 福島県
福島市野田町1丁目10番41
号

http://www.wlt.co.jp

217
有限会社　エルティダイニン
グアンドデリ

飲食店、宿泊業 福島県
福島市三河南町1-20　コラッ
セふくしま12Ｆ

http://www.wlt.co.jp/kiichigo

218 株式会社　協栄工業 建設業 福島県 福島市二子塚字道南6番地 http://www.kyoei-kogyo.jp/index.html

219 東邦建機　株式会社 不動産業 福島県
福島市笹木野字北谷地東10
番地の1

220 株式会社　船山工業 建設業 福島県 福島市上野寺字原6番地の2

221
渡辺エンジニアリング　株
式会社

不動産業 福島県
福島市野田町七丁目4番69
号

222 株式会社　草野測器社 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字卸町23-16 http://www.kusano-net.co.jp/

223 株式会社　ひらい 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字卸町19-2

224
有限会社　フルーツショップ
菊地

卸売・小売業 福島県 福島市北矢野目字舘37

225 株式会社　吉田運輸 運輸業 福島県
福島市飯坂町平野字若狭小
屋14番地の6

226 大森貸切自動車　有限会社 運輸業 福島県 福島市大森字下原田64-1



227
株式会社　創世　聖ハート
フルケア福島「十字の園」

医療、福祉 福島県 福島市野田町字台67 http://park21.wakwak.com/~jyuujinosono/

228 株式会社　シャポンドゥ 飲食店、宿泊業 福島県 福島市西中央2丁目91-5 http://www.chapondoux.com

229 株式会社　イツワ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市南沢又字中琵琶渕73
番地

http://www.itsuwa-gp.com/

230 宮本技研工業　株式会社 製造業 福島県
福島市松川町下川崎字佐久
間山2-5

231 有限会社　クリエイト 卸売・小売業 福島県 本宮市栄田66-3

232 株式会社　シンワ 卸売・小売業 福島県
福島市野田町七丁目10番6
号

233 株式会社　光陽建設 建設業 福島県 福島市野田町4-5-2 http://www.koyo-const.com

234 有限会社　ゼスト 運輸業 福島県
本宮市荒井字青田原209番
地2

235
株式会社　メディカル・ファ
クトリー

医療、福祉 福島県
福島市渡利字鳥谷下町38番
地3

236
ＦＡシンカテクノロジー　株
式会社

製造業 福島県 福島市渡利字岩崎町102-7 http://www.fashinka.co.jp

237 和合建設工業　株式会社 建設業 福島県 福島市渡利字平内町27番地
238 株式会社　福島石販 卸売・小売業 福島県 福島市渡利字丸田19-4
239 株式会社　根本金物 卸売・小売業 福島県 福島市陣場町9番28号

240 株式会社　亀岡治具製作所 製造業 福島県
伊達郡桑折町大字万正寺字
天神森7番地8

241 株式会社　日下部工業所 製造業 福島県
伊達郡桑折町大字万正寺字
西原前1番地の1

242 株式会社　三栄精機製作所 製造業 福島県 伊達郡桑折町字仮屋1番地 http://sanei-air.com

243 株式会社　福島フソー 製造業 福島県
伊達郡桑折町大字万正寺字
大五輪1番の7

http://www.fuso-ss.co.jp

244 吉川紙業　株式会社 製造業 福島県
伊達郡桑折町大字成田字元
宿2

http://www.ysk-box.co.jp

245
株式会社セイロロモータース
東北

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県 仙台市宮城野区扇町ー１－３

246 (株)新日本青果 卸売・小売業 青森県 青森市卸町1-1 http://info@shinnihonseika.co.jp

247 フォトスタジオファルス
生活関連サービ
ス・娯楽業

青森県 青森市古川1-15-5 http://www.farusu.com

248 (有)どもん 製造業 青森県 青森市緑3-8-22

249 (株)道映デザインスタジオ
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市桂木4-2-3 http://www.doei-design.co.jp

250 (有)らいず
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市松森3-3-18 http://aomori-rise.net

251 (合)ＯｗＬ 医療、福祉 青森県 青森市筒井2-18-8 http://www.owl-llc.jp/
252 たんめん亭 飲食店、宿泊業 青森県 青森市妙見1-3-2

253
(株)フレックスコーポレー
ション

卸売・小売業 青森県 青森市第二問屋町1-5-15 http://www.flexcp.com

254 青森電話工事興業(株) 情報通信業 青森県 青森市松原2-6-6 http://www.aoden.co.jp
255 (株)精養軒 飲食店、宿泊業 青森県 青森市東大野2-1-28 http://seiyouken.com/
256 (株)こども服の店ピノキオ 卸売・小売業 青森県 青森市中央3-20-14 http://pinokids.jp

257 ㈱信成堂 医療、福祉 宮城県
刈田郡蔵王町大字曲竹字神
西5-2

258 ㈱仙台ビジネスサポート
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区一番町3-3-11
Ｈuman青葉通ﾋﾞﾙ4Ｆ

http://www.business-s.co.jp

259 ㈱カリーナ 飲食店、宿泊業 宮城県
仙台市青葉区国分町1-8-14
仙台協立第2ﾋﾞﾙ5Ｆ

http://www.carina.co.jp

260 ㈱秋田県分析化学センター
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.akibun.com

261 ㈱永井歯科商会 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
262 ㈱船木鉄工所 製造業 秋田県 秋田市 http://shop.synka.jp/funaki/

263 ㈱鈴木測量事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市

264 ㈱ジーンズエムシーディ 製造業 秋田県 秋田市



265 臨海食品協業組合 製造業 秋田県 秋田市
266 ㈱フルゥール 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.fru-ru.jp/
267 ㈲秋田断熱工業所 建設業 秋田県 秋田市
268 ㈲酒の福屋 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
269 山王繊維㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
270 猿田興業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.saruta.co.jp
271 ㈱辻源 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.zakkaman.com/

272 ㈱くまがい印刷 製造業 秋田県 秋田市 http://www.kumagai-p.co.jp

273 ㈱秋田介護支援センター 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://www.himawarinoie.co.jp/

274 ㈱秋田人形会館 製造業 秋田県 秋田市 http://akita-ningyo.co.jp/

275 ㈱フロム・エー 製造業 秋田県 秋田市 http://www.from-a.co.jp

276
税理士法人福士合同会計
事務所

学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.tkcnf.com/fukushi-kaikei/pc/

277 ㈱みどり光学社 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.e-midori.co.jp/

278 ご・ぱん 製造業 秋田県 秋田市
279 ㈱池田 医療・福祉 秋田県 由利本荘市 http://www.ikeyaku.co.jp

280 (業)三交モータース商会
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.sanko-m.com/

281 東北製綱㈱ 製造業 秋田県 秋田市
282 マックスバリュ東北㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.mv-tohoku.co.jp

283 秋印秋田中央青果㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akijirushi.co.jp

284 三傳商事㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.sandenshoji.com/

285 丸島商事㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://marusima-shoji.com/

286 ㈱宮盛 製造業 秋田県 五城目町 http://www.miyamori.co.jp

287 船川臨港運送㈱ 運輸業、郵便業 秋田県 男鹿市
288 丸水秋田中央水産㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.marusui-akita.co.jp/

289 介護老人保健施設 男鹿の 医療・福祉 秋田県 男鹿市 http://oganosato.client.jp/

290 ㈱進藤水産 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.shindosuisan.co.jp

291 ㈱第一水産 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

292 ㈱佐々木洋服店
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

293 斉勇㈱
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 秋田市

294 ㈱バウハウス
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.bau.co.jp/

295 ㈱シャトー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://www.cna.ne.jp/~chateau/

296 秋田トンボ㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.tombow.gr.jp

297 大洋ビル管理㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.taiyo-bldg.jp

298 ㈱パルテごとう 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.parte-gotou.co.jp

299 特別養護老人ホーム中通 医療・福祉 秋田県 秋田市
300 ㈱共同スチール 製造業 秋田県 秋田市
301 ㈲エーケイプリント 製造業 秋田県 秋田市 http://akprint.jp
302 鳥潟工務店 建設業 秋田県 大館市岩瀬字羽立35

303
（株）エス・エム・エムプレシ
ジョン

製造業 秋田県 能代市扇渕4番地4

304 （株）グットスマイル 医療、福祉 秋田県
能代市二ツ井町仁鮒字家後
34-3

305 （合）ライズワン 卸売・小売業 秋田県 能代市浅内字中谷地87-1

306 東邦工業（株） 製造業 秋田県
鹿角郡小坂町荒谷字三ツ森
61-5

307 ㈲　労務タカハシ
専門・技術サー
ビス業

秋田県 横手市三本柳寺田131-1

308 ＮＰＯ法人　そら 医療、福祉 秋田県 横手市三本柳寺田131-1
309 (株)　よつば 医療、福祉 秋田県 大仙市大曲田町20-28 http://yotsuba-kaigo.p-kit.com

310 ㈲　ベストビジネス
専門・技術サー
ビス業

秋田県 大仙市東川佐戸40-3

311 高橋龍悦事務所 (個人)
専門・技術サー
ビス業

秋田県 大仙市東川佐戸40-3

312 (有)　ＪＡｙＲＯ 製造業 秋田県 大仙市高梨上川原210-1



313 (有)　本家仕上屋
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 湯沢市湯ノ原1-2-6 http://www.siageya.jp

314 (株)　アキオ製靴湯沢工場 製造業 秋田県 湯沢市中野97--1
315 丸三化成　(株) 製造業 秋田県 横手市平鹿町釜の川西228
316 ＮＳバイオジャパン　(株) 製造業 秋田県 横手市雄物川町今宿高花15 http://nsbj.jp/
317 老人ホーム　雁の郷 医療、福祉 秋田県 横手市金沢中野矢来沢370
318 (有)　ツインズ 不動産業 秋田県 大仙市大曲田町20-39
319 株式会社　オーエフ 卸売・小売業 山形県 山形市江俣四丁目１９－１８ http://www.kof-net.co.jp

320 株式会社　後藤石材工業 建設業 山形県
寒河江市大字西根外川原８８
－１

321 京都鉄板焼　よしちゃん 飲食店、宿泊業 山形県 山形市七日町２－１－１５

322 モストファクトリー
専門・技術サー
ビス業

山形県 山形市志戸田１１３－３

323 Hair`s AQUA
専門・技術サー
ビス業

山形県 山形市銅町1-5-19 http://www.umechannoaqua.jp

324 杉山木工 製造業 山形県
東村山郡中山町大字長崎字
中原996-6

http://sugiyama-mokkou.con

325
株式会社　キムラビューティ
サプライ

卸売・小売業 山形県 山形市流通センター3-1-3

326 有限会社　佐五郎
サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市香澄町1-6-10 http://www.sagoro/jp/

327 株式会社　プラスパASA
専門・技術サー
ビス業

山形県 山形市江俣4-2-4 http://www.asa-chiropractic.com

328 ビューティC株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市あかねケ丘1-16-10

329
オークランドホーム　株式会
社

医療、福祉 山形県 山形市南原町3-20-27 http://www.oakland.co.jp/kaigo/

330 株式会社　三栄総業 建設業 山形県 東根市一本木町1-3-29
331 寿虎屋酒造　株式会社 製造業 山形県 山形市中里字北田93-1 http://kotobukitoraya.co.jp

332 月山酒造　株式会社 製造業 山形県 寒河江市大字谷沢769-1 http://www.gassan-sake.co.jp

333
浦山社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

山形県 山形市緑町4-26-27

334 株式会社　快筋堂
専門・技術サー
ビス業

山形県 天童市芳賀楯ノ城459-1

335 古澤酒造　株式会社 製造業 山形県 寒河江市丸内三丁目5-7 http://www.furuSAWA.co.jp

336 株式会社　栄製作所 製造業 山形県
西村山郡河北町大字吉田字
花ノ木2150-11

t-masukawa@mta.biglobe.ne.jp

337 株式会社　ジェイ・サポート 製造業 山形県 天童市矢野目1466-2 http://www.j-apt.com
338 株式会社　石木花 製造業 山形県 村山市大字杉島200-1 http://www.sekibokka.jp

339 株式会社　なごみ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市御山字中屋敷4-11 http://cm753.com

340 旭産業　株式会社 建設業 福島県
福島市太平寺字堰ノ上20番
地

341
協同組合　県北クリーニン
グセンター

複合サービス事
業

福島県 福島市太平寺字桶田5 http://www.929fukushima.jp

342 株式会社　須南電設 建設業 福島県 福島市方木田字辻9番地の1 http://www.sunan.co.jp
343 株式会社　高正 卸売・小売業 福島県 福島市方木田字吉ノ内4-1
344 大宝建設　株式会社 建設業 福島県 福島市太平寺堰の上35-3
345 福島メラミン塗装　株式会 製造業 福島県 福島市太平寺字桶田8

346 株式会社　和光プロセス
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市太平寺字児子塚14

347 株式会社　関根ブロック 建設業 福島県 福島市南沢又字北屋敷
348 株式会社　ケア・ビルダー 医療、福祉 福島県 福島市泉字八幡8-2

349
読売・民友新聞　福島中央・
渡辺新聞店

卸売・小売業 福島県 福島市泉字大仏5

350
住まい工房やまぎし　株式
会社

建設業 福島県 福島市泉字宮内前1-8 http://www.sumaikobo-yamagishi.jp

351
有限会社　キューピット介護
サービス

医療、福祉 福島県 福島市泉字二斗蒔18-15



352 株式会社　日本ブライト
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市森合町2番26号

353 株式会社　開成スタジオ
専門・技術サー
ビス業

福島県 郡山市開成四丁目2-9 http://kaiseistudio.com

354
株式会社　福島ゴルフ倶楽
部民報コース

生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市黒岩字学壇31番地 http://www.minpo-course.com/

355 朝日システム　株式会社 情報通信業 福島県 福島市伏拝台田1-2 http://www.asahisys.co.jp/

356 株式会社　クリッパー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
福島市栄町6-1　エスタビル8
階

http://www.clipper-corporation.com/

357 有限会社　東和電気商会 卸売・小売業 福島県 福島市黒岩字遠沖1-3
358 有限会社　福島レジスター 卸売・小売業 福島県 福島市田沢字桜台8-16
359 尾形米穀店 卸売・小売業 福島県 福島市太田町14-3

360 小黒自動車　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市吉倉字吉田50 http://oguro-car.com

361
株式会社　ゴルフレンジア
ミーゴ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市成川字宮内1-1

362 有限会社　しみず薬局 卸売・小売業 福島県
福島市大森字舘ノ内72番地
の1

363
福島個人タクシー事業協同
組合

複合サービス事
業

福島県 福島市吉倉字吉田40番地

364 合同会社　明心興業 建設業 福島県
郡山市字古川34-1　トライア
ングルハウスⅢ-C棟

365 株式会社　ＦＡＭ
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
福島市野田町2丁目3-18　基
愛ビル

366
有限会社　ワールド旅行開
発

生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
福島市方木田字葉ノ木立29-
22

367
株式会社　新福島産業創生
プロデュース

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市大森字西ノ内75-5

368 福島ボデー　株式会社
専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市上鳥渡字街道南26番
地の1

369
日栄工業　株式会社　福島
工場

製造業 福島県 福島市下鳥渡字新町西33-1

370 株式会社　キョーシン 製造業 福島県
福島市上鳥渡字田中内東2
番地の1

http://www.kyoshin-fukushima.co.jp

371
株式会社　コスモエンジニ
アリング

製造業 福島県
福島市下鳥渡字新町西3番
地の1

372
ＮＯＫエラストマー　株式会
社　東北事業所

製造業 福島県 二本松市宮戸30

373 宍戸歯科医院 医療、福祉 福島県 福島市矢剣町20番11号
374 芝精機　株式会社 製造業 福島県 福島市渡利字稲場13-6

375
有限会社　シギハラ・エンジ
ニアリング

建設業 福島県
福島市南向台二丁目31番地
の16

376 株式会社　ともはる 卸売・小売業 福島県 福島市笹谷字中田2番地の1

377 福島機工　株式会社 建設業 福島県
福島市御山字稲荷田31番地
の4

http://www.e-fkc.jp

378
株式会社　インフォメーショ
ン・ネットワーク福島

情報通信業 福島県
福島市山下町5-10　ＮＴＴ山
下第2ビル3階

http://www.inf.fukushima.fukushima.jp

379 菅野食品　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市御山字中屋敷115番
380 株式会社　岸波プロセス 製造業 福島県 福島市御山字中屋敷103-3
381 株式会社　いげた 卸売・小売業 福島県 福島市本町2-7
382 株式会社　小野工業所 建設業 福島県 福島市町庭坂字堀ノ内3-1

383
有限会社　サトーオート
サービス

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市成川字五反田2番地3

384 株式会社　福島植物園 卸売・小売業 福島県 福島市町庭坂字大膳橋19-5 http://www.fukusyoku.co.jp

385 株式会社　ランプハウス 製造業 福島県 福島市上鳥渡字蛭川23

386 中央設備　株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

福島県
福島市松川町沼袋字戸ノ内
74番地

387 有限会社　松電製作所 製造業 福島県
福島市松川町沼袋字戸ノ内
960



388
シオヤユニテック　株式会
社

製造業 福島県
福島市松川町下川崎字新田
61

http://www.sut-jp.com

389 株式会社　丸福織物 飲食店、宿泊業 福島県
福島市松川町下川崎字西原
25-4

http://www.kinunosato.com

390 有限会社　田中ボデー
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市下鳥渡字八幡塚12番
1

391 ＳＳＩ　株式会社
専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市宮代田中前16番地の
28

392 旨いらーめん屋　壱麺 飲食店、宿泊業 福島県
伊達郡川俣町大字鶴沢字社
前1-1

393 ＩＰシステム　株式会社 情報通信業 福島県 福島市八木田字中島32-5　1

394
有限会社　佐藤マシン製作
所

製造業 福島県
伊達市保原町字早稲田22番
地の2

395
社会福祉法人　篤心会　特
別養護老人ホーム　ファ

医療、福祉 福島県
伊達市保原町上保原字遍照
原8-8

396
社会福祉法人　篤心会　特
別養護老人ホーム　孝の郷

医療、福祉 福島県
伊達市霊山町掛田字明正寺
21-1

397 保原液化ガス　株式会社 卸売・小売業 福島県
伊達市保原町字烏内76番地
の1

398 東北ガス販売　株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

福島県 福島市春日町16番地24号

399 株式会社　グリーンラボ 卸売・小売業 福島県 福島市成川字久保前11-1 http://www.greenlabo.jp

400
株式会社　阿部測量設計事
務所

専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市野田町七丁目10番16
号

401 株式会社　追分 卸売・小売業 福島県 福島市南中央2丁目29-3 http://www.Oiwake.co.jp

402 医療法人社団　敬愛会 医療、福祉 福島県 福島市東中央三丁目15番地 http://keiai-kai.com/
403 有限会社　中央工芸 製造業 福島県 福島市野田町4丁目6-50

404 株式会社　ハセガワーク
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市方木田字前白家9-9 http://www.hasegawaac.co.jp

405 株式会社　リンペイ 卸売・小売業 福島県
福島市方木田字谷地18番地
の1

http://www.rinpei.co.jp

406 丸藤ガラス　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市吉倉字谷地1番地の1

407 株式会社　旭電化 製造業 福島県
福島市太平寺字堰の上9番
地

408 感謝農園平井　株式会社 農業・林業 福島県
伊達郡桑折町大字上郡堰下
35の1

409 ミドリ電機製造　株式会社 製造業 福島県
福島市松川町沼袋字北原6
番地

http://www.midori-anzen.jp/mds/

410 有限会社　木雄 建設業 福島県 福島市郷野目字東8 http://katsutaro.jp/

411
公益財団法人　福島県労働
保健センター

医療、福祉 福島県 福島市沖高字北貴船1-2 http://www.flhc.or.jp

412 おひさま動物病院 医療、福祉 福島県 福島市黒岩字遠沖10-20

413 有限会社　サンアイ商事 製造業 福島県
福島市飯坂町平野字東地蔵
田7-1

414
社会福祉法人　すこやか福
祉会

医療、福祉 福島県 福島市沖高字中島14-1 http://www.sukoyakanosato.jp/

415 株式会社　ムース
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市八島田字琵琶渕61

416 MXプロ・モト・アルファ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市飯坂町平野字腰巻8-
4

417
青森県トラック協会三八支
部

複合サービス事
業

青森県
八戸市大字長苗代字化石26
－11

418
八戸自動車整備団地協同
組合

複合サービス事
業

青森県 八戸市大字長苗代字化石26 http://seibidanchi.com/

419
医療法人仁泉会八戸在宅
クリニック

医療・福祉 青森県 八戸市大字岩泉町７番地 http://zaitakuclinic.web.fc2.com/

420
医療法人仁泉会妙水苑デ
イサービスセンター

医療・福祉 青森県 八戸市大字妙字分枝39－1 http://www.jinsenkai.com/network/network_detail.php?id=2&cd=20130727

421
医療法人仁泉会介護老人
保健施設しんごう

医療・福祉 青森県
三戸郡新郷村戸来字金ヶ沢
森ノ下24番地

http://www.jinsenkai.com/network/network_detail.php?id=2&cd=20130701



422
医療法人仁泉会介護老人
保健施設しもだ

医療・福祉 青森県
上北郡おいらせ町山崎2592
－7

http://www.jinsenkai.com/network/network_detail.php?id=2&cd=20130708

423
医療法人仁泉会介護老人
保健施設                 ハー
トランド

医療・福祉 青森県
十和田市大字相坂字高清水
78－450

http://www.jinsenkai.com/network/network_detail.php?id=2&cd=20130721

424
医療法人仁泉会にこにこプ
ラザみさわ

医療・福祉 青森県 三沢市松園町3丁目2－1 http://www.jinsenkai.com/network/network_detail.php?id=2&cd=20130714

425 医療法人仁泉会 医療・福祉 青森県
八戸市大字河原木字八太郎
山10－81

http://www.jinsenkai.com/

426 有限会社苅田工業 建設業 青森県 八戸市妙字花生8－128

427 株式会社サイガミ重機工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
八戸市大字是川字中里山野
12－2

428 有限会社アルパジョン 卸売業、小売業 青森県 八戸市下長2丁目1－25 http://www.arpajon.co.jp

429 小川原湖自然楽校
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
三沢市根井1－94－1根井団
体活動センター内

430 エステサロン　マジュエル
生活関連サービ
ス業、娯楽業

青森県 八戸市石堂2丁目21－2 http://majewel.jp

431 有限会社東北共栄運輸 運輸業、郵便業 青森県
八戸市大字上野字昼場63－
3

432 株式会社青城運送 運輸業、郵便業 青森県
八戸市大字市川町字向谷地
31

http://www.tp-seijyo.com/

433 アールキャスト株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市柏崎2丁目7－14 http://www.rcast.co.jp/

434 株式会社イリエむつ営業所 医療・福祉 青森県
むつ市大字田名部字宮ノ後
198－1

435 株式会社八戸電工 建設業 青森県
八戸市大字十日市字塚ノ下1
－14

436 株式会社イーエス電気 建設業 青森県 八戸市下長2丁目2－24 http://www.esdenki.com

437 株式会社東京ドレス 製造業 青森県
八戸市大字尻内町字上川原
71－2

438 広和計装株式会社 建設業 青森県
八戸市大字長苗代字上碇田
6－1

439 株式会社ＪＭＴＣ八戸教室 教育、学習支援 青森県 八戸市長苗代字二日市8－2 http://www.japan-mtc.com

440 日青産業株式会社 卸売業、小売業 青森県
八戸市大字大久保字小久保
平19－1

441 八戸飼料株式会社 製造業 青森県
八戸市大字河原木字海岸24
－6

442
有限会社ギフトの小笠原ハ
リカ八戸店

卸売業、小売業 青森県 八戸市下長1丁目6－25

443
ＮＰＯ法人クローバーズ・
ネット

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
八戸市南郷区大字市野沢字
市野35

http://www.cloversnet.com/

444 つきだて歯科診療室 医療・福祉 青森県 三沢市美野原2丁目22－1 http://www.tsukidateshika.com/

445 株式会社ヴァンラーレ八戸
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
八戸市南郷区大字市野沢字
市野35

http://www.vanraure.net

446 株式会社ワタナベ設計
学術研究、専門・
技術サービス業

青森県
八戸市柏崎1丁目8－25小倉
ビル3階

http://wac1.co.jp/

447
社会福祉法人同伸会　特別
養護老人ホーム　瑞光園

医療・福祉 青森県
八戸市大字大久保字大山35
－1

http://care-net.biz/02/zuikoen/index.php

448 聖マリアハートクリニック 医療・福祉 青森県 八戸市東白山台3丁目20－3 http://smhc.jp

449 八戸アルミ建材株式会社 卸売業、小売業 青森県 八戸市青葉３丁目32－17

450 株式会社ベジフルエイト 卸売業、小売業 青森県
八戸市大字河原木字前谷地
56－1

451
工藤社労士・海事代理士事
務所

学術研究、専門・
技術サービス業

青森県
八戸市根城5丁目5－32（有）
鈴木会計事務所内

452
有限会社まるはちビジネス
サービス

卸売業、小売業 青森県 八戸市河原木字神才17－1



453
トゥルージオ㈱東北八戸
BPOセンター

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市大字番町3NCビル4F http://www.truegio.com/

454
有限会社十和田乗馬倶楽
部

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
十和田市三本木字佐井幅
115－2

http://www.jtng.com/thrc

455 株式会社エデュクリエーショ 教育、学習支援 青森県 八戸市石堂2丁目21－2 http://educreation.co.jp/wp/

456 有限会社塚本建設 建設業 青森県
北津軽郡中泊町大字豊岡字
片岡1－4

457
社会福祉法人　親泉会こだ
まの園

医療・福祉 青森県 八戸市是川字楢館平30－22 http://wwww11.ocn.ne.jp/~kodama02

458 株式会社藤産業
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
五所川原市金山字竹崎182
－6

http://fujisangyo.cloud-line.com/

459
有限会社青森カシマソフト
ウェア

情報通信業 青森県 八戸市売市3丁目7－26　2F

460 株式会社ニイヤマハウス 建設業 青森県
上北郡六戸町大字犬落瀬字
坪毛沢482

http://www.niiyamahouse.com/

461 はやて司法書士事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

青森県
八戸市堤町4番地6　東野ビ
ル2階

http://www.hayate-office.com/

462 株式会社コスモジャパン
学術研究、専門・
技術サービス業

青森県 八戸市白銀3丁目6－12 http://cosmojapan.net/

463 株式会社ドリームワークス 卸売業、小売業 青森県 八戸市大字本徒士町7ー1 http://dream-wks.jp/index.html

464
株式会社はちのへ東奥朝
日ソリューション

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
八戸市大字長横町16大里ビ
ル1F

465
株式会社リズム・エージェン
シー

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市大字本徒士町10－2 http://www.ragc.co.jp/hidamari/company.html

466
有限会社ホンダ販売西つが
る

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 つがる市柏広須野宮15－8

467 株式会社中長印刷 製造業 青森県 八戸市城下4丁目24－23 http://www.nakacho.net

468 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｓ
教育、学習支援
業

青森県 弘前市大字土手町134番地8 http://www.ims-hirosaki.com

469 株式会社サン・コンピュータ 情報通信業 青森県
八戸市北インター工業団地1
丁目5－10

http://www.sancom.co.jp

470 株式会社松橋不動産
不動産業、物品
賃貸業

青森県 八戸市根城9丁目4－1 http://www.matuhasi.co.jp

471
(社福）みやぎ会介護老人
保健施設とわだ

医療・福祉 青森県 十和田市洞内字長田60－6 http://www.sg-miyagikai.jp/

472
(社福）みやぎ会ディーサー
ビスばんちょう

医療・福祉 青森県 八戸市大字番町7－1 http://www.sg-miyagikai.jp/

473
(社福）みやぎ会ディーサー
ビスセンターみやぎ

医療・福祉 青森県
八戸市大字売市字観音下3
－2

http://www.sg-miyagikai.jp/

474 社会福祉法人　みやぎ会 医療・福祉 青森県
八戸市大字河原木字八太郎
山10－81

http://www.sg-miyagikai.jp/

475 有限会社八戸十全物産 製造業 青森県 八戸市白銀町昭和町12－5

476 有限会社清水ダクト
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市白銀町小沼7－58

477 社会福祉法人　拓心会 医療・福祉 青森県
五所川原市水野尾字懸桶
222－3

http://www.takushinkai.or.jp/

478 株式会社ライフサポート
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
八戸市大字尻内町字三条目
3－1

479
協同組合八戸総合卸セン
ター

複合サービス事
業

青森県
八戸市卸センター1丁目12－
10

http://www.hoc-net.jp/

480 小幡建設工業株式会社 建設業 青森県 八戸市城下4丁目22－33 http://www.obatakensetsu.co.jp/

481
スタッフィングギャロップ有
限会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市北白山台5丁目3－5 http://www.gallopno1.co.jp

482 有限会社夏茱萸 製造業 青森県
五所川原市大字沖飯詰字帯
刀124－3



483 株式会社ディスパッチ
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
北津軽郡中泊町大字中里字
紅葉坂55－7

http://www.dispatch.co.jp/

484 株式会社テックイー 製造業 青森県 五所川原市相内岩井81－87 http://www.tech-e.jp

485
プライベートサロンRiとBiの
たまご

生活関連サービ
ス業、娯楽業

青森県 弘前市大字大町3丁目2－9 http://www.ritobinotamago.com/index.html

486 BONHEUR（ボヌール） 卸売業、小売業 青森県 弘前市若党町9－3
487 株式会社石上建設 建設業 青森県 八戸市類家4丁目2－26 http://ishigami-const.co.jp/

488 株式会社フレッシュエイト 卸売業、小売業 青森県
八戸市大字河原木字神才16
－4

489 (社福)青空会 医療、福祉 青森県 青森市奥野2-27-10 http://www.aozoraclab.com

490 (有)あおば不動産 不動産業 青森県 青森市桜川7-2-3

491 (有)ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ逢々 医療、福祉 青森県
青森県東津軽郡蓬田村大字
瀬辺地座山田1-28

492 (株)ケアプラザ青森 医療、福祉 青森県 青森市三内字沢部327-6 http://www.careplaza-aomori.co.jp

493 (株)カーセレクト 卸売・小売業 青森県 青森市三好2-3-13 http://www.e-rabbit.jp/shop/9919/

494 株式会社岩泉電工 建設業 岩手県
下閉伊郡岩泉町岩泉字合の
山１４－１

http://www.iwaizumidenkou.co.jp/

495
社会福祉法人新里紫桐会
　特別養護老人ホーム 紫
桐苑

医療，福祉 岩手県 宮古市茂市第１地割１１５－１ http://niisatoshitoukai.jp/

496 刈屋建設株式会社 建設業 岩手県 宮古市刈屋第１１地割８０－３

497 株式会社カリヤ 製造業 岩手県 宮古市刈屋第１３地割１１－２

498
社会福祉法人恵心会
　特別養護老人ホーム慈苑

医療，福祉 岩手県 宮古市西ヶ丘４丁目５３－８ http://www.jien.jp/

499 株式会社文化印刷 製造業 岩手県 宮古市松山第５地割１３−６ http://www.bunka-m.co.jp/

500 特別養護老人ホーム立生 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

501 養護老人ホーム寿水荘 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

502 寿水荘指定訪問介護事業 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

503 立生苑デイサービスセン 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

504
小規模多機能ホーム見分
けの森

医療・福祉 岩手県
奥州市胆沢区小山字森下
52-23

http://care-net.biz/03/jyusuikai/

505
社会福祉法人自立更生会
北上ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｾﾝﾀｰ

医療・福祉 岩手県 北上市二子町秋子沢214-7

506 株式会社ブルーサロン
専門・技術サー
ビス業

宮城県 仙台市青葉区一番町1-11-1 http://bluesalon.net

507 ㈱プロフィールド
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区花京院1-1-6
Ｅver-I仙台駅前ﾋﾞﾙ5Ｆ

508 仙台本町公証役場
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区本町2-10-33
第二日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ3Ｆ

509 仙台箪笥協同組合
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区郷六字葛岡下
10-4

http://www.sendai-tansu.com/

510 ピアノドクター星
専門・技術サー
ビス業

宮城県
大崎市古川李埣２丁目7-45
仙北保険ビル内

511 有限会社グローブ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区一番町1-10-
11一番町ACビル

http://www.globe-web.jp

512 株式会社プレジール 情報通信業 宮城県
仙台市若林区六丁の目中町
1-70

http://www.plaisir-pc.com

513 株式会社住企画設計工房 建設業 宮城県
仙台市青葉区二日町7-32勾
当台ハイツ203号室

514
株式会社ジェイ・クリエイ
ター

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市宮城野区小田原2-1-
28ｱﾌﾞﾆｰﾙ小田原1F

http://www.j-creator.co.jp

515 株式会社エキサイト
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区国分町1-6-9ﾏ
ﾆｭﾗｲﾌﾌﾟﾚｲｽ仙台7F

http://www.excite-software.co.jp

516 アンデックス株式会社 情報通信業 宮城県
仙台市青葉区大町1-3-2仙
台MDﾋﾞﾙ5F

http://www.and-ex.co.jp



517 株式会社シーガル 卸売・小売業 宮城県
仙台市太白区長町1-4-2 斎
藤ビル8Ｆ

http://www.seagull-jp.com/

518 有限会社エスケーシー
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区本町1-1-8第
一日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ8F

http://www.skc.cc

519
Dog ＆Cat Hospital
GALFAR

専門・技術サー
ビス業

宮城県 仙台市太白区大野田1-1-2 http://www.galfar.jp

520 株式会社日新
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区大町2-6-14日
新本社ビル6F

http://www.koukoku-nissin.com

521 株式会社ワイドテクノ 製造業 宮城県 加美郡加美町字雁原501 http://wide-techno.co.jp/

522 東日本通信機器株式会社 情報通信業 宮城県 宮城郡七ヶ浜町遠山5-6-15 http://www.hntk.co.jp/

523
有限会社エス・ワイ・ディ二
十一

製造業 宮城県
登米市中田町石森字野元
85-1

http://www.syd21.jp

524
株式会社イッツ・コーポレ-
ション

情報通信業 宮城県
仙台市青葉区一番町3-3-16
ｵｰ・ｴｯｸｽ芭蕉の辻ﾋﾞﾙ4F

http://www.its-cp.jp

525 株式会社緒方製作所 製造業 宮城県 大崎市田尻字田尻15-1 http://www.ogata-ss.jp/

526 株式会社友美装 建設業 宮城県 黒川郡富谷町成田9-11-1 http://www.yubisou.co.jp

527
日研総業株式会社仙台テ
クノセンター

教育、学習支援
業

宮城県
仙台市宮城野区萩野町1-
20-2

http://www.nikken-sogyo.co.jp

528 株式会社バイタルケア 医療、福祉 宮城県 名取市下余田字鹿島10 http://www.vitalcare.co.jp

529 有限会社遠藤自動車塗装
専門・技術サー
ビス業

宮城県 仙台市若林区卸町3-5-8 http://www.endo-carpaint.co.jp/

530
株式会社メイジン 仙台事業
所

建設業 宮城県
仙台市青葉区本町1-1-8第
一日本ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ7F

http://www.mayzin-g.co.jp

531
有限会社ほらぐちｼｬｰﾒｿﾞﾝ
ｻﾛﾝﾌﾟﾗｻﾞ

医療、福祉 宮城県
名取市増田1-5-6ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｬｰﾒ
ｿﾞﾝ303号

532 株式会社三協医科器械 医療、福祉 宮城県
仙台市太白区長町3-6-1川
熊ビル3Ｆ

http://sankyo-ika.jp/

533 株式会社ベーセーベー 卸売・小売業 宮城県 仙台市泉区泉中央1-34-6 http://www.bcbg.co.jp/

534
ジェットインターネット株式
会社

情報通信業 宮城県
柴田郡大河原町字中島町5-
27

http://www.jet.ne.jp/

535 本田精機株式会社 製造業 宮城県 仙台市宮城野区扇町4-6-7 http://www.hondaseiki.co.jp

536
社会保険労務士法人
PERSIST

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市若林区新寺4-9-5第
二丸昌興業ﾋﾞﾙ1F

537 東北第一交通株式会社 運輸業 宮城県 仙台市宮城野区扇町3-6-14

538
キャリアプランニング株式会
社

教育、学習支援
業

宮城県
仙台市青葉区昭和町2-23ﾉｰ
ｳﾞｽｱｰﾊﾞﾝﾋﾞﾙ806号室

http://cpc2007.web.fc2.com/

539 株式会社アイセイオート
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県 石巻市鹿又字町浦100-1 http://aiseiauto.com

540 株式会社安全調査
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市太白区長町南3-9-28
バリーハイツ107

541 株式会社コー・ワークス 情報通信業 宮城県
仙台市青葉区一番町1-8-10
京成壱番町ﾋﾞﾙ203

http://www.co-works.co.jp

542
一般社団法人宮城県専修
学校各種学校連合会

教育、学習支援
業

宮城県
仙台市青葉区本町2-14-
27KAKINﾋﾞﾙ4F

543
株式会社感動コーポレー
ション

専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区一番町2-2-
8IKIビル5F

http://www.wecando.co.jp

544
学校法人仙臺学園仙台国
際美容専門学校

教育、学習支援
業

宮城県 仙台市青葉区錦町1-1-2 http://www.skb-vc.jp

545 株式会社ファミリア
専門・技術サー
ビス業

宮城県
名取市上余田字市坪416-1ﾛ
ｲﾔﾙｼｬﾄｰ名取Ⅱ902

http://familiar-sendai.jimdo.com/

546
タクミホールディングス株式
会社

製造業 宮城県 塩釜市新浜町2-9-8 http://takumi-hldgs.com/

547 杜のパソコン教室
教育、学習支援
業

宮城県
仙台市泉区南光台東1-2-
23SKコーポ1F

http://bucho.xsrv.jp/moripaso/

548 株式会社ケー・アンド・アイ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
柴田郡柴田町船岡中央1-9-
15

http://www.kadi.co.jp



549 瀬戸商事株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市泉区市名坂字楢町
201-11

http://petwith.co.jp

550 有限会社東北日本技研 建設業 宮城県
仙台市宮城野区燕沢東2-2-
45

551 株式会社ホシバン
専門・技術サー
ビス業

宮城県
伊具郡丸森町金山字狢討1-
1

http://www.hoshivan.com

552 有限会社柴山測量設計
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区国分町2-3-12
柴山ビル5Ｆ

553 株式会社壁装 建設業 宮城県
仙台市若林区六丁の目北町
8-5

554 株式会社サカモト 建設業 宮城県
柴田郡柴田町船岡中央1-9-
12

http://www.web-sakamoto.co.jp

555 株式会社サクラボ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区上杉1-8-19副
都心ﾋﾞﾙ上杉百番館2F

http://www.sakurabo.co.jp/

556 株式会社セイトウ社 製造業 宮城県 仙台市若林区鶴代町5-66 http://www.seitousya.com

557
宮城県高齢者生活共同組
合

医療、福祉 宮城県
仙台市泉区黒松1-31-9杉本
ﾋﾞﾙ2F

http://miyagi.koureikyou.or.jp/

558 アイアンドエス税理士法人
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区花京院2-1-14
花京院ﾋﾞﾙ12F

http://www.sendai-cpa.biz/

559 株式会社いきちか
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区花京院2-1-14
花京院ﾋﾞﾙ12F

http://www.ikichika.com

560 合同会社Harmony
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区上杉2-3-38ｸ
ﾗｯｾ上杉ﾋﾞﾙ4F

http://www.harmony-office.com/

561 株式会社JMTC 教育、学習支援 宮城県 登米市迫町佐沼字沼向10-1 http://www.japan-mtc.com

562 梶原電気株式会社 製造業 宮城県
仙台市若林区六丁の目元町
13-16

http://www.k-e-c.co.jp

563 山﨑建設株式会社東北支 建設業 宮城県 仙台市若林区卸町東3-2-28 http://www.yamazaki.co.jp

564
YKK　AP株式会社東北製
造所

製造業 宮城県 大崎市三本木字吉田1 http://www.ykkap.co.jp

565 株式会社丹勝 建設業 宮城県
仙台市宮城野区日の出町3-
3-32

http://www.tankatsu.co.jp/

566 有限会社ホンテック 製造業 宮城県 仙台市若林区鶴代町2-22-2 http://www.hondaseiki.co.jp

567 有限会社純クリエイション
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区一番町1-4-30
さのやﾋﾞﾙ3F

568 株式会社日本旅行東北
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区中央4-7-22学
校法人北杜学園中央６号館
5F

http://www.nta.co.jp/tohoku/

569 株式会社只野製作所 製造業 宮城県 登米市豊里町新田町193-4

570 スマイル＆リラックス岩沼店
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮城県
岩沼市たけくま2-4-5チェス
ナットヒル101

571 松本事務機㈱ 卸売・小売業 宮城県
仙台市宮城野区幸町2-11-
23

http://www.mbm-kk.co.jp

572 (有)ライフアップ拓朋 不動産業 宮城県 仙台市青葉区上杉4-6-15
573 ㈱マグネットデザイン 情報通信業 宮城県 仙台市青葉区通町2-5-28 http://mag-d.jp

574
社会福祉法人みやぎ会にこ
トピア萩野町

医療、福祉 宮城県
仙台市宮城野区萩野町2-8-
12

http://sg-miyagikai.jp/

575
社会福祉法人みやぎ会特
別養護老人ホームみやざき

医療、福祉 宮城県
加美郡加美町宮崎字屋敷7-
29

http://sg-miyagikai.jp/

576 ニューマグネ㈱ 製造業 宮城県
宮城郡七ヶ浜町東宮浜笠岩
16-44

http://www.newmagne.co.jp

577 オネスト東日本㈱ 建設業 宮城県
仙台市青葉区中央4-7-17 ベ
ルザ仙台9Ｆ

http://www.honest-grp.com/higashi/

578
㈱アイエスエフネットライフ
仙台事業所

医療、福祉 宮城県
仙台市若林区新寺1-4-
5NORTHPIA ビル8F

http://www.isfnetlife.com

579 ㈱Wi
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区中央2-6-36
中央ﾚﾝﾄﾋﾞﾙ8F

580 協業組合仙台清掃公社
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市宮城野区日の出町1-
7-15

http://www.ss5383.com



581 ㈱フォーシル
生活関連サービ
ス・娯楽業

宮城県 仙台市青葉区落合6-9-5 http://www.will-lash.com

582 酒肴亭村田や 飲食店、宿泊業 宮城県 柴田郡柴田町槻木上町2-3-

583 ユア・ベスト・コーチ㈱
教育、学習支援
業

宮城県
仙台市青葉区本町1-3-9　第
六広瀬ﾋﾞﾙ2F

http://www.nobirukaisya.com/

584 七宮行政書士事務所
専門・技術サー
ビス業

宮城県 仙台市太白区西多賀3-7-16

585
㈱まいんど・そーしゃる・
ねっとわーく

医療、福祉 宮城県 仙台市太白区袋原4-9-60 http://www.cocoro-g.net

586 ㈱邦友 医療、福祉 宮城県
仙台市宮城野区安養寺1-
36-18

587
医療法人仁泉会介護老人
保健施設なとり

医療、福祉 宮城県
名取市高舘熊野堂字岩口下
1-2

http://www.sg-natori.jp/

588
医療法人仁泉会デイサービ
スセンターしろいし

医療、福祉 宮城県 白石市郡山字平成141

589
医療法人仁泉会デイサービ
スセンターしんまち

医療、福祉 宮城県 亘理郡亘理町字新町41-9

590 介護老人保健施設なかだ 医療、福祉 宮城県
登米市中田町字浅水字上川
面65-1

http://www.sg-nakada.jp/

591
医療法人仁泉会川崎こころ
病院

医療、福祉 宮城県
柴田郡川崎町大字川内原字
北川原字北川原山72

http://www.kokoro-hp.jp

592 ゆいまーる 卸売・小売業 宮城県
仙台市青葉区中央2-1-15仙
台ﾏﾝｼｮﾝ1F

593 O・T・テクノリサーチ㈱
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市泉区高森2-1-40 21世
紀ﾌﾟﾗｻﾞ研究ｾﾝﾀｰ

http://ottr.co.jp

594 ㈱シーズ 製造業 宮城県 仙台市若林区卸町2-6-5 http://www.seeds-2000.net

595 はたけなか製麺㈱ 製造業 宮城県 白石市大手町4-11 http://www.hatakenaka.jp

596 ㈱ダイコクヤ 卸売・小売業 宮城県 仙台市青葉区二日町5-28

597 ㈱セカンドステージ 建設業 宮城県
仙台市青葉区国分町3-10-
17　相生ﾋﾞﾙ2F

598 ㈱仙台燃料社
電気・ガス・熱供
給・水道業

宮城県 仙台市太白区鹿野1-3-12

599 三陸運輸㈱ 運輸業 宮城県 塩釜市貞山通3-11-28 http://www.sanriku-unyu.com/

600 タカイ建設 建設業 宮城県
仙台市太白区あすと長町3-
11-1　ﾃﾞｨｰｸﾚｽﾄ太子堂駅前
west503

601 ㈱サンプライド 建設業 宮城県
仙台市宮城野区幸町2-11-2
ﾉｰﾌﾞﾙ幸町401

602 ㈱アステム 製造業 宮城県
刈田郡蔵王町矢附字川原脇
1-2

http://www.e-astem.jp

603 ㈱ヤマプラス仙台 卸売・小売業 宮城県
柴田郡柴田町大字四日市場
通り木71-10

http://www.yamaplas-s.com/

604 佐藤食品㈱ 製造業 秋田県 潟上市 http://www.satousyokuhin.co.jp/

605 ㈱SEI
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

606 ㈲高和製作所 製造業 秋田県 秋田市 http://www.takawa.net/
607 ㈲ルーク 医療・福祉 秋田県 秋田市
608 協和石油㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.kyowaoil.co.jp

609 ㈱笹川商店　肉のわかば 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
610 千代田興業㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.k-chiyoda.jp/

611 秋田中央交通㈱ 運輸業、郵便業 秋田県 秋田市 http://www.akita-chuoukotsu.co.jp

612 あきた市場マネジメント㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://akitamarketmanagement.jimdo.com

613 ㈲秋田ボイラ運転整備社
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

614 ㈲佐々木工業所 製造業 秋田県 秋田市
615 秋田車体㈱ 製造業 秋田県 秋田市
616 ㈱四季菜 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-shikisai.com/

617 ケアセンターきらら 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://kirara.fte.jp/
618 ㈱シグマソリューションズ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.siguma-sol.co.jp



619 ㈱エクセルコーポレーション
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 にかほ市 http://www.hotel-excel.co.jp/

620 小林無線工業㈱ 製造業 秋田県 由利本荘市
621 村岡建設工業㈱ 建設業 秋田県 由利本荘市 http://www.muraken.co.jp

622 ㈱縫工 製造業 秋田県 秋田市 http://www.ho-ko.co.jp
623 山二建設資材㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.yamani-ks.co.jp/

624 ㈱田村建設 建設業 秋田県 秋田市
625 秋田三菱自動車販売㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-mitsubishi.co.jp

626 ㈲ジャッククラブ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http:///www.cbon-jackclub.com/

627 合資会社鎌田タイヤ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://saisei-tire.com
628 ㈱太陽産業 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://doki.taiyo-doki.com

629 羽後電設工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市
630 ㈱双葉製作所秋田工場 製造業 秋田県 男鹿市
631 ㈱佐藤組 建設業 秋田県 男鹿市
632 東北化成工業㈱ 製造業 秋田県 男鹿市 http://www7.ocn.ne.jp/~tkkasei/

633 ㈱境田商事 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.cna.ne.jp/~sakaida/

634 ㈱かおる堂 製造業 秋田県 秋田市 http://www.kaorudo.jp

635 ㈱C・S・B
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.csb.jp/

636 ㈱東北安全ガラス 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.t-anzen.co.jp/

637 秋田送電工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市
638 ㈱山二 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.yamani-grp.com

639 中小企業活性化サポート
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 htto://support-biz.net

640 千秋通信建設㈱ 建設業 秋田県 秋田市
641 ホームテック㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.0120082468.com

642 ㈱堀川 建設業 秋田県 秋田市 http://kk-horikawa.co.jp

643 ㈲七宝商事店装 建設業 秋田県 秋田市 http://www.shichihou.com

644
㈲すずめだて　ショートステ
イひろおもて

医療・福祉 秋田県 秋田市

645 ㈱ヨロズヤ
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 秋田市

646 山岡工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.yamaoka-ind.co.jp/

647 ㈱ヨコヤマコーポレーション 建設業 秋田県 秋田市 http://y-co.net
648 丸果秋田県青果㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://maruka-akita.co.jp/

649 小林工業㈱ 製造業 秋田県 由利本荘市 http://www.kobayashi-akita.co.jp/

650 ㈱秋田温泉さとみ
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://www.satomi-e.com/

651 ㈱小林商店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
652 ㈲グループホーム・つばき 医療・福祉 秋田県 秋田市
653 ㈲近藤製麺所 製造業 秋田県 秋田市 http://www.chuokai-akita.or.jp/akitanomen/kondou/

654 ㈲加賀谷新聞店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

655
（有）ほのぼの ショートステ
イほのぼの

医療、福祉 秋田県 大館市根下戸新町1-15

656 （有）まり Enterprise 医療、福祉 秋田県 大館市泉町8番30号
657 （株）原田紙店 大館店 卸売・小売業 秋田県 大館市有浦3丁目2-66
658 （株）タガヤ 建設業 秋田県 大館市有浦6丁目6番29号
659 （株）みらいえ工房 建設業 秋田県 大館市字小釈迦内道上6
660 （株）ワンダフルライフ 医療、福祉 秋田県 能代市落合字落合84-3

661 佐々鋼建 建設業 秋田県
山本郡三種町鵜川字西本田
257

662
（株）ジェイエイ 大館・北秋
田葬祭センター

生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県
北秋田市綴子字田中大道下
154番地

663 (有)　コーリヤマ 製造業 秋田県
雄勝郡羽後町郡山字上群
328-1

664 (有)　秋田雪国科学 建設業 秋田県
横手市十文字町上鍋倉東坊
田野47-8

665 寿司　内田　(個人) 飲食店、宿泊業 秋田県 横手市田中町4-21
666 (有)　櫻田製作所 製造業 秋田県 湯沢市愛宕町四丁目4-88

667
シアンシューズ(株)秋田工
場

製造業 秋田県
横手市十文字町梨木羽場下
14-6

668 雄勝電子　(株) 製造業 秋田県 湯沢市小野桐木田177-2



669 (株)　松田 建設業 秋田県 湯沢市鶴館39-4
670 (株)　TREnTA Food Service 飲食店、宿泊業 秋田県 大仙市東川屋敷後189-2 http://trenta.co.jp/ 
671 株式会社　田村農機商会 卸売・小売業 山形県 鶴岡市宝徳字北田30-2 http://tmr7.yuzu.bz

672 Alice　株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 鶴岡市幕野内大東1 http://alice-relax.com/

673 坂部印刷　株式会社 製造業 山形県 山形市流通センター1-5-3 http://www.sakabe-p.com/

674 山形グランドホテル 飲食店、宿泊業 山形県 山形市本町一丁目7-42

675
株式会社　カキザキ　山形
国際ホテル

飲食店、宿泊業 山形県 山形市香澄町三丁目4番5号 http://www.kokusaihotel.com

676 株式会社　北斗建設 建設業 福島県 福島市御山字井戸上39番地
677 佐藤工業　株式会社 建設業 福島県 福島市清水内1番地 http://www.sato-kogyo.co.jp/

678 日東産業　有限会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市泉字道下15

679 株式会社　クサカ印刷所 製造業 福島県 福島市東浜町7-35 http://www.kpri.jp
680 南奥電気　株式会社 建設業 福島県 福島市浜田町7番10号
681 オークラ工業　株式会社 建設業 福島県 福島市東浜町17番1号

682
有限会社　佐戸川ダクト鈑
金工業所

建設業 福島県 福島市森合字道端2-17

683 福島鈑金工業㈱ 製造業 福島県 福島市森合字道端2-2
684 コバックス　株式会社 建設業 福島県 福島市小倉寺字中田33-2

685
有限会社　タチバナ自動車
整備工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市小倉寺字堂宮敷1-10

686 タカラ印刷　株式会社 製造業 福島県 福島市渡利字絵馬平86-9

687 株式会社　共栄
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市鎌田字熊の前4番地1

688 東都クリエート　株式会社 卸売・小売業 福島県
福島市北矢野目字戸ノ内22
番地の1

689 渋谷レックス　株式会社 卸売・小売業 福島県
福島市北矢野目字戸ノ内1番
地

http://www.shibuyarex.com

690 有限会社　福島管理
専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市岡部字大下71番地の
2

691 有限会社　須藤モータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市丸子字中ノ町13-1

692 有限会社　安彦染工場 製造業 福島県 福島市五老内町9-18 http://www.happy-happi.jp

693 サンヨー缶詰　株式会社 製造業 福島県 福島市仲間町10番13号 http://www.sanyo-kanzume.com/index.html

694 新扇堂　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市北五老内町4-11
695 ふじや食材　有限会社 卸売・小売業 福島県 福島市仲間町6番15号
696 阿部商事　有限会社 不動産業 福島県 福島市本町1-20

697 有限会社　神谷製作所 製造業 福島県
福島市笹木野字北中谷地8-
1

698 株式会社　大旗 建設業 福島県 二本松市油井字根岸山8

699 株式会社　共栄保険企画 金融・保険業 福島県
福島市西中央五丁目2番地
の3

700 有限会社　福島自動車学校
教育、学習支援
業

福島県
福島市町庭坂字原中2番地
の51

http://www6.ocn.ne.jp/~fds/

701 株式会社　NEXTAGE 建設業 福島県 福島市町庭坂字遠原三7-13

702 株式会社　サカイクリエート
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市町庭坂字原中1-10 http://www.sakai-m.co.jp

703 株式会社　こんの
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市陣場町2番20号

704 株式会社　アイクリーン
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市陣場町2番20号 http://www.icleen.co.jp

705 菅野建設　株式会社 建設業 福島県 福島市新町6番33号 http://www.kannokensetsu.co.jp

706 有限会社　東日本住宅管理 不動産業 福島県
福島市八木田字並柳65番地
1

707
有限会社　エム・アール・
シー

不動産業 福島県
福島市八木田字並柳65番地
1



708 株式会社　春光園 建設業 福島県
福島市鳥谷野字扇田10番地
の1

http://www.preo.co.jp

709 株式会社　オートパレス太 卸売・小売業 福島県 福島市鳥谷野字宮畑44-1

710 プライマリー　有限会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 南相馬市原町区西町1-80-4

711 有限会社　今野建匠 建設業 福島県 福島市笹木野字大金谷21-5

712 有限会社　エスアンドシー
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
郡山市緑町10-16　エスアンド
シービル

713 株式会社　晶和 製造業 福島県
伊達市梁川町やながわ工業
団地2-1

714 伊達商事　有限会社 建設業 福島県 伊達市保原町字古町3

715 伊達物産　株式会社 製造業 福島県
伊達市梁川町字南町谷川13
番地

716 丸本鈑工　株式会社 製造業 福島県 伊達市梁川町町裏78番地
717 梁川プロパン　株式会社 卸売・小売業 福島県 伊達市梁川町白川田66番地

718 霜山砕石工業　株式会社
鉱業・採石業・砂
利採取業

福島県
伊達市梁川町東塩野川48番
地

719 株式会社　木下電器
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市北沢又字成出20番地
の1

720
有限会社　佐藤測量設計事
務所

専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市笹谷字下成出21-6

721 東北通信　株式会社 製造業 福島県
福島市飯坂町平野堂天前11
番地

http://el-ttk.co.jp

722
社会福祉法人　わたり福祉
会

医療、福祉 福島県
福島市飯坂町平野字小深田
1-5

723 株式会社　ROBINSON 卸売・小売業 福島県 福島市在庭坂字五十須場21 http://old-days.jp/

724 ファーストクリーニング
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市野田町字八郎内46-4 http://firstcleaning.jp/

725 アイム不動産　株式会社 不動産業 福島県
福島市郷野目字金込町18番
地2

726 社会医療法人　福島厚生会 医療、福祉 福島県
福島市北沢又成出16番地の
2

http://www.daiichihosp.jp

727 セキカワ　株式会社 建設業 福島県 福島市成川半夏田19-1 http://www.skkweb.jp/

728 株式会社　キシナミ電子 製造業 福島県
福島市町庭坂字石田道13番
地の1

729 広山電設工業　株式会社 建設業 福島県 福島市町庭坂字狐林1-3
730 株式会社　伊藤製作所 製造業 福島県 福島市笹木野原4-172

731
有限会社　佐々木鉄筋工業
所

建設業 福島県 福島市笹木野字新林1番143

732 有限会社　アネスティ 製造業 福島県
福島市飯野町大久保字田中
50番地

733 グリムエナジー　株式会社 製造業 福島県
伊達郡川俣町大字鶴沢字西
ノ平1番地

734 古関　株式会社 製造業 福島県
伊達郡川俣町字後庵18番地
1

http://www.coseki.co.jp

735 株式会社　斎藤工機 製造業 福島県
伊達郡川俣町飯坂字壁沢7
番地の1

736 有限会社　藤野機工 製造業 福島県 伊達郡川俣町字細田39-7
737 有限会社　羽田工業所 製造業 福島県 鳥谷野字天神9-2

738 株式会社　カイネ精密工業 製造業 福島県
福島市岡部字高畑96番地の
4

http://www.kaine.co.jp

739
東邦情報システム　株式会
社

情報通信業 福島県
福島市飯坂町平野字桜田3-
4

http://tohojoho.jp/

740 ナノックス　株式会社 製造業 福島県 福島市岡島字長岬6番地の7

741 有限会社　ハヤマ 製造業 福島県
福島市岡島字大戌ヶ森13番
地

http://www.kagaku.com/hayama

742 株式会社　福島用賀精工社 製造業 福島県 福島市岡島字作田入5-3 http://www.yoga-seikosha.jp/fukushimayoga.html

743 有限会社　明和印刷 製造業 福島県 福島市岡島字天神平23-2
744 有限会社　ニューキムラヤ 製造業 福島県 福島市三河北町3-16
745 企業組合　飯野の里 医療、福祉 福島県 福島市飯野町字原田11-1



746
株式会社　キャンデーヤパ
ン店

製造業 福島県 伊達郡川俣町字中丁16番地

747 株式会社　グリンピース 飲食店、宿泊業 福島県 伊達郡川俣町字鉄炮町71

748 株式会社　小林 卸売・小売業 福島県
伊達郡川俣町字八反田24番
地

749 済生会川俣病院 医療、福祉 福島県
伊達郡川俣町大字鶴沢字川
端2-4

http://www.kawamata.saiseikai.or.jp

750 株式会社　誉田 建設業 福島県 伊達郡川俣町字鉄炮町71
751 おおぞらふぁーむ 農業・林業 福島県 須賀川市越久字舘110

752 WOP有限責任事業組合
教育、学習支援
業

福島県
福島市飯坂町字梅津1-3
201

http://wopllp.com

753 有限会社　幸 卸売・小売業 福島県 福島市大町5-15

754 アイ・エヌ・エイ　株式会社
複合サービス事
業

福島県 福島市大森字丑子内111-1

755 株式会社　エボリューション
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
福島市吉倉字谷地48番地の
1

756
医療法人　創仁会　東日本
診療所

医療、福祉 福島県 福島市成川字台28-1 http://sojinkai.or.jp

757 有限会社　東北テクノ 建設業 福島県 福島市八木田字神明67-5
758 東信建設　株式会社 建設業 福島県 福島市成川字台田24番地
759 株式会社　日産サティオ福 卸売・小売業 福島県 福島市郷野目字東1番地の3 http://www.nissan-satio-fukushima.co.jp

760 有限会社　菊地鈑金工場
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市黒岩字林ノ内1番地

761 株式会社　日進堂印刷所 製造業 福島県 福島市庄野字柿場1-1 http://www.nisshindo.co.jp

762 株式会社　星野合金 製造業 福島県 福島市庄野清水尻1番の7
763 株式会社　阿部紙工 製造業 福島県 福島市庄野字柿場1-11 http://www.abeshikoh.co.jp

764 ワイヂーエル　株式会社 製造業 福島県 福島市庄野清水尻1-9 http://www.ygl.co.jp
765 株式会社　山川印刷所 製造業 福島県 福島市庄野清水尻1-10

766 有限会社　アライブ 建設業 福島県
伊達市保原町上保原字久シ
原40-1

767
医療法人　青い海　あんど
う歯科医院

医療、福祉 福島県
伊達郡国見町藤田字町尻二
12-1

http://www.andou-dc.com

768 株式会社　香精 製造業 福島県 伊達市岡沼69-1
769 有限会社　サーヴ 卸売・小売業 福島県 伊達市原島80

770
学校法人　神愛学園　神愛
幼稚園

教育、学習支援
業

福島県
伊達市霊山町掛田字辻向6-
1

http://www.kosodate-web.com/shin-ai/

771 株式会社　樋口屋商店 卸売・小売業 福島県
伊達郡国見町大字藤田字日
渡四16-2

772
社会福祉法人　篤仁会　特
別養護老人ホーム　愛日荘

医療、福祉 福島県 福島市大波字熊野山1

773 大和自動車交通㈱ 運輸業 福島県 福島市入江町13-22

774 株式会社　同仁社
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市松浪町4-23 http://Dojinsha.cues.ne.jp/

775
㈱虹住宅型有料ホーム虹
青樹町ホーム

医療・福祉 青森県 弘前市大字青樹町3－3

776 丸井重機建設株式会社 建設業 青森県
十和田市三本木字千歳森
357－1

http://www.marui-jk.co.jp

777
かわぐち社会保険労務士事
務所

学術研究、専門・
技術サービス業

青森県
八戸市内丸1－1－47三八城
税理士法人内

http://www.takako-office.com/company/

778 北の国ウェブ工房
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県
八戸市湊高台2丁目12－9サ
クラコーポ下村1号

http://www.kitaguniweb.com

779
南部ジビルコンサルタンツ
株式会社

学術研究、専門・
技術サービス業

青森県 十和田市東五番町7－1

780 八戸タクシー株式会社 運輸業、郵便業 青森県 八戸市大字十八日町3 http://www.hachinohe-taxi.jp

781 株式会社ダイカツ 製造業 青森県 八戸市大字新荒町14番地 http://www.daikatsu.info

782
株式会社セイシンハイテッ
ク

製造業 青森県
八戸市桔梗野工業団地3丁
目5－50

http://seishin-hightech.jp/

783 有限会社オラネット 情報通信業 青森県
八戸市長苗代二日市7－7オ
フィス二日市8号

http://www.oranet.jp

784 有限会社まるやま塗装工業 建設業 青森県 八戸市湊高台2丁目15-5 http://www13.ocn.ne.jp/~tosono1

785 株式会社第一不動産
不動産業、物品
賃貸業

青森県 弘前市大字野田1丁目1－6 http://www.drec.jp/



786 Ｃａｆｅ－ｅｉｇｈｔ
宿泊業、飲食
サービス業

青森県
八戸市石堂2丁目21－2レカ
ンブレイス1F

787 八戸ガス株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

青森県 八戸市沼館3丁目6－48 http://www.hachinohe-gas.co.jp

788 有限会社青森流通センター 運輸業、郵便業 青森県
北津軽郡板柳町大字深味字
西西田20－1

789 株式会社秀果　黒石営業所 卸売業、小売業 青森県
黒石市大字追子野木3丁目
439番地

790 株式会社アップル観光バス 運輸業、郵便業 青森県
黒石市大字追子野木3丁目
460－1

791 有限会社光電工 建設業 青森県 十和田市三本木並木189－5

792
有限会社ミシマ自動車整備
工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市白銀1丁目6－1

793 有限会社成巧社
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 五所川原市字旭町40 http://seikosya.cloud-line.com

794 有限会社因幡鉄筋工業所 建設業 岩手県 宮古市松山第５地割１７－１

795
医療法人仁泉会
　介護老人保健施設 ほほ
えみの里

医療，福祉 岩手県
宮古市崎鍬ケ崎第９地割３９
－２７

http://www.hohoeminosato.jp/

796 社会福祉法人親和会 医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町山田第１地
割１１－３

797
社会福祉法人親和会
　障がい者支援施設 望み
の園はまなす

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町豊間根第２
地割６２－１

798
社会福祉法人親和会
　小規模多機能センター 絆
の里やすらぎ

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町船越第９地
割２６−４

799
社会福祉法人親和会
　児童福祉施設 日台きず
な保育園

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町船越第９地
割２６−４

800
社会福祉法人親和会
　障がい者グループホーム
絆の里希望

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町船越第９地
割２６−４

801
社会福祉法人親和会
　小規模多機能介護事業所
眺望

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町山田第１地
割１１－３

802 株式会社いいね 医療・福祉 岩手県
花巻市二枚橋町大通り２丁
目18-2

803
社会福祉法人ちひろ会ぴっ
ころ保育園

医療・福祉 岩手県 花巻市諏訪町２丁目4-7 http://www016.upp.so-net.ne.jp/pikkorohoikuen/

804
セブン－イレブン北上里分
店

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 北上市里分７-８２-１

805
セブン－イレブン金属団地
店

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 北上市村崎野２２-１６１-２

806 松井建設株式会社 建設業 岩手県 北上市常盤台２丁目１３-３２

807
社会福祉法人胆沢コスモス
会

医療・福祉 岩手県
奥州市胆沢区南都田字小十
文字３３９-１

http://www5.ocn.ne.jp/~kosmosie/

808 特別養護老人ホーム立生 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

809 養護老人ホーム寿水荘 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

810 寿水荘指定訪問介護事業 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

811 立生苑デイサービスセン 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区字見分森16 http://care-net.biz/03/jyusuikai/

812
小規模多機能ホーム見分
けの森

医療・福祉 岩手県
奥州市胆沢区小山字森下
52-23

http://care-net.biz/03/jyusuikai/

813 ケアハウス千鳥苑 医療・福祉 岩手県
花巻市石鳥谷町大瀬側川第
８地割10-1

http://care-net.biz/03/jyusuikai/

814 グループホーム千鳥苑 医療・福祉 岩手県
花巻市石鳥谷町大瀬側川第
８地割1-1

http://care-net.biz/03/jyusuikai/

815
社会福祉法人自立更生会
北上ｱﾋﾞﾘﾃｨｰｾﾝﾀｰ

医療・福祉 岩手県 北上市二子町秋子沢214-7



816 Un amiw
生活関連サービ
ス業、娯楽業

岩手県 北上市本通り１丁目6-16 http://unamiw.com

817 株式会社S.I.T 情報通信業 岩手県 北上市黒沢尻1-12-2 http://sit.html.xdomain.jp

818 有限会社大和製作所 製造業 岩手県 北上市相去町平林21-51

819 株式会社和賀開発 建設業 岩手県
北上市和賀町横川目36地割
26番地

820 ㈱ゆいネット
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区花京院2-1-14
花京院ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ12Ｆ

http://www.55yui.net/

821 ㈱ソフトエイジ 情報通信業 宮城県
仙台市青葉区本町2-6-23　ﾋﾞ
ﾌﾞﾚｽﾀｵﾌｨｽﾋﾞﾙ5Ｆ

http://www.softage.co.jp/

822 山二環境機材㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.yamani-kk.co.jp

823 秋田ファイブワン工業㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://a-fiveone.co.jp/
824 ㈱秋田ケーブルテレビ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.cna.ne.jp
825 ㈱千秋義肢製作所 製造業 秋田県 秋田市
826 秋田パッケージ㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.akita-package.com/

827
㈱高坂（タリーズコーヒー
AKITA）

宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

828 ㈱ウッド・ミル 製造業 秋田県 秋田市 http://woodmill.co.jp
829 秋田印刷製本㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.akitainsatu.co.jp

830 ㈱米澤 建設業 秋田県 秋田市 http://nail-lapis.com
831 三浦電子㈱ 製造業 秋田県 にかほ市 http://www.miura-denshi.co.jp/

832 ㈱テクノグライド 製造業 秋田県 由利本荘市 http://www.technogrind.jp/

833 菊地建設㈱ 建設業 秋田県 由利本荘市 http://www.kikuchi-cons.co.jp

834 伊藤工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.ito-kogyo.jp/

835 ㈱サノ・ファーマシー 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.sano-ph.co.jp

836 ㈱ダイヤプラザ
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.diaplaza.co.jp/

837 ㈱イトー鋳造 製造業 秋田県 秋田市 http://www.ito-chuuzou.co.jp/

838 ㈱佐藤商事 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://w2.amn.ne.jp/~sato/

839 ㈱あくら 製造業 秋田県 秋田市 http://www.aqula.co.jp
840 ㈱アマノ 卸売業、小売業 秋田県 男鹿市 http://sc-amano.jp
841 ㈱八郎めん 製造業 秋田県 男鹿市 http://www.hachiroumen.co.jp/

842 太平山観光開発㈱
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://www.theboon.net

843 秋田繊維㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

844 ㈱友愛ビルサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://yuai-bs.co.jp/

845 ㈱リューワ建設 建設業 秋田県 秋田市
846 ㈱能登谷工務所 建設業 秋田県 秋田市

847 ㈱日景工業
電気・ガス・熱供
給・水道業

秋田県 秋田市

848 ㈱スペースプロジェクト
専門・技術
サービス業

秋田県 秋田市 http://www.spaceproject.co.jp/

849 ㈱測地コンサルタント
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.sokuchi.ecnet.jp/

850 ㈱ルート・エスピー
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

851 菊長商事㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
852 (資)加藤本店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
853 ㈱ドラグーン 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://rabirin.jp
854 ㈱日産サティオ秋田 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.satio-akita.co.jp

855 ㈱アートシステム
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.art-as.co.jp/

856 ㈱アチカ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.atika.co.jp/
857 丸大機工㈱ 製造業 秋田県 にかほ市 http://www.marudaikiko.co.jp/

858 秋田プリマ食品㈱ 製造業 秋田県 由利本荘市

859 ㈱かんきょう
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 秋田市 http://www.kankyonet.co.jp

860 ㈱秋田クボタ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://akita.kubota.co.jp/main/index.htm

861 ㈱小南工務店 建設業 秋田県 秋田市 http://www.kominami-akita.co.jp



862 ㈱アド秋田 製造業 秋田県 秋田市 http://www.ado-akita.jp/

863 興建エンジニアリング㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.akisoku.com/

864 （有）大鳳堂 製造業 秋田県 大館市字部垂町37番地5
865 （株）北秋倶楽部 飲食店、宿泊業 秋田県 大館市幸町15番6号

866 （有）北一
専門・技術サー
ビス業

秋田県
大館市比内町八木橋字一通
36番地

867 One Dayｓ
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 大館市新町87

868 （社福）成寿会 医療、福祉 秋田県 大館市釈迦内字狼穴79番地

869 （株）ベンリサービス社
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 大館市観音堂565-8

870 （株）ケアフルN&Y 医療、福祉 秋田県
能代市落合字下釜谷地148
番地2

871 田鉄産業(有) 製造業 秋田県 仙北市角館町下菅沢110-1 seizai.jp
872 角館木材加工(有) 製造業 秋田県 仙北市角館町下菅沢110-1 kakumoku@seizai.jp

873
特定非営利活動法人秋田
県南ＮＰＯセンター

サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 横手市横手町字下真山68-3 www.kennannpo.org

874 株式会社　松田技研 製造業 山形県 山形市桧町4-11-23 http://www.magnet.co.jp

875
東栄コンクリート工業　株式
会社

製造業 山形県 山形市富神台19 http://www.toeicon.co.jp

876 有限会社　永澤堂
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 新庄市万場町3-4

877
アドオフィス　ブロード　ビー
ンズ

卸売・小売業 山形県
山形市上桜田5-2-10　ユニテ
ビーンズ0202

http://www.maneweb.com

878 有限会社　カイセイカンパ 卸売・小売業 山形県 新庄市鉄砲町7-27 http://www.kaisei.com

879 イディ　株式会社
専門・技術サー
ビス業

山形県
山形市城南町3-7-49　レジデ
ンス城南205

http://www.ideeinc.co.jp

880 内外緑化　株式会社 建設業 山形県 山形市富神台12 http://www.naigaigreen.co.jp

881 有限会社　内外ファーム 農業・林業 山形県 山形市富神台12

882
株式会社　エスアンドエフ・
アクティブライフ

サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市鉄砲町2-1-30 http://www.sf-activ.com

883 有限会社　備研 建設業 山形県 鶴岡市藤浪2-74-8

884 APS　山形パソコンスクール
サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市青田3-4-28 htto://www.pcschool.jp

885 高橋型精　株式会社 建設業 山形県 山形市松ヶ丘1-1-35 http://www.t-keisei.com

886 学校法人　栄光学園 教育、学習支援 山形県 村山市楯岡新町1-17-20 http://kagayaki-v.jp/

887 青木安全靴製造株式会社 製造業 山形県
西村山郡河北町谷地字真木
123-1

http://www.ateneo.jp

888 高野精器　有限会社 製造業 福島県
福島市飯坂町平野字田切
19-8

http://www.takanoseiki.co.jp/index.html

889 有限会社　広和測地 建設業 福島県
福島市上鳥渡字しのぶ台62-
7

890
株式会社　ＷＦＣビジネスサ
ポート

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
伊達市霊山町掛田字陣ヶ崎
3-2

http://www.wfc.jp/

891
株式会社　ＷＦＣマネージメ
ント

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市北矢野目字成田小屋
16-20

892 内池醸造　株式会社 製造業 福島県
福島市瀬上町字西上新田1-
7

http://www.uchiike.co.jp

893
スナンエキスプレス　株式
会社

運輸業 福島県
福島市飯坂町平野字若狭小
屋14番地の6

894 株式会社　フクイチ 製造業 福島県
福島市瀬上町字西上新田1
番地の6

895 信夫木材通商　株式会社 不動産業 福島県 福島市御山字三本松19-1

896 株式会社　アクト 卸売・小売業 福島県
福島市南矢野目字向原東7-
2

897 六陽印刷　株式会社 製造業 福島県
福島市八島田字中干損田8-
1

http://www.rokuyo.co.jp



898
有限会社　ケイエフインター
ナショナル

専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市鎌田字御仮家100-3

899 株式会社　かんの屋 製造業 福島県
郡山市西田町大田字宮木田
3

900
株式会社　福島情報処理セ
ンター

情報通信業 福島県 郡山市桑野3丁目18-24 http://www.fic.co.jp/

901
福島コンピューターシステム
株式会社

情報通信業 福島県
郡山市大槻町字北八耕地13
番地

http://www.fcs.co.jp

902
株式会社　ジーアンド・ビー
郡山工場

製造業 福島県
郡山市三穂田町八幡字北高
玉17番地

903
イー・エム・シー半導体　株
式会社

製造業 福島県 伊達市下志和田53番地 http://www.emc-scr.jp

904
ダイナパック　株式会社　福
島事業所

製造業 福島県
福島市瀬上町字南中川原1
番地の1

http://www.dynapac-gr.co.jp

905 池田食品工業　株式会社 製造業 福島県
福島市瀬上町字南中川原1
番地

906 有限会社　三和設備 建設業 福島県 福島市松山町149番地
907 株式会社　開発機工 建設業 福島県 福島市春日町16番25号
908 菅信建設　株式会社 建設業 福島県 福島市山居41の2

909 陽光社印刷　株式会社 製造業 福島県
福島市南矢野目字萩ノ目裏1
番の1

http://www.yokosha.co.jp

910 高保製薬工業　株式会社 製造業 福島県
福島市瀬上町字西上新田25
番地2

http://www.takayasu.co.jp

911 福島染工　株式会社 製造業 福島県
福島市瀬上町字中新田3番
12

912 有限会社　菅野地所 不動産業 福島県
福島市宮代字宝田前7番地
の5

http://www.kannojisyo.co.jp

913 こころネット　株式会社
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市鎌田字舟戸前15-1 http://cocolonet.jp

914
カンノ・トレーディング　株式
会社

卸売・小売業 福島県 伊達市霊山町掛田段居21 http://kanno-trading.cocolonet.jp/

915 株式会社　たまのや
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市黒岩字堂ノ後35 http://cocolonet.jp

916 石のカンノ　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市岡部字上条63-1 http://ishinokanno.cocolonet.jp

917 株式会社　ハートライン
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市仲間町8-22 http://heartline.cocolonet.jp

918 株式会社　With Wedding
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
郡山市安積町笹川字雷堂
10-3

http://cocolonet.jp/bridal/

919 株式会社　文化堂 卸売・小売業 福島県 福島市森合町13番地29 http://www.bunkado-web.co.jp

920 信陵建設　株式会社 建設業 福島県
福島市飯坂町字月崎町11番
地の4

921 株式会社　聚楽 飲食店、宿泊業 福島県 福島市飯坂町字西滝ノ町27
922 有限会社　中山 卸売・小売業 福島県 伊達市梁川町字本町18-4

923 有限会社　フューチャー 医療、福祉 福島県
福島市飯坂町湯野字上川原
1

924 有限会社　山形屋商店 医療、福祉 福島県
福島市飯坂町湯野上川原1-
1

925 有限会社　吉川屋 飲食店、宿泊業 福島県
福島市飯坂町湯野字新湯6
番地

http://www.yoshikawaya.com

926 福島交通　株式会社 運輸業 福島県 福島市東浜町7番8号 http://www.fukushima-koutu.co.jp

927 株式会社　環境分析研究所
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市東浜町22番2号

928 新広建設　株式会社 建設業 福島県 福島市腰浜町4-30
929 トーホー産業　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市鳥谷野字芝切23番地 http://toho-s.com/
930 有限会社　きさらぎ 医療、福祉 福島県 福島市渡利字小舟52-1
931 株式会社　福南電気 建設業 福島県 福島市鳥谷野字舘38番1

932 ルーシーズ 卸売・小売業 福島県
福島市大町2-14　加藤ビル
1F

933 有限会社　川口屋紙店 飲食店、宿泊業 福島県 福島市中町2-6

934
有限会社　福島ホームサー
ビス

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市丸子字富塚8番8

935 株式会社　TAKAGI工業 建設業 福島県 福島市山口字庚壇8-1



936 株式会社　倉島商店 卸売・小売業 福島県
福島市北矢野目字原田67番
地の20

http://kurashima.co.jp

937 有限会社　福島路ビール 製造業 福島県 福島市荒井字横塚3-182 http://www.f-beer.com/

938 株式会社　いちい 卸売・小売業 福島県 福島市さくら一丁目2-1 http://www.ichii-yume.co.jp

939
司法書士法人　あおば事務
所

専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市南中央3丁目鶴島ガー
デン102号

940 株式会社　クレズロード
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 郡山市開成6丁目151番地 http://www.crs-road.com

941 株式会社　フォーカス
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市野田町6-7-7 http://focus-cs.jp

942 有限会社　武蔵プラント 建設業 福島県
福島市南沢又字小堰19番地
の1

http://musashi-plant.co.jp/

943 福島トヨタ　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市太平寺字沖高25番地 http://www.Fukushima-toyota.co.jp

944 株式会社　船生商会
専門・技術サー
ビス業

福島県 本宮市本宮字千代田117

945 有限会社　トミヤ工販 製造業 福島県 福島市永井川字松木下82-1
946 勢島歯科医院 医療、福祉 福島県 福島市宮下町10-4

947 勢島歯科八島田クリニック 医療、福祉 福島県
福島市八島田字中干損田5-
1

948 工房おりをり 卸売・小売業 福島県 福島市南沢又字舘ノ内88
949 株式会社　クラロン 製造業 福島県 福島市八木田字並柳58 http://www.d7.dion.ne.jp/~kuraron

950 株式会社　オリーブオイル
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市仁井田字谷地南15-4 http://www.oliveoil.co.jp

951
有限会社　ビューティショッ
プ　フレンド

卸売・小売業 福島県 福島市八島田字北古屋1-1

952 一新建設　株式会社 建設業 福島県 福島市下鳥渡字石橋西12-3

953 山田工業　株式会社 建設業 福島県
福島市佐倉下字宿東11番地
の1

954 有限会社　櫻庭
教育、学習支援
業

福島県
福島市飯坂町平野小三郎内
3-34

955 精華商事　株式会社 飲食店、宿泊業 福島県 福島市大町4番15号

956
社会福祉法人　愛和会　さ
さやのぞみ保育園

医療、福祉 福島県 福島市笹谷字稲場29-8 http://sasayanozomi.jp/

957 福島協同施設　株式会社 飲食店、宿泊業 福島県
福島市飯坂町字中ノ内24番
地の3

http://www.surikamiteiohtori.com

958 東北中川工業　株式会社 製造業 福島県 福島市下野寺字北田8番7

959
株式会社　グリーンシステ
ム

建設業 福島県
福島市岡部字内川原33番地
の4

http://www.greensistem.com

960 有限会社　新誠電機 卸売・小売業 福島県
福島市北沢又字川下釜8番
地の9

961 株式会社　しあわせ介護 医療、福祉 福島県 福島市瀬上町字谷地2-1

962
公益社団法人　福島県浄化
槽協会

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市野田町1丁目16番35
号

963 有限会社　後藤サッシ工業 建設業 福島県 福島市在庭坂字遠原2
964 株式会社　アボカーレ 飲食店、宿泊業 福島県 福島市渡利字岩下1-1 http://www.abboccare.com

965 有限会社　小林組 建設業 福島県
福島市飯坂町湯野字暮坪6
番地

966 有限会社　山一建設 建設業 福島県 福島市笹谷字橋本1番地

967
株式会社　まきば　菜のは
な保育園

医療、福祉 福島県 福島市豊田町1-4

968 株式会社　ら・さんたランド 卸売・小売業 福島県 福島市本内字南下釜2-6 http://lasanta.jp

969 hair tantra
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市丸子字富塚35-2

970
株式会社　セルラー電話
サービス福島

卸売・小売業 福島県 福島市郷野目字師々田2-2 http://www.k3.dion.ne.jp/~au-shop/

971 株式会社　ナカオ 卸売・小売業 福島県
福島市笹木野字日井古屋4-
1

http://www.nakao-group.com/

972 株式会社　トーネット
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市八木田字中島36番地
の1

973 株式会社　ダイユーエイト 卸売・小売業 福島県 福島市太平寺字堰ノ上58 http://www.daiyu8.co.jp



974
株式会社　H2 REVO
FACTRY

製造業 福島県
福島市下野寺字山神7番地
の3

975 株式会社　亀岡工務店 建設業 福島県 福島市佐倉下字前3番地 http://www.kameokakoumuten.jp

976 株式会社　東北化工機
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市笹木野字西原21番地
の5

977 福島梱包　株式会社 運輸業 福島県
福島市笹木野字水口下25-
23

978
有限会社　カヤバ自動車工
業

専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市笹木野字原端11番地
の19

http://www.kayabamotor.co.jp

979 有限会社　菅野自動車商会 卸売・小売業 福島県
福島市西中央四丁目101番
地の1

http://www.kanno-parts.com

980 株式会社　オールキャスト 飲食店、宿泊業 福島県 福島市森合字川前4-1
981 株式会社　晃建設 建設業 福島県 福島市腰浜町31-16 http://www.fk-hikari.jp

982 河内屋金物株式会社 卸売業、小売業 青森県
八戸市卸センター2丁目8－
31

http://kawachiya-kanamono.com

983 有限会社八戸青電舎 卸売業、小売業 青森県 八戸市沼館2丁目1－3

984 グランブルー
生活関連サービ
ス業、娯楽業

青森県 十和田市稲生町15－23 http://mke-company.com

985 ゆりの木労務管理協会
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 八戸市類家3丁目13－14

986 有限会社県南タイヤ販売 卸売業、小売業 青森県 八戸市類家5丁目26－1

987 有限会社リンク
生活関連サービ
ス業、娯楽業

青森県
上北郡六戸町犬落瀬字坪毛
沢637－3

988 有限会社新光工業 建設業 青森県 三沢市大津1丁目219－338

989 三浦建設株式会社 建設業 青森県
三戸郡田子町大字田子字小
沼13－1

990
株式会社デーリー東北新聞
社

情報通信業 青森県 八戸市城下1丁目3－12 http://www.daily-tohoku.co.jp

991 大浦食品株式会社 製造業 青森県
八戸市大字河原木字観音堂
3－1

http://www.rakuten.co.jp/oura/

992 南部木材株式会社 卸売業、小売業 青森県
八戸市大字河原木字海岸18
－5

http://www.nanbumokuzai.co.jp

993 株式会社ハウスアップ 建設業 青森県
八戸市田面木字堤下3　　102
号

http://houseup8.com/

994 株式会社岩沢測量コンサル
学術研究、専門・
技術サービス業

青森県 八戸市根城5丁目15－22

995 有限会社モトイ 建設業 青森県 八戸市城下1丁目19－4 http://www.motoi-c.co.jp/

996 株式会社ヘプタゴン 情報通信業 青森県 三沢市富崎2丁目4262番地 http://heptagon.co.jp

997 田村良法律事務所
学術研究・専門・
技術サービス業

青森県
青森市本町1-2-20　青森柳
町ビル9階

998 (株)ｼﾞｬﾊﾟﾝクリエイティブ 情報通信業 青森県
青森市新町1-12-8　ＲＤＦビ
ル2階

http://www.kenkem.com

999 (有)グリーングット 医療・福祉 青森県 青森市本町2-2-14 http://tokurousy0-izumi@kdp.

1000 (社福)平元会　特別養護老人
ホーム正寿園

医療・福祉 青森県
青森市田茂木野字阿倍野
63-2

1001 (有)共済サービス
宿泊業・飲食
サービス業

青森県 青森市本町5-1-5 http://apple-palace.com

1002 (株)ラボテック 情報通信業 青森県 青森市千刈1-21-22 http://www.lab-tech.co.jp/

1003
(株)巧建　イー・ライフ訪問
介護ｽﾃｰｼｮﾝ

医療・福祉 青森県 青森市中佃2-21-4-102

1004 (株)自彊
生活関連サービ
ス・娯楽業

青森県 青森市月見野1-2-11

1005
社会福祉法人正受会　山田
中央保育園

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡山田町長崎２丁目３
－１

1006 有限会社エス研工 製造業 岩手県
下閉伊郡山田町織笠第１９地
割１１－６

http://www2.plala.or.jp/S-kenko/index.html

1007 有限会社カットインみなと
生活関連サービ
ス，娯楽業

岩手県
下閉伊郡山田町長崎４丁目１
０－１

http://cut-in-minato.jimdo.com/cut-in-minato/

1008
有限会社カットインみなと
ビットヘアー

生活関連サービ
ス，娯楽業

岩手県 宮古市末広町１－１ http://cut-in-minato.jimdo.com/bit-hair/

1009
有限会社カットインみなと
ヘアメイクハリウッド

生活関連サービ
ス，娯楽業

岩手県
宮古市宮古市大通り４丁目３
－１５

http://cut-in-minato.jimdo.com/hollywood/



1010 和田工業株式会社 製造業 岩手県
下閉伊郡山田町石峠第３地
割１７－４

http://www.wadakogyo.co.jp/

1011
社会福祉法人三心会 山田
町第一保育所

医療，福祉 岩手県 下閉伊郡山田町後楽町４－５

1012 大和水産株式会社 製造業 岩手県
下閉伊郡山田町大沢第１０地
割７８

1013 株式会社かがやきライフ 医療，福祉 岩手県 宮古市磯鶏西６番４号 http://www.riasbb.net/~kagayakilife/

1014 有限会社すがた 製造業 岩手県 宮古市藤原３丁目４－１１ http://www.ganso-ikasenbei.com/

1015
有限会社ライフネットワーク
　かのん小規模多機能セン
ター

医療，福祉 岩手県 宮古市実田１丁目７－２８

1016 有限会社メンテナンス宮古
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 宮古市実田１丁目６－６

1017 株式会社榊鐵工所 建設業 岩手県 宮古市田鎖第９地割５０－１
1018 株式会社エム・アイ・テイー 製造業 岩手県 宮古市田鎖９地割５５番地１
1019 株式会社小西鋳造 製造業 岩手県 宮古市長町２丁目８－２２ http://www.konishicast.jp/

1020
デサントアパレル株式会社
水沢工場

製造業 岩手県
奥州市胆沢区小山字北蛸の
手10

1021 有限会社ノーティ 教育、学習支援 岩手県 花巻市星が丘2-10-5 http://www.naughty.co.jp/

1022
みちのくｺｶ･ｺｰﾗﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ株
式会社花巻工場

製造業 岩手県 花巻市太田第29地割200番1 http://www.michinoku.ccbc.co.jp/

1023
第一商事株式会社ｹｱﾀｳﾝ
やちだもの家北上

医療・福祉 岩手県 北上市立花17地割1-3 http://www.yachidamonoie.jp

1024 北日本外装株式会社 建設業 岩手県 奥州市水沢区中町84

1025
東北小簱株式会社　岩手営
業所

製造業 岩手県 北上市北工業団地5-15 http://www.t-obata.jp

1026 社会福祉法人憲幸会 医療・福祉 岩手県
奥州市水沢区佐倉河字十日
市85番地

1027 社会福祉法人　島保育園 医療・福祉 岩手県 花巻市東十二丁目14-36-3
1028 山本食肉卸センター 卸売・小売業 秋田県 大館市谷地町後31番地

1029 (有）安部自動車整備工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 大館市餅田1丁目1番9号

1030 (株)アンダンテ 医療、福祉 秋田県 能代市檜山字白金田62番地
1031 畠山建設工業(株） 建設業 秋田県 能代市扇田字白金35
1032 (有)ランドハウス日総 卸売・小売業 秋田県 鹿角市花輪字妻ノ神7番地1
1033 (有）山本日建 建設業 秋田県 鹿角市花輪字妻ノ神7番地1

1034 (有)　すずらん 卸売・小売業 秋田県
仙北郡美郷町土崎字厨川
67-2

1035 有限会社　サンベール 製造業 山形県
東村山郡山辺町大字山辺
6144-2

1036
オリエンタルカーペット株式
会社

製造業 山形県
東村山郡山辺町大字山辺21
番地

http://yamagatadantsu.co.jp

1037 オプテックス工業株式会社 製造業 山形県
尾花沢市大字尾花沢3300-
15

http://www.optecs.co.jp

1038 有限会社　櫻井運送 運輸業 福島県 福島市飯坂町湯野字暮坪24

1039 有限会社　創代工業 建設業 福島県
福島市飯坂町湯野字千刈田
14-2

1040 株式会社　サトウビルト 建設業 福島県 福島市飯坂町湯野字毛字2 http://www.satoubilt.co.jp/

1041 株式会社　フクトウ 卸売・小売業 福島県
福島市北矢野目字小原田西
21-1

1042 ふくしま屋台村　株式会社 不動産業 福島県
福島市北矢野目字小原田西
21-1

1043 東開クレテック　株式会社 建設業 福島県
福島市北矢野目字成田小屋
12

1044 有限会社　福島研磨材商会 卸売・小売業 福島県 福島市三河南町10-12
1045 倉島設備　株式会社 建設業 福島県 福島市三河南町18番7号
1046 倉島商事　株式会社 卸売・小売業 福島県 福島市三河南町18番7号
1047 山明商事　株式会社 飲食店、宿泊業 福島県 福島市野田町一丁目7番1号
1048 株式会社　福々和本舗 卸売・小売業 福島県 福島市松浪町4番18号 http://www.fuku29.co.jp

1049 株式会社　インパルス 医療、福祉 福島県
福島市早稲町4-16　ラヴィバ
レ一番丁3F



1050
株式会社　サン・ベンディン
グ福島

卸売・小売業 福島県
福島市飯坂町平野字平田1
番地7

http://www.sunvending.co.jp/

1051
株式会社　エフコム福交シ
ステムズ

情報通信業 福島県
福島市飯坂町平野字三枚長
1番地1

http://www.fukuko-densan.co.jp

1052 ホウトク　株式会社 製造業 福島県 二本松市冠木83
1053 東邦ゴム工業　株式会社 製造業 福島県 二本松市根崎1丁目241番地
1054 ゆたかな実家　株式会社 医療、福祉 福島県 郡山市菜根四丁目10-3

1055 遠藤運輸　株式会社 運輸業 福島県 福島市北矢野目字窪田35-6

1056 みちのく陸運　株式会社 運輸業 福島県
福島市飯坂町平野字若狭小
屋14-6

1057
公益社団法人　福島県ト
ラック協会県北支部

運輸業 福島県
福島市飯坂町平野字若狭小
屋32番地2

1058 ミヤデン　株式会社 製造業 福島県 二本松市原セ諏訪455
1059 有限会社　まつざか 飲食店、宿泊業 福島県 二本松市金色久保222番地 http://www.uyou.gr.jp/nihonmatsu-gyoen/

1060 有限会社　アイシー二本松 製造業 福島県 二本松市正法寺町151

1061 昭和タクシー　株式会社 運輸業 福島県
二本松市成田町一丁目753
番地3

1062
株式会社　まるいちフードセ
ンター

卸売・小売業 福島県
二本松市油井字荒井樋口
24-3

1063 株式会社　糀屋
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 二本松市亀谷一丁目53番地 http://www.soranoniwa.co.jp

1064 有限会社　空の庭 飲食店、宿泊業 福島県 二本松市岳温泉1-197-2 http://www.soranoniwa.co.jp

1065 株式会社　山水荘 飲食店、宿泊業 福島県 福島市土湯温泉町字油畑55 http://www.sansuiso.jp/

1066 株式会社　東北綜合企画 建設業 福島県
福島市八島町12-20　ＭＣビ
ル4階

1067 郷土料理　いろり庵 飲食店、宿泊業 福島県 福島市三河南町21-6

1068
福島貸切辰巳屋自動車　株
式会社

運輸業 福島県 福島市北町3番30号 http://www.fkt-taxi.com/

1069
株式会社　オリエンタル・
エージェンシー

卸売・小売業 福島県 福島市北町3番30号 http://www.oriental-agc.com

1070
株式会社　フォトイズジャパ
ン

専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市曽根田町1-18　ダイ
ユーエイトＭＡＸ　2Ｆ

1071
福島ツーリストサービス　株
式会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市中町2番6号

1072 株式会社　信濃屋 製造業 福島県 福島市鎌田字卸町5-9 http://www.shinanoya.info/

1073
有限会社　トータルクリエー
タートップ

建設業 福島県 福島市鎌田字卸町22-2 http://tc-top.com

1074 株式会社　福島丸公 卸売・小売業 福島県 福島市北矢野目字樋越1
1075 株式会社　マルセイ 卸売・小売業 福島県 福島市北矢野目字樋越1

1076 株式会社　クック 製造業 福島県
福島市鎌田字卸町17番地の
3

1077
福島ヤクルト販売　株式会
社

卸売・小売業 福島県
福島市御山字中川原116番
地

1078 株式会社　アポロガス 建設業 福島県 福島市御山字中川原84-1

1079 ㈱鈴商グリーン 卸売・小売業 福島県
福島市飯坂町平野字田切8-
1

http://www.suzusho-green.com

1080
行政書士・社会保険労務士
佐藤巨人事務所

専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市御山字仲ノ町64-1 http://www.near-consulting.jp/

1081 エクステック　株式会社 情報通信業 福島県
福島市天神町8番19号　司ビ
ル2　3階

1082 有限会社　やまきち角屋 飲食店、宿泊業 福島県
福島市大明神7（信夫山公園
内）

1083 信夫設備　有限会社 建設業 福島県 福島市御山字東壁谷沢22-1

1084
株式会社　エースコンサル
タント

専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市北沢又字下台14-8

1085 株式会社　サンライト 製造業 福島県 二本松市渋川字蛇森1番地2 http://www.sun-lt.co.jp

1086
有限会社　サスティナビリ
ティ

生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 二本松市金色398番地5

1087 株式会社　いわき 卸売・小売業 福島県 福島市中町1番9号
1088 有限会社　ACEプランニン 飲食店、宿泊業 福島県 福島市北沢又字下台14-44 http://www.uyou.gr.jp/yutaka

1089 福島カラー印刷　株式会社 製造業 福島県 福島市さくら3丁目2-7 http://f-color.biz



1090
株式会社　四輪販売福島
サービス

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市上鳥渡字吹上1-1

1091 株式会社　四輪販売福島
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市北矢野目字窪田13番
地の4

1092 昭和ボード　株式会社 建設業 福島県
福島市北矢野目字窪田26番
地の2

1093 株式会社　協和衛研興業 建設業 福島県
福島市南矢野目字道下35番
地の5

1094
株式会社　リンクステーショ
ン

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
会津若松市大町二丁目10番
11号

1095 有限会社　ホテル光雲閣 飲食店、宿泊業 福島県
二本松市岳温泉1丁目85番
地

1096 有限会社　測地測量
専門・技術サー
ビス業

福島県 郡山市朝日1-13-2 http://www.j-map.co.jp

1097 株式会社　マルコ物流 運輸業 福島県 二本松市宮戸68番地11

1098
株式会社　福島建設工業新
聞社

情報通信業 福島県 福島市西中央2丁目59

1099 有限会社　西坂製作所 製造業 福島県
福島市野田町三丁目4番78
号

http://www.nisizaka.com

1100 有限会社　渡辺ダクト鈑金 建設業 福島県
福島市在庭坂字栃清水32番
地1

1101 株式会社　アイビック高木 製造業 福島県 福島市北中央三丁目92番地

1102
株式会社　人輝エンジニア
リングサービス

建設業 福島県 須賀川市あおば町555

1103
株式会社　協和ファイン
ツール

製造業 福島県
いわき市常磐下船尾町杭出
作23-7

http://www.kyowa-fine.co.jp

1104
社会保険労務士　飯田弘子
事務所

専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市泉字火焼津1-19

1105 有限会社　ジョイ商事
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 郡山市清水台2-1-13 http://www.salon-joy.jp

1106 高橋岳志建築設計事務所 建設業 福島県
郡山市島2-10-14　六地蔵ハ
イツ105

http://tgaa.cc

1107 株式会社　凛 卸売・小売業 福島県 会津若松市七日町2-48 http://www.gallery-rin.com

1108 東北サーモ　株式会社 製造業 福島県 福島市仁井田字狐林2-1

1109
福島市環境サービス　協業
組合

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市上鳥渡字茶畑15番地
の1

1110 キング印刷　株式会社 製造業 福島県 福島市下鳥渡字新町西6-1 http://king-p.co.jp

1111 有限会社　高橋工業所 製造業 福島県
福島市佐倉下字光寿院前1-
7

1112 株式会社　アンフィールド 運輸業 福島県 福島市笹木野字大金谷21-5

1113 有限会社　佐藤企画 建設業 福島県
福島市笹木野字北中谷地37
番地の13

1114 株式会社　エフエー機工
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市御山字稲荷田47-2

1115 株式会社　あかま 卸売・小売業 福島県 福島市笹谷字古屋東15番1
1116 医療法人　慈正会 医療、福祉 福島県 福島市笹谷字稲場23-4

1117 株式会社　上信設備 建設業 福島県
福島市南沢又字上野原18-
20

http://ｊhoushin.com

1118 株式会社　丹治製菓 製造業 福島県 福島市矢剣町13番5号
1119 広栄電設　株式会社 建設業 福島県 福島市丸子字東前4番地の1

1120 株式会社　ニーズ 建設業 福島県
福島市本内字南街道下1番
地の1

1121 株式会社　内池工業 建設業 福島県 福島市本内字東井戸神5-3 http://www.uchi-ike.co.jp

1122 株式会社　エコサポート
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市丸子字富塚8番11号

1123
有限会社　東北自動車ガラ
ス

専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市鎌田字下田14-1

1124 コクピット福島　有限会社 卸売・小売業 福島県 福島市渡利山ノ下前27-1



1125 合同会社　FULL　COUNT
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
郡山市駅前1-14-21　花椿ビ
ル1F

1126 株式会社　エコ東日本 卸売・小売業 福島県 郡山市安積一丁目43

1127 株式会社　福よし
専門・技術サー
ビス業

福島県
郡山市方八町二丁目5-16
NOVA東口ビル317号

1128 有限会社　オオノトランス 運輸業 福島県
安達郡大玉村大山字天王
42-26

1129 リム・ヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
田村郡三春町貝山字沼倉
172-1

1130 株式会社　S.A.Y
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
耶麻郡猪苗代町字葉山7105
番地333

http://www.1say.net/

1131 株式会社　Next 建設業 福島県 いわき市小名浜岡小名3-9-3

1132 株式会社　磐梯マリーン 卸売・小売業 福島県
耶麻郡猪苗代町大字翁沢字
不動堂579-10

http://www.b-marine.com

1133 株式会社　B.O 卸売・小売業 福島県
郡山市緑町10-16　エスアンド
シービル

1134 株式会社　斎弁 建設業 福島県 福島市南町211

1135
福島エナメル工業　株式会
社

製造業 福島県
福島市飯坂町平野字三角田
7-1

1136 株式会社　永沢工機 製造業 福島県
福島市飯坂町平野字田切3
番地の1

http://www.nux.co.jp/

1137 有限会社　西坂工業所 製造業 福島県
福島市飯坂町平野字三角田
15-1

1138 株式会社　佐々木自動車 卸売・小売業 福島県
福島市上野寺字西原26番地
の3

http://www.sasaki-cars.com

1139 松宮　株式会社
専門・技術サー
ビス業

福島県 須賀川市八幡町22-1

1140
特定非営利活動法人　移動
保育プロジェクト

教育、学習支援
業

福島県
郡山市開成5-18-23　石井ビ
ル201

http://kidsbrain.jp/fihp/

1141
合資会社　ナチュラル・ワー
クス

製造業 福島県 須賀川市並木町283-5 http://www.lets-club.jp/shop/sukagawa/index.html

1142 有限会社　電通システム 卸売・小売業 福島県 本宮市本宮字南ノ内20 http://www.den2system.com/

1143 株式会社　ケイビ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 郡山市大槻町字菅田59番

1144 有限会社　ヤマサ工業 製造業 福島県 本宮市糠沢字五平内176

1145 株式会社　藤企画 飲食店、宿泊業 福島県
福島市陣場町7-30　第5寿ビ
ル2F

1146 プラテック　株式会社 金融・保険業 福島県 福島市蓬莱町3-11-6
1147 株式会社　丸や運送 運輸業 福島県 二本松市中里47-1
1148 株式会社　ワイテック 建設業 福島県 福島市野田町字八郎内6-5
1149 ブルーアドバイザーズ㈱ 金融・保険業 岩手県 盛岡市上堂1-15-5 http://www.b-advisors.com

1150 ㈱ベターライフ岩手 医療、福祉 岩手県
盛岡市月が丘１丁目27-45
エンジェルビルⅢ

www.betterlife-iwate.co.jp

1151 カフェレストラン瑠奈 飲食店、宿泊業 岩手県 盛岡市津志田南2-16-26
1152 ㈱仙北造園 運輸業 岩手県 盛岡市仙北三丁目17-15

1153 ㈱日交盛岡本社
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市新田町4-12

1154
リンパマッサージ専門サロ
ン・ルシア

生活関連サービ
ス・娯楽業

岩手県 盛岡市手代森14-9-20 www.iwate-Lucia.com

1155 磐乃井酒造㈱ 製造業 岩手県
一関市花泉町涌津字舘72番
地

www.iwanoi.co.jp

1156 ㈲照井ポンプ
電気・ガス・熱供
給・水道業

岩手県 盛岡市城西町13番20号

1157 ㈲銀章堂 卸売・小売業 岩手県 盛岡市大通一丁目10番19号 www.ginshodo.com
1158 岩舘電気㈱ 建設業 岩手県 盛岡市長田町23番27号 www.iwadatee@rnac.ne.jp

1159
みちのくコカ・コーラボトリン
グ㈱

製造業 岩手県 紫波郡矢巾町広宮沢1-279 www.michinoku.ccbc.co.jp

1160 ㈱小林精機 製造業 岩手県 滝沢市大釜風林3-21 www.kobayashi-seiki.co.jp

1161 (有)まつや 卸売・小売業 岩手県
盛岡市玉山区好摩字夏間木
83-12

www.dmatsuya.com/



1162
財団法人　盛岡観光ｺﾝﾍﾞﾝ
ｼｮﾝ協会

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
盛岡市中ノ橋通一丁目1-10
プラザおでって4階

www.hellomorioka.jp

1163 ㈱アルゴス 卸売・小売業 岩手県 盛岡市大通３丁目9-10 www.argos-jp.com
1164 サンプロセス工芸㈱ 製造業 岩手県 盛岡市みたけ３丁目4-35 www.e-sunpro.net

1165 ㈱岩手土木コンサルタント
専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市名須川町22番3号

1166 盛岡大通商店街協同組合
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市大通一丁目11番8号 www.odori.or.jp

1167
財団法人盛岡地域地場産
業振興センター

卸売・小売業 岩手県 盛岡市繋字尾入野６４番102 www.tezukurimura.com/main/

1168 ㈱マルカンペット 卸売・小売業 岩手県 盛岡市津志田西2-5-15 www.marukanpet.com

1169 ㈱三協医科器械 卸売・小売業 岩手県
紫波郡矢巾町流通センター
南一丁目7-7

www.sankyo-ika.jp

1170 ㈱長根商店 製造業 岩手県 九戸郡洋野町中野9-16-1 http://www18.ocn.ne.jp/~n-kinoko/

1171 岩手県商工会連合会
複合サービス事
業

岩手県
盛岡市盛岡駅西通一丁目3
番8号

www.shokokai.com/

1172 (有)カメラのキクヤ 卸売・小売業 岩手県 盛岡市本町通１丁目16-1 www.cameranokikuya.jp/

1173 株式会社　アイヴィック
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市永井1-13-1 www.ivic.co.jp

1174 ㈱岩手日報加賀野センター 卸売・小売業 岩手県 盛岡市加賀野二丁目3-43

1175 九戸精密㈱ 製造業 岩手県
九戸郡九戸村大字江刺家第
10地割30番地の2

1176
岩手県中小企業団体中央
会

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市内丸14番8号 www.ginga.or.jp

1177 社団法人　盛岡法人会
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
盛岡市盛岡駅西通一丁目3-
3

www.iwate-ho.jp/morioka

1178 (有)駒井商店
電気・ガス・熱供
給・水道業

岩手県
盛岡市玉山区好摩字夏間木
83-6

1179 ㈱事務機商事 卸売・小売業 岩手県 盛岡市紺屋町4番30号 www.jimukishoji.co.jp
1180 ㈱ブライトイン 飲食店、宿泊業 岩手県 盛岡市中ノ橋通一丁目1-21 www.brightinn-morioka.co.jp

1181
㈱アイビーシー・ソフトアル
ファ

情報通信業 岩手県
盛岡市志家町6-1　ＩＢＣ放送
会館

www.ibcsoft.ne.jp

1182 ㈱東和本社
専門・技術サー
ビス業

岩手県
盛岡市川目町23番13号　盛
岡中央工業団地

1183 ㈱いんべクリーニング
生活関連サービ
ス・娯楽業

岩手県 盛岡市西仙北1-41-25 www.inbe.co.jp

1184 (有)ふじ美苑 卸売・小売業 岩手県 盛岡市大通一丁目２番1号 www.k-fujimien.com

1185 (有)ホワイト写真舘
専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市肴町3-10 www.white-photo.Sakura.ne.jp

1186 ユニック北東北販売㈱ 卸売・小売業 岩手県 盛岡市手代森5地割19-9

1187 北日本建機工業㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市手代森5地割19-8

1188 ㈱双葉設備アンドサービス 建設業 岩手県 盛岡市みたけ３丁目47-37
1189 (有)きづや 卸売・小売業 岩手県 盛岡市材木町2番25号

1190
特定非営利活動法人　善隣
館

教育、学習支援
業

岩手県 盛岡市大沢川原3-2-37 www.zenrinkan.sd.soft.iwate-pu.ac.jp

1191 丸乃タイル㈱ 建設業 岩手県 盛岡市東新庄1-1-25
1192 ㈱フォーチュン 卸売・小売業 岩手県 盛岡市上田三丁目10番40号
1193 (有)髙橋自整工 金融・保険業 岩手県 盛岡市向中野字才川90-1
1194 ㈱岩野商会 建設業 岩手県 盛岡市本宮一丁目17番6号

1195 (有)辻分珠算学院
専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市平賀新田字平賀31-3

1196 好摩保育所 医療、福祉 岩手県
盛岡市玉山区好摩字の野中
69-112

1197 岩手魚類㈱ 卸売・小売業 岩手県 盛岡市羽場10地割100番地
1198 東日本機電開発㈱ 製造業 岩手県 盛岡市手代森5地割19-10 www.kidenkaihatsu.co.jp
1199 ㈱イズミヤ 卸売・小売業 岩手県 盛岡市中ノ橋通1-6-3
1200 岩手トヨタ自動車㈱ 卸売・小売業 岩手県 盛岡市上堂4-12-11 www.toyota-dealers.jp/02201



1201 岩井建設㈱ 建設業 岩手県
岩手郡雫石町大字繋第5地
割字塩ヶ森175-7

www.iwai-kennsetu.co.jp

1202 (有)藤倉商行 卸売・小売業 岩手県 滝沢村大沢字籠屋敷24番地
1203 コアトレース厨川 医療、福祉 岩手県 盛岡市厨川2丁目7番20号 www.yayo-i.or.jp/tokuyou.html

1204
盛岡中央工業団地協同組
合

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市川目町23番15号 www.mckd-assoc.info/index.html

1205 (有)二戸通信工業 建設業 岩手県
二戸郡一戸町鳥越字野月内
舘82-7

1206 小川木工所 製造業 岩手県 盛岡市川目町23-14
1207 ㈱初駒 飲食店、宿泊業 岩手県 盛岡市八幡町10-21

1208
財団法人　盛岡市都南自治
振興公社

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市湯沢1-1-41 www.city.morioka.iwate.jp/jichitaikeiei/management/14193/005280.html

1209 ㈱クリエイト
教育、学習支援
業

岩手県
盛岡市大通3丁目1-23　クリ
エイトビル3Ｆ

1210 盛岡商工会議所
複合サービス事
業

岩手県 盛岡市清水町14-12 www.ccimorioka.jp

1211 ㈱フイットン
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市本町通１丁目14-17-6 www.fitton.co.jp

1212 ㈲東日本フーズ 飲食店、宿泊業 岩手県 盛岡市三本柳23-9-60

1213 ㈱髙幸 卸売・小売業 岩手県
紫波郡紫波町桜町字中屋敷
5-3

http://www42.tok2.com/home/takakoukagu/

1214 アオバ整骨院
専門・技術サー
ビス業

岩手県
一関市花泉町涌津字上原
29-2

1215
社会福祉法人　希望会 特
別養護老人ホーム　希望の

医療、福祉 岩手県 盛岡市乙部5地割41番地1

1216 社会福祉法人　わかば会 医療、福祉 岩手県 盛岡市西松園三丁目19番6

1217
特別養護老人ホーム　舞川
の里

医療、福祉 岩手県 一関市舞川字堀切72番4

1218 東北オカヤ㈱ 製造業 岩手県
一関市大東町渋民字関の上
93-4

1219 学校法人　紅葉学園 教育、学習支援 岩手県 盛岡市紅葉が丘19-13 www.kouyou-gakuen.com

1220 社会福祉法人　愛恵会 医療、福祉 岩手県 釜石市鵜住居町2-20-1 www.iwate-aikeikai.jp/index2.html

1221 あじり不動産 不動産業 岩手県 盛岡市北天昌寺町2-15 http://aziri.jp/?page_id=15

1222
特別養護老人ホーム　和光
苑

医療、福祉 岩手県 久慈市長内町46-2-11

1223 ㈲トータルディバイズ 医療、福祉 岩手県 盛岡市永井15地割56番地10
1224 ㈱佐原 製造業 岩手県 一関市赤萩字亀田143番地 www.sahara-s.co.jp
1225 ㈱白鳩盛岡工場 製造業 岩手県 盛岡市みたけ５丁目15-1
1226 ㈲中村家 製造業 岩手県 釜石市鈴子町5-7 www.iwate-nakamuraya.co.jp

1227 ㈲ナカムラ写真館
専門・技術サー
ビス業

岩手県
盛岡市大沢川原3丁目6番20
号

www.nakamura-photo.co.jp/

1228 ㈱紫波まちづくり企画 飲食店、宿泊業 岩手県
紫波郡紫波町小屋敷字新在
家90番地

www.lafrance.co.jp

1229 ㈱中寿
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
大船渡市盛町字木町10番地
3号

1230 ㈱紫波フルーツパーク 製造業 岩手県
紫波郡紫波町遠山字松原1
番地11

1231
(有)センウッドコーポレー
ション

製造業 岩手県
八幡平市大更第2地割154番
地27

1232 ㈱岩手エッグデリカ 製造業 岩手県 八幡平市平笠2-6-8
1233 (有)イリク 医療、福祉 岩手県 滝沢村鵜飼字大緩47-28
1234 (有)エコノマート 卸売・小売業 岩手県 月が丘一丁目20番52号 econo-jp
1235 二戸ガス㈱ 建設業 岩手県 二戸市堀野字長地18

1236
特別養護老人ホームサント
ピア

医療、福祉 岩手県 二戸市似鳥字上平15番地1

1237 ㈱二戸パークホテル 飲食店、宿泊業 岩手県
二戸市福岡字八幡下69番地
の1

www.ninohe-park.com

1238 ㈱菅文 卸売・小売業 岩手県 二戸市堀野字長地75番地4 www.kanbun.com

1239 ㈱上戸工業 卸売・小売業 岩手県
二戸市金田一字下山井４番
地17

www.kamitoya.jp



1240 ㈱昭和食品 製造業 岩手県 二戸市石切所字馬作目五

1241 大黒醤油㈱ 製造業 岩手県
九戸郡軽米町大字円子2-4-
108

1242 ㈱嵯峨商店 製造業 岩手県
下閉伊郡普代村第13地割字
普代1420番地

1243 一沢コンクリート工業㈱ 製造業 岩手県
久慈市長内町第36地割8番
地18

1244 ㈱南部美人 製造業 岩手県 二戸市福岡字上町13番地 www.nanbubijin.co.jp
1245 ㈱岩本電機 製造業 岩手県 九戸郡洋野町種市13-41-25 www.iwamotodenki.co.jp

1246 社会福祉法人　土淵郎親会 医療、福祉 岩手県
盛岡市本宮字小坂小瀬20番
地1

www.roushinkai.com

1247 社会福祉法人　西根会 医療、福祉 岩手県 八幡平市田頭24-36

1248
社会福祉法人　みちのく協
会

医療、福祉 岩手県
八幡平市松尾寄木11地割
13-1

1249 ㈱わしの尾 製造業 岩手県
八幡平市大更第22地割158
番地

www.wahinoo.co.jp

1250 社会福祉法人　室蓬会 医療、福祉 岩手県
一関市大東町曽慶字御能場
39-1

www.sippoukai.com

1251 社会福祉法人　慈孝会 医療、福祉 岩手県
二戸郡一戸町姉帯字下村24
番地1

1252 第一商事㈱やちだもの家 医療、福祉 岩手県 盛岡市加賀野1-19-29 www.yachidamonoie.jp

1253 ＴＲ2ＰＬＵＳ　hair make
専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市青山三丁目37-40

1254 (有)百蔵 医療、福祉 岩手県 二戸市石切所字天神下8-5

1255 ㈱Ｍｙケア 医療、福祉 岩手県
一関市花泉町花泉字下北浦
29-1

ｍｙ-care.co.jp

1256 堺田幸志税理士事務所
専門・技術サー
ビス業

岩手県
盛岡市中央通一丁目11番17
号　第2大通ビル4Ｆ

http://sakaida.tkcnf.com/pc/

1257 社会福祉法人　志和大樹会 医療、福祉 岩手県
紫波郡紫波町土舘字関沢
24-1

www.mozunosato.com

1258 大坪建築 建設業 岩手県
盛岡市手代森14地割字田中
16-409

www.ootubokenntiku.jp

1259 個別指導集団授業　ＳoRa
生活関連サービ
ス・娯楽業

岩手県 盛岡市本宮4丁目23-25

1260
㈱大沢会計＆人事コンサル
タント

専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市天昌寺町7番25号 www.osawakaikei.co.jp

1261
農事組合法人岩手山麓デ
イリーサポート

農業・林業 岩手県 八幡平市田頭39-72-2

1262 Atvisual
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市緑が丘二丁目15-1

1263
㈱プラントエンジニアリング
㈱

専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市中ノ橋通１丁目4-22 www.pemorioka.com

1264 ㈱ジョイホーム 建設業 岩手県 盛岡市みたけ４丁目4-2 www.my-joyhome.co.jp

1265 ㈱三協医科器械 卸売・小売業 岩手県
紫波郡矢巾町流通センター
南一丁目7-7

www.sankyo-ika.jp

1266 歯の松本 医療、福祉 岩手県 盛岡市東安庭1-23-62
1267 ㈱ユニテック 情報通信業 岩手県 盛岡市駅西通2-21-5 www.unitec-jpn.com

1268 岩手ゴルフ㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 紫波郡紫波町土舘馬ノ子1-1 www.iwategolf.co.jp

1269 ㈱教文社 卸売・小売業 岩手県 盛岡市みたけ６丁目1番50号 www.k-kyobunsha.jp/

1270 NPO法人　里つむざ八幡平 医療、福祉 岩手県 八幡平市田頭12-20 www.s-tumugi.jp/

1271
特定非営利活動法人　いわ
て子育てネット

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
盛岡市大通2-7-20　ウエダビ
ル３Ｆ

www.iwaet-kosodate.cow

1272 合同会社　ありがとう 医療、福祉 岩手県 滝沢村滝沢字巣子1209

1273
特定非営利活動法人　明成
会

医療、福祉 岩手県 遠野市下組町11-49 www.orahonoie.com

1274
特定非営利活動法人　紫波
さぷり

医療、福祉 岩手県
紫波郡紫波町日詰字朝日田
23-1

sapurishiwa.web.fc2.com



1275 (有)三陸自動車学校
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 釜石市桜木町1-4-1 sanriku-ds.ftw.jp

1276 ㈱西部産業
専門・技術サー
ビス業

岩手県 盛岡市本宮字林崎1番地1 www.moriokaminami,jp

1277 ㈱奈良屋 建設業 岩手県 一関市山目字前田11番地 www.naraya.co.jp
1278 社会福祉法人　撫子会 医療、福祉 岩手県 盛岡市上堂一丁目10番23号 http://nadesikogp.com/

1279
特別養護老人ホーム　らふ
たぁヒルズ

医療、福祉 岩手県
上閉伊郡大槌町吉里吉里
29-21-57

www.tsutsumihukushikai.jp/

1280 むらなつ
教育、学習支援
業

岩手県
陸前高田市高田町字栃ヶ沢
26-1　2Ｆ

1281 社会福祉法人　いつつ星会 医療、福祉 岩手県 二戸市仁左平字横手6-1 www.itutuboshi.com

1282
特別養護老人ホーム　三陸
園

医療、福祉 岩手県
上閉伊郡大槌町吉里々々第
32地割18番25

www.tsutsumifukushikai.jp/

1283
㈱エステーモータースクー
ル

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 滝沢市巣子169番地3 www.st-ms.co.jp

1284 ㈲ウエルネス 医療、福祉 岩手県
盛岡市本宮六丁目一番四七
号

www.kaigonomori.net

1285 ㈱エムコーポレーション
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市本宮６丁目1-48

1286 ㈱ハイ・ジャンクション
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
盛岡市天昌寺町7-24　細田
ビル1Ｆ

www.hi-junction.jp

1287
セブンイレブン盛岡緑ヶ丘3
丁目1-1

卸売・小売業 岩手県 盛岡市緑が丘３丁目1-1

1288 ㈲西根自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
八幡平市大更第26地割86番
地の1

www.ns-stage.jp

1289 (有)アイドカ 金融・保険業 岩手県 盛岡市前潟二丁目2-20 www.aidca.co.jp
1290 川上塗装工業(株) 建設業 岩手県 盛岡市三ツ割3-2-11 http://tosou-de-machitukuro.com

1291 盛岡Ｖａｌｕｅ　Ｃｉｔｙ(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市肴町8-20 http://morio-j.com

1292 盛岡まちづくり(株)
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 盛岡市肴町8-21

1293 (株)情報システム研究所 情報通信業 岩手県 盛岡市南大通3-2-3 http://y-sks.jp

1294
学校法人　撫子学園　ふじ
なでしここども園

教育、学習支援
業

岩手県 滝沢市鵜飼狐洞1-102 www.nadesikogp.com

1295 ㈱東光舎　岩手工場 製造業 岩手県 岩手郡岩手町川口11-3 www.joewell.co.jp
1296 ㈱ベアレン醸造所 製造業 岩手県 盛岡市北山一丁目3番31号 www.bearenbier.com
1297 ミリオン(株) 卸売・小売業 青森県 青森市問屋町1-9-6 http://www.t-mirion.co.jp

1298 青森合同青果(株) 卸売・小売業 青森県 青森市卸町2-1 http://www.aomorigodo.co.jp

1299 (有)エコハウスクリーニング
生活関連サービ
ス・娯楽業

青森県 青森市自由ケ丘2-16-20 http://smile-for-you.net/

1300 (株)三上構造設計事務所
学術研究・専門・
技術サービス業

青森県 青森市月見野1-26-15

1301 ウッドインテリア西澤 製造業 青森県 青森市羽白字沢田731

1302
社会保険労務士　葛西事務
所

学術研究・専門・
技術サービス業

青森県 青森市旭町1-11-26-1

1303 (株)AMBER
宿泊業・飲食
サービス業

青森県 青森市雲谷山吹92-401 http://www.anbr.jp

1304 (株)カードック米谷オート
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市柳川2-1-20 http://www.aomori-net.ne.jp/cardoc

1305 青森労働社労士事務所
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市野木字野尻37-142

1306 株式会社一心亭
宿泊業、飲食
サービス業

青森県 五所川原市一ツ谷507－16

1307
東北山田車体工業株式会
社

製造業 青森県
三戸郡五戸町大字豊間内字
地蔵平1－750

http://www.tohoku-yamada.co.jp/



1308 株式会社田守建装 建設業 青森県
三戸郡五戸町大字豊間内字
上谷地19－3

http://nttbj.itp.ne.jp/0178626336/

1309 協和通信株式会社 卸売業、小売業 青森県
八戸市大字長苗代字内船渡
51－2

http://www.kyowa.cc

1310 株式会社パル電装技研 建設業 青森県
上北郡おいらせ町神明前143
－123

1311 株式会社テクノ中央 建設業 青森県
八戸市新井田字重地下51－
12

http://www.techno-chuo.jp

1312 株式会社岩岡 卸売業、小売業 青森県
八戸市卸センター2丁目7－
13

http://www.iwaoka.jp

1313 株式会社島守ダクト 建設業 青森県 八戸市沼館3丁目3－6 http://shimamori.jp/annai/kaisyaannai.html

1314
社福）寿栄会特別養護老人
ホーム寿楽荘

医療・福祉 青森県
八戸市大字市川町字夏秋4
番地

http://www.jurakuso.sakura.ne.jp

1315 みちのく興業株式会社 建設業 青森県 八戸市沼館1丁目2-19 http://www.aomori-kensokyo.com/member/michinokukogyo.html

1316 北日本海事興業株式会社 建設業 青森県 八戸市八太郎5丁目21－34 http://homepage2.nifty.com/kitanihon

1317 有限会社北栄技興
学術研究、専門・
技術サービス業

青森県
八戸市大字田向木字赤坂16
番地10

1318
（社福）東幸会特養老人
ホームサンシャイン

医療・福祉 青森県 八戸市東白山台2丁目2－1 http://www.htv-net.ne.jp/~sunshine

1319 (株)ＨＳＳ青森事業所 医療・福祉 青森県 青森市長島2-16-2

1320
一般財団法人休暇村協会
休暇村陸中宮古

宿泊業，飲食
サービス業

岩手県
宮古市崎鍬ヶ崎第１８地割２
５－３

http://www.qkamura.or.jp/miyako/

1321 株式会社マルイ舗装 建設業 岩手県
宮古市崎鍬ヶ崎第１１地割３
２－２

1322 モルデック株式会社 製造業 岩手県
宮古市崎鍬ヶ崎第９地割３３
－４

http://www.moldec.co.jp/

1323
社会福祉法人若竹会
 特別養護老人ホームサン
ホームみやこ

医療，福祉 岩手県
宮古市崎鍬ヶ崎第４地割１－
２０

http://www.wakatakekai.or.jp/

1324
社会福祉法人若竹会 わか
たけ学園

医療，福祉 岩手県 宮古市崎山第５地割９４ http://www.wakatakekai.or.jp/

1325
社会福祉法人若竹会 ＳＥＬ
Ｐわかたけ

医療，福祉 岩手県 宮古市山口５丁目５−１０ http://www.wakatakekai.or.jp/

1326
社会福祉法人若竹会 ワー
クプラザみやこ

医療，福祉 岩手県
岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第４
地割１−６

http://www.wakatakekai.or.jp/

1327 三陸自動車商会有限会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
下閉伊郡山田町織笠第１２地
割１３－８

1328 株式会社富士工業 製造業 岩手県
下閉伊郡山田町豊間根第７
地割４－１０

http://www.fuji-pms.co.jp/

1329
社会福祉法人　太陽の子保
育園

医療・福祉 岩手県 花巻市星が丘1-10-15

1330
OopsNAILサロン北上パル
店

生活関連サービ
ス業、娯楽業

岩手県 北上市大曲町8-7 http://www.mashup-co.com

1331
社会保険労務士法人めぐ
み事務所

専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市宮城野区榴岡3-4-1-
5F

http://www.megumi-jimusho.jp

1332 ㈱YOU
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区中央2-6-34　ﾆ
ｺｰﾋﾞﾙ5F

1333 ㈱百戦錬磨 情報通信業 宮城県
仙台市青葉区本町2-17-17
田畑ビル3F

http://hyakuren.org

1334 コスモ工機㈱秋田工場 製造業 秋田県 秋田市 http://www.cosmo-koki.co.jp

1335 ㈱秋田医科器械店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://wwwakitaika.co.jp

1336 明和ハウス工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1337 ㈱那波伊四郎商店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.naba-net.co.jp

1338 ハウスドクター㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://house-dr.jp/

1339 ㈱ダースエンターテイメント
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 asano@praco-web.jp

1340 ㈱アド東北
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.ad-tohoku.co.jp/

1341 ㈲金圓 卸売業、小売業 秋田県 秋田市



1342 ㈲カーメイクアキタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1343 ㈱日誠工業 製造業 秋田県 潟上市 http://akita-nissei.jp
1344 阪東鉄工㈱ 製造業 秋田県 秋田市
1345 秋田ヤクルト販売㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1346 ㈱ＨＡＬ　ｏｒｇ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://www.nouty.net

1347 瀬下建設工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.sejimo.co.jp/

1348 ㈱長谷駒組 建設業 秋田県 秋田市
1349 ㈱クラヤ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www1.ocn.ne.jp/~kuraya/

1350 ㈱ユーランドホテル八橋
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://www.youland.jp/

1351 羽後日産モーター㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.ugo-nissan-motor.co.jp/

1352 秋田ゼロックス㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1353 秋田オフセット印刷㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://w01.tp1.jp/~a283451270/index.htm

1354 東陽電設工業㈲ 建設業 秋田県 秋田市
1355 高谷林業㈱ 製造業 秋田県 秋田市
1356 秋田中央印刷㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.a-c-p.jp/
1357 ロイヤルモーター㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.volkswagen.jp/akitarinkai/

1358 秋田製材協同組合 製造業 秋田県 秋田市 http://www.ask-w.or.jp
1359 ㈲佐々木製作所 製造業 秋田県 秋田市 tttp://www.sasakiss.co.jp

1360 ふるはうす 医療、福祉 秋田県 大館市片山字中通7-6

1361 （有）山田政一商店
電気・ガス・熱供
給・水道業

秋田県 大館市中道1丁目4番4号

1362 （合）ホサナ企画 農業・林業 秋田県 大館市比内町大葛字長部25

1363 （株）やさしい風 医療、福祉 秋田県 能代市上町6番6号
1364 やさしい風 介護支援セン 医療、福祉 秋田県 能代市上町6番6号
1365 やさしい風 訪問介護 医療、福祉 秋田県 能代市上町6番6号

1366
やさしい風 上町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

医療、福祉 秋田県 能代市上町6番6号

1367 やさしい風 ショートステイ 医療、福祉 秋田県 能代市向田表6番地2

1368 IMPRESS
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 能代市昇平岱24-16

1369 (有)　トツプ技研 製造業 秋田県 横手市杉沢字中杉沢571-1 http://www.topgiken.com/

1370 (有)　カントリーガーデン 建設業 秋田県
仙北郡美郷町本堂城回字新
谷尻202-3

http://country-garden.jp

1371
美容室　シェイプ (個人事
業)

生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 横手市柳田持田185 ｗｗｗ．Ｓｈａｉｐ－ｈａｉｒ．Ｃｏｍ

1372 株式会社　スカワ 建設業 山形県 山形市北町1-2-20 http://www.sukawa.co.jp

1373 株式会社　テクスト社
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市桧町2-3-22

1374 アサギ　株式会社 製造業 山形県 山形市流通センター2-4-1 http://www.asagi-net.co.jp

1375 株式会社　つるかめ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 天童市老野森1-3-6

1376 ㈲南湖建設機械講習所 教育、学習支援 福島県 白河市白坂一里段６－２３６

1377 プリントショップCoCo
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 白河市八竜神７０－１

1378 佐々喜興業㈱ 製造業 秋田県 秋田市
1379 秋田東北商事㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-tohoku.co.jp/

1380 オサムインク㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.cna.ne.jp/~osamu-kk/

1381 北日本通商㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.kitanihontuusyou.co.jp/

1382 ㈱伊藤組 建設業 秋田県 秋田市
1383 ㈲アクセス 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.access1.co.jp

1384 矢島小林工業㈱ 製造業 秋田県 由利本荘市
1385 ㈱三栄機械 製造業 秋田県 由利本荘市 http://sanei-kikai.co.jp/
1386 ㈱秋田新電元 製造業 秋田県 由利本荘市 http://www.akitashindengen.co.jp/

1387 廣瀬産業㈱ 製造業 秋田県 由利本荘市 http://hirosesangyo.co.jp/

1388 ㈱安楽
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 由利本荘市 http://www.anrakuonsen.com/

1389 ㈱男鹿オート 卸売業、小売業 秋田県 男鹿市 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-oga/

1390 ㈱八森運輸 運輸業 秋田県 秋田市 http://www.hachimori-unyu.com/



1391 ㈱中部 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-chubu.jp/

1392 ㈲カントリーガーデン 建設業 秋田県 秋田市 http://www.country-garden.jp

1393 ㈲荻原鉄工所 製造業 秋田県 秋田市

1394 大栄不動産㈱
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 秋田市 http://www.daiei-f.co.jp

1395 ㈱八永南部家敷
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://www.nanbuyashiki.co.jp

1396 ㈱シーズクラフト 情報通信業 秋田県 秋田市 http://cscraft.cp.jp

1397 (株)楽市白河
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 白河市本町２

1398 (有)さとう総合印刷
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 白河市昭和町８０－２

1399 三和部品工業　(株) 製造業 福島県
西郷村小田倉字上上野原２２
２

1400 (株)南湖自動車学校 教育、学習支援 福島県 白河市一里段６－２３６

1401
ホテル＆コテージ　白河関
の里

飲食店、宿泊業 福島県 白河市表郷金山字愛宕山１

1402 ㈱棚倉自動車学校
教育、学習支援
業

福島県
東白川郡棚倉町大字棚倉字
日向前２２０－１

http://tanagura-jidousya.com

1403 ㈱フジ機工 製造業 福島県
西白河郡泉崎村大字泉崎字
中核工業団地１６－７

http://www.fujikiko.net/

1404 ㈱矢吹自動車学校 教育、学習支援 福島県 西白河郡矢吹町小松３５８

1405 ㈱アイ・ティー・ゼロ
専門・技術サー
ビス業

福島県
西白河郡西郷村熊倉字折口
原４１３－３

http://www.itzeroweb.com

1406 ㈱エスケーワイ 教育、学習支援 福島県 白河市天神町１６

1407 いきいきライフ福島㈲
教育、学習支援
業

福島県
西白河郡西郷村字前山東１６
番地

http://www.big-mousu.net/

1408 アネシス学院㈱ 教育、学習支援 福島県 白河市新白河５丁目３４番地 http://www.aneshis.com

1409 社会福祉法人　こころん 医療、福祉 福島県 西白河郡泉崎村下根岸９ http://www.cocoron.or.jp

1410 ㈲あぶくま教育 卸売・小売業 福島県 白河市中田１０５－３ http://wedmat.co.jp

1411 ㈱三森電気　棚倉営業所 製造業 福島県
東白川郡棚倉町大字逆川字
前山１－２７

http://www.mimoden.co.jp

1412 ㈲元湯甲子温泉　大黒屋 飲食店、宿泊業 福島県
西白河郡西郷村大字真船字
寺平１

http://www.kashionsen.jp/

1413 五峰観光㈱ 飲食店、宿泊業 福島県
西白河郡西郷村大字真船字
馬立１

http://www.gohousou.com/

1414 ㈱佐藤製作所 製造業 福島県
西白河郡中島村大字滑津字
大池向１１－７

1415 ㈱アイ・ディー・イー 製造業 福島県
西白河郡西郷村石塚北９７－
１０３

http://www.ide-j.com

1416 岡本工業㈱塙第一工場 製造業 福島県
東白川郡塙町大字伊香字中
妻２４１－５

http://www.okamoto-kk.co.jp

1417 ㈲ワタベ印刷
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 白河市大工町１８

1418 ㈱タツミ 製造業 福島県 白河市中野山１番地 http://www.sia.co.jp/tatsumi/

1419 ㈲緑川化成 製造業 福島県
東白川郡棚倉町大字下手沢
字昭和１７６

1420 合資会社　大木大吉本店 製造業 福島県 西白河郡矢吹町本町９ http://www.junmai.com/

1421 ㈱コンド電気 製造業 福島県
石川郡浅川町大字蓑輪字山
敷田５６－１０

http://www.kondodenki.com

1422 ㈲飯田製作所 製造業 福島県
西白河郡西郷村小田倉字稗
返３１２－１

1423 ㈲大洋社 製造業 福島県 白河市菅生舘４８－１３

1424 ㈱寿製作所 製造業 福島県
西白河郡西郷村小田倉字稗
返１－１２５０

1425 渡辺製作所 製造業 福島県 白河市白坂陣場１８０－３

1426 ㈱オーゼキ 製造業 福島県
東白川郡鮫川村大字渡瀬字
越虫４４－１

http://www.ozeki-tech.com/

1427 ㈲和知製作所 製造業 福島県
白河市表郷三森字上丁５１－
１

1428 ㈱村越機型製作所 製造業 福島県
東白川郡棚倉町大字上台字
古宿６６

http://www.welcome-web.com/MURA/



1429 ㈲プレックス 製造業 福島県
西白河郡中島村大字滑津字
愛宕山６－１１

1430 ㈱スズミ 不動産業 福島県
西白河郡泉崎村大字泉崎字
狐山１８

http://www.suzumi.co.jp/

1431
あらや土地家屋調査士事
務所

学術研究、専門・
技術サービス業

青森県 十和田市西十一番町17－22

1432 西園経営法務事務所
学術研究、専門・
技術サービス業

青森県 八戸市根城字西ノ沢4－22

1433 有限会社キリハラ 卸売業、小売業 青森県
八戸市三日町16ハートビルマ
ルフク1F

http://www.kirihara.biz/qhm/index.php?FrontPage

1434 有限会社トータル企画 卸売業、小売業 青森県
五所川原市金木町字芦野84
－782

1435 カーポイント 卸売業、小売業 青森県
八戸市大字根城字西ノ沢36
－1

1436 南部電機株式会社 卸売業、小売業 青森県 八戸市沼館1－18－37 http://www.nanbudenki.co.jp

1437
ＡＯＭＯＲＩ　ＧＯＡＬ（青森
ゴール）

情報通信業 青森県
八戸市石堂2－21－2レカンプ
レイス1F

http://www.aomori-goal.com/

1438
（公財）シルバーリハビリ
テーション協会

医療・福祉 青森県
八戸市河原木字八太郎10－
444

http://www.silverrehab.jp/

1439
(合)ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾊﾟｰﾄﾅｰ
ｽﾞ

サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市旭町2-25-11

1440 (株)アピイ 医療、福祉 青森県 青森市野木字野尻38-1 http://ape0610@gmai/.com

1441 鶏活
宿泊業・飲食
サービス業

青森県 不おもりし橋本2-12-16

1442
(合)優遊 優・遊介護ステー
ション

医療、福祉 青森県 青森市六枚橋字磯打40-1 http://yuyukaigo-3993@lily.ocn.ne.jp

1443
(有)エム・アール・アイ・ジャ
パン

卸売・小売業 青森県 青森市富田3-9-28 http://www.aomori-mri.co.jp

1444
社会福祉法人 田老和心会
 特別養護老人ホーム ふれ
あい荘

医療，福祉 岩手県 宮古市田老字養呂地６－２

1445 有限会社 岩泉ゴム工業 製造業 岩手県
下閉伊郡岩泉町袰野字赤鹿
１２１－２

1446
社団医療法人 緑川会
 介護老人保健施設 ふれん
どりー岩泉

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡岩泉町乙茂字上９
－１２

1447 有限会社 似内自動車工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
下閉伊郡岩泉町岩泉字中家
２７－１

1448 有限会社 日本木材工業 製造業 岩手県
下閉伊郡岩泉町二升石字貝
内野５－９

http://www.nichimoku.net/

1449
有限会社 なかむら
 デイサービスセンターやす
らぎ

医療，福祉 岩手県
下閉伊郡岩泉町岩泉字中家
２０－１０

1450
有限会社 新生自動車整備
工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県
下閉伊郡岩泉町岩泉字中家
２０

1451
社会福祉法人 山栄会
 特別養護老人ホーム 「リア
ス倶楽部」

医療，福祉 岩手県 下閉伊郡田野畑村奥地１３ http://www.riasclub.com/

1452
株式会社 陸中たのはた ホ
テル羅賀荘

宿泊業，飲食
サービス業

岩手県
下閉伊郡田野畑村羅賀６０－
１

http://www.ragaso.jp/index.html

1453 田野畑農産 株式会社 農業，林業 岩手県
下閉伊郡田野畑村羅賀２７８
－１

1454 東北白金株式会社 製造業 岩手県
奥州市江刺区愛宕字観音堂
沖127番地

http://www.shirogane-ss.co.jp

1455
茶話本舗デイサービス石鳥
谷

医療・福祉 岩手県
花巻市石鳥谷町中寺林6-
76-2

1456 茶話本舗デイサービス諏訪 医療・福祉 岩手県 花巻市諏訪312-9

1457 ㈱ビーナスクリエ-ト
専門・技術サー
ビス業

宮城県 仙台市太白区富沢4-8-36 http://www.fu-ka2011.com/

1458 ㈱Biquette
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市太白区郡山3-22-14
ウイングコートⅡ-102



1459 ㈱エイト 建設業 宮城県 塩釜市母子沢町9-10 http://www.eight-inc.jp/

1460 ㈱miuフィッシュ
専門・技術サー
ビス業

宮城県 仙台市若林区大和町3-14-2 http://www.miufish.co.jp

1461 ㈱リヤン
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区国分町3-8-3
新産業ﾋﾞﾙ401

http://www.lien365.com

1462 ㈱計測技研
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.k-giken.com

1463 総合施設㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www33.ocn.ne.jp/~sougousisetu/

1464 ㈱越後屋 製造業 秋田県 秋田市

1465 ㈱ホテルアイリス
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 由利本荘市 http://www.hotel-iris.jp/

1466 社会福祉法人男鹿偕生会 医療・福祉 秋田県 男鹿市 http://www.ogakaiseikai.jp

1467 ㈱中央運輸 運輸業 秋田県 潟上市
1468 光工業㈱ 卸売業、小売業 秋田県 潟上市

1469 ㈱秋田中央機工
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 潟上市

1470 秋田いすゞ自動車㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-isuzu.co.jp/

1471 秋田鋪道㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.akitanet.jp/akitahodo/

1472 ㈱五十鈴製作所秋田工場 製造業 秋田県 秋田市
1473 ㈱ホクシンエレクトロニクス 製造業 秋田県 秋田市 http://www.hokushin-elec.co.jp/

1474 山二施設工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.yamani-s.co.jp/

1475 ㈲美工舎塗装工業 建設業 秋田県 秋田市
1476 ㈱進プレ 製造業 秋田県 にかほ市 http://www.shinwapress.co.jp

1477 ダイキョー精機㈱ 製造業 秋田県 にかほ市 http://www.daikyo-seiki.co.jp

1478 ㈲鈴木鉄工所 製造業 秋田県 由利本荘市
1479 ㈲佐田商店 製造業 秋田県 秋田市 http://www.satanokiritanpo.com/

1480 ㈱むつみワールド
不動産業、物品
賃貸業

秋田県 秋田市 http://www.mutumi-w.co.jp/

1481 ㈲オーツーダイニング
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

1482 ㈲斎藤写真館
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.p-saito.com

1483 ㈱小島商事 建設業 秋田県 秋田市
1484 ㈱週刊秋田社 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www13.plala.or.jp/news21/

1485 ㈱大晃商事 卸売業、小売業 秋田県 潟上市 http://www.daikou-s.com/

1486 姉帯電気工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1487 ㈲タンポヤ林 製造業 秋田県 秋田市

1488 ㈱スタッフ
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://info.stuff.co.jp

1489 ㈱あきた食彩プロデュース
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.assp.co.jp

1490 ㈱杉山壽山堂 製造業 秋田県 秋田市 http://morokoshi.jp/
1491 辻兵商事㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1492 ㈲デュプレいしい 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1493 ㈱ミルコ 製造業 秋田県 秋田市
1494 清三屋施設工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市 https://sites.google.com/site/kiyomiyashisetukougyou/

1495 ㈲マゼンタ
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://on-net.co.jp.megenta/

1496 ㈱清水ゴム商会 製造業 秋田県 秋田市 http://www.h4.dion.ne.jp/~shimizug/

1497 ㈱C・K・アーテック 建設業 秋田県 秋田市 http://ckartech.jp/
1498 ㈱秋田電子計算センター 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.adcnet.ne.jp/

1499 ㈱港の銀水
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

1500 ㈲サンシーアイ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1501 ㈲半田葬儀社
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://www.sogi-handa.jp/

1502 東北電材㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1503 松澤電気工事㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.matsusawadenki.com

1504 ㈲宅配こまち
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://www.t-komachi.jp

1505 ㈱エフエム秋田 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.fm-akita.co.jp/



1506 （株）エコリサイクル
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県
大館市花岡町字堂屋敷30番
2

www.dowa-eco.co.jp/ER

1507 （有）石川建築 建設業 秋田県 大館市清水1丁目5-4

1508 （有）ぴゅあアート技術 製造業 秋田県
鹿角市十和田瀬田石字石野
12-3

1509 （有）安心サービス 金融・保険業 秋田県 鹿角市花輪字扇ノ間111
1510 鹿角コミュニティFM（株） 情報通信業 秋田県 鹿角市花輪字下中島12-2

1511 ㈱　エル・ピー・ジー
電気・ガス・熱供
給・水道業

秋田県 横手市外目三ッ塚山159-1

1512 (有)　高橋製作所 製造業 秋田県
横手市増田町荻袋鍋ケ沢
259

1513 株式会社　山形丸魚 卸売・小売業 山形県 天童市石鳥居2-2-70 http://www.matuuo.co.jp

1514
有限会社　佐々木スチール
工業

製造業 福島県 福島市笹木野字水口下23

1515 ALFA STYLE
専門・技術サー
ビス業

福島県
郡山市喜久田町字松ヶ作16-
53

1516 Fairy Rose
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
会津若松市北滝沢1丁目2番
45号　A棟102号室

http://www.gurutto-aizu.com

1517 ㈱Ominato
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 喜多方市字町田8272-1 http://www.ominato.jp

1518 東北自興　株式会社 製造業 福島県 福島市黒岩字浅井72-1 http://www.th-jiko.jp/

1519 有限会社　成匡
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
福島市南矢野目字中屋敷
61-14

1520
株式会社　T&Iコミュニケー
ションズ

情報通信業 福島県 福島市栄町大野屋ビル3F http://www.tandi-communications.net/

1521
医療法人社団　宝沢伊藤歯
科医院

医療、福祉 福島県
郡山市富久山町福原字沼下
55-132

1522 株式会社　近野 卸売・小売業 福島県 福島市鎌田字卸町12-2
1523 加藤鉄工　株式会社 製造業 福島県 福島市岡島字作田入1-2 http://www.katex.jp
1524 株式会社　ラ・ポルト 建設業 福島県 郡山市豊田町4-13 http://www.la-polto.jp/

1525 株式会社　MATIN
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市置賜町7-8　1F

1526 株式会社　アズコレクション
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 郡山市鳴神二丁目102-2

1527 有限会社　菅野房吉商店 卸売・小売業 福島県 福島市丸子字御山越81番地 http://www.rakuten.co.jp/fukushimaya/

1528 文化設備工業　株式会社 建設業 福島県 福島市野田町五丁目5番6号

1529 ㈱扇 卸売・小売業 福島県 郡山市名郷田１－３３

1530 野﨑接骨院 医療、福祉 福島県 西白河郡矢吹町北町１４－３

1531
㈱太郎　グループホーム
「ひよりの里」

医療、福祉 福島県
西白河郡西郷村大字小田倉
字大平１０３－７

1532 株式会社　福島製作所 製造業 福島県 福島市三河北町9番80号 http://www.fukusei.co.jp

1533 株式会社　三和紙店 卸売・小売業 福島県 福島市柳町3番30号

1534 有限会社　すし処玉鮨 飲食店、宿泊業 福島県
福島市森合字中谷地9番地
の34

1535 株式会社　OKIデータMES 製造業 福島県 福島市庄野字立田1-1
1536 株式会社　スター精機 製造業 福島県 相馬市石上字南蛯沢390 http://www.starseiki.jp

1537 有限会社　タナカ理美容
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
郡山市日和田町字日和田
233

1538 税理士法人　ケーエフエス
専門・技術サー
ビス業

福島県
福島市栄町6-6　NBFユニック
スビル6F

http://www.kfs-ac.net

1539 株式会社　東邦カード 金融・保険業 福島県 福島市大町4番4号 http://www.tohocard.co.jp

1540 株式会社　福島商事 金融・保険業 福島県
福島市大町4-4　東邦スクエ
アビル5F

1541 株式会社　東邦銀行 金融・保険業 福島県 福島市大町3-25 http://www.tohobank.co.jp

1542 佐藤企画
専門・技術サー
ビス業

福島県 福島市西中央一丁目26-1

1543 有限会社　ときわ・らいふ 金融・保険業 福島県 郡山市菜根三丁目21番10号

1544 株式会社　郡山都市設計
専門・技術サー
ビス業

福島県 郡山市朝日二丁目6番4号



1545 パティスリー　プモ・リ 製造業 福島県 福島市万世町5-8

1546 東邦リース　株式会社
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市万世町5番10号

1547 株式会社　丸鮮 卸売・小売業 福島県
福島市北矢野目字樋越1番
地

1548
一般財団法人　大原綜合病
院

医療、福祉 福島県 福島市大町6番11号 http://www.ohara-hp.or.jp

1549 有限会社　京野内装 建設業 福島県
喜多方市松山町鳥見山字南
屋敷6243

1550
株式会社　エスケーコーポ
レーション

不動産業 福島県 福島市大町7番25号 http://www.skc-f.com

1551
福島コミュニティ放送　株式
会社

情報通信業 福島県 福島市置賜町8番8号

1552 株式会社　国井産業 卸売・小売業 福島県
いわき市鹿島町米田字日渡5
鹿島SCエブリア2F

http://partyrico.net/

1553 株式会社　クルーズ
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 郡山市図景2丁目13-15 http://tr-crews.com

1554 新常磐交通　株式会社 運輸業 福島県 いわき市明治団地4番地の1 http://www.joko.co.jp

1555 株式会社　KIRARI 卸売・小売業 福島県
福島市笹木野字中金谷9-5-
102

1556 株式会社　キスキ 建設業 福島県
福島市飯坂町平野字小深田
北4-1

1557
株式会社　帝北ロジスティッ
クス

運輸業 福島県 福島市栄町3番22号 http://www.teihoku-log.co.jp

1558
株式会社　サンライズ不動
産販売

不動産業 福島県
郡山市富久山町久保田字梅
田162番地2

http://3rise.jp

1559 デザインノ風
サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
いわき市平字田町120番地
LATOV6階　インキュベート
ルームM2

1560
デュホームアンドガーデン
株式会社

建設業 福島県 郡山市緑ヶ丘東6丁目23-1

1561
有限会社　会津給食セン
ター　餃子BAL223-

飲食店、宿泊業 福島県
会津若松市上町1-36　マル
コープラザ2F

1562 株式会社　瀬戸商会 卸売・小売業 福島県 福島市八木田字榎内1-10
1563 株式会社　仲見世 不動産業 福島県 福島市置賜町8番8号 http://www.pasenakamisse.com

1564 カズ・グラントヘアー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 いわき市錦町作鞍132-4

1565 株式会社　Offer Ease 医療、福祉 福島県 須賀川市芦田塚18-5 http://www.offerease.co.jp

1566
テクノエンジニアリング　有
限会社

建設業 福島県 福島市仁井田字石塚52-1

1567 美容室Do・Rush
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
田村市船引町船引字源次郎
183-1-2

1568
シーアルティーアシスト　合
同会社

製造業 福島県
会津若松市門田町堤沢字北
村11

1569 有限会社　エムアンドケー
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県
いわき市好間長字一町坪21-
1

1570
株式会社　モリヤマフードシ
ステムズ

飲食店、宿泊業 福島県 いわき市平字五町目15-2

1571 東邦電工㈱ 建設業 青森県 青森市妙見1-3-8 http://www.toho-ew.co.jp/

1572 ㈱エイジ・リードカンパニー 卸売・小売業 青森県 青森市石江字江渡49-1

1573
岩手アライ 株式会社 本社
工場

製造業 岩手県
下閉伊郡岩泉町小本字長内
２６

http://iwatearai.com/

1574
一般社団法人 田野畑村産
業開発公社

製造業 岩手県
下閉伊郡田野畑村尾肝要３９
－１

1575
社会福祉法人 慈愛会 赤前
保育園

医療，福祉 岩手県 宮古市赤前第３地割１４－１１ http://akamae.hoikuen.st/maphtml.html

1576 株式会社 角登商店 卸売業，小売業 岩手県 宮古市茂市第９地割３－６
1577 株式会社 川秀 蟇目工場 製造業 岩手県 宮古市蟇目第２地割８２－２

1578
ＪＡ新いわて グループホー
ム ひきめの森

医療，福祉 岩手県 宮古市蟇目第５地割４８－２

1579
株式会社 多加良製作所 宮
古工場

製造業 岩手県 宮古市刈屋第１６地割６５－１



1580
社会福祉法人 心生会
　特別養護老人ホーム 心
生苑

医療，福祉 岩手県 宮古市川井第２地割２４－３

1581 ホテル ビジネスイン やまだ
宿泊業，飲食
サービス業

岩手県
下閉伊郡山田町船越第６地
割１４８－１

http://www.inn-yamada.jp/

1582
株式会社 ユーメリアファクト
リーパーク 岩手工場

製造業 岩手県
下閉伊郡山田町船越第９地
割２１８－１

1583 株式会社アロハファミリー 医療・福祉 岩手県 北上市北鬼柳32-18-2

1584 株式会社サンクリーン
サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 花巻市太田5-74 http://www.echna.ne.jp/

1585
株式会社東北ライフケア
（ﾊｰﾄﾌﾙ中根子）

医療・福祉 岩手県 花巻市中根子字拾田屋5-1

1586 江刺総業株式会社
宿泊業、飲食
サービス業

岩手県 奥州市江刺区栄町6-36 http://pension-esashi.com

1587 Ｂｏｓｅ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

岩手県 北上市北鬼柳5-64-9 http://www.bose-jp.com/

1588
東陵総業株式会社北上営
業所

宿泊業、飲食
サービス業

岩手県 北上市北鬼柳5-64-9 http://toubu-iwate.main.jp/lodgment/

1589 みちのくフードサービス㈱ 卸売・小売業 宮城県 仙台市宮城野区扇町2-4-25

1590
小規模多機能型居宅介護
事業所　なごみ

医療・福祉 秋田県 秋田市 http://seseragiyunosato.com

1591 ㈱フジオート秋田
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1592 ㈱秋田鈴木電工 建設業 秋田県 秋田市
1593 ㈱西岡 建設業 秋田県 秋田市
1594 ㈱伊藤ボーリング 建設業 秋田県 秋田市
1595 大民石油販売㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1596 ㈲萩原製作所 製造業 秋田県 秋田市
1597 ㈱加賀昭塗装 建設業 秋田県 秋田市 http://kagasho.jp/
1598 横浜電子工業㈱ 製造業 秋田県 南秋田郡 http://www.ydk-akita.com/

1599 ㈱八郎潟印刷 製造業 秋田県 南秋田郡 http://hachiprint.jp
1600 東京電装工業㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://tokyo-denso.com

1601 ㈱みちのくテレコム 建設業 秋田県 秋田市

1602
有料老人ホーム　ヴィレー
ジュ㈱ヴィレージュ

医療・福祉 秋田県 秋田市 http://www.apexcp.com/village/

1603 ヒーリングサロンMarry 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://www.salon-marry.com

1604 ㈲アダムス
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.adamscar.jp

1605 ㈱小熊商会 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.oguma-s.co.jp/

1606 ㈲サンワーク三浦 農業・林業 秋田県 秋田市

1607 ㈱藪崎動力工業
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1608 ㈱秋田県物産振興会 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.a-bussan.jp/

1609 長岡商事㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1610 ㈲カットインセゾン
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://saison-jp.com

1611 ㈱システムアート秋田 製造業 秋田県 秋田市
1612 ㈱加賀谷書店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1613 ㈲県庁食堂
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

1614 秋印㈱ 運輸業、郵便業 秋田県 秋田市 http://www.akijirushi.jp
1615 秋田活性化㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-namahage.jp/akk

1616 ㈱最上屋
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1617 ㈱ＲＢ ａｄｖａｎｃｅ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://hair-position.jp

1618 ㈱中野電設工業
電気・ガス・熱供
給・水道業

秋田県 秋田市



1619 千秋農材㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1620 ㈱オクトライズ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.octrise.co.jp

1621 秋田日産自動車㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.akita-nissan.co.jp/

1622 ㈱秋田マシナリー 製造業 秋田県 にかほ市
1623 ㈱秋田物産センター 卸売業、小売業 秋田県 にかほ市
1624 東北日本電産サンキョー㈱ 製造業 秋田県 由利本荘市
1625 ㈲渡部製パン 製造業 秋田県 由利本荘市
1626 ㈲広業堂 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1627
（有）バスケの街 能代企画
ショートステイとんぼ

医療、福祉 秋田県
大館市御成町4丁目6番10-1
号

1628
（有）バスケの街 能代企画
ショートステイとんぼ新町

医療、福祉 秋田県 大館市字新町33番地

1629
(株）スフィーダ デイサービ
スとんぼ

医療、福祉 秋田県 大館市水門町9番38号

1630
(株）スフィーダ ケアプランセ
ンターとんぼ

医療、福祉 秋田県 大館市水門町9番38号

1631
（有）うめの木園 ショートス
テイなでしこ

医療、福祉 秋田県 大館市根下戸新町103-1

1632 (有）ピットイン 卸売・小売業 秋田県 能代市字中柳12-16

1633
(株）秋田福祉企画 ショート
ステイわかば

医療、福祉 秋田県 能代市河戸川字大須賀7番1

1634
(株）秋田福祉企画 ケアプラ
ンセンターわかば

医療、福祉 秋田県 能代市河戸川字大須賀7番1

1635 (株）MIZUKI 花こまち 医療、福祉 秋田県 能代市柳町10-14

1636
（有）バスケの街 能代企画
グループホーム あにの里

医療、福祉 秋田県
北秋田市阿仁銀山字上新町
80番地7

1637 有限会社　半澤鶏卵 卸売・小売業 山形県 天童市大字高擶北2050 http://www.sumotti.com

1638 株式会社　曙印刷 製造業 山形県 山形市清住町2-9-31 http://www.akebono-print.com/

1639 ビューティーコム　株式会社 卸売・小売業 山形県 山形市小白川1-2-2

1640
啓装工業　株式会社　山形
工場

製造業 山形県 山形市松ヶ丘1-2-2

1641 山形パナソニック　株式会 卸売・小売業 山形県 山形市平清水1-1-75

1642 山形環境保全協会
サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県
山形市十文字字韮窪北
3432-1

1643 株式会社　西村工場 製造業 山形県 山形市銅町1-6-32

1644 株式会社　シンライフ 建設業 山形県
山形市松波2-8　マルヨシビ
ルＢ-202

1645
株式会社　ライセンスチャレ
ンジ

教育、学習支援
業

山形県 山形市江俣4-17-31

1646 エムケイシステム　株式会 卸売・小売業 山形県 山形市六日町5-24
1647 株式会社　アーンク 情報通信業 山形県 山形市松山2-12-55-4

1648
株式会社　スペースパーツ
山形

製造業 山形県
寒河江市中央工業団地155-
6

http://www.sp-yamagata.co.jp

1649 株式会社　シベール 製造業 山形県 山形市松ヶ丘2-1-3 http://www.cybele.co.jp
1650 株式会社　ナコン 製造業 山形県 天童市大字大町44-2
1651 山形ヤクルト販売　株式会 卸売・小売業 山形県 山形市穂積133 http://www.y-yakullt.co.jp

1652 有限会社　寝装こでら 卸売・小売業 山形県 酒田市飯森山2-650-1 http://www.suiminya.com

1653
カーショップフクシマ　株式
会社

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県
会津若松市一箕町大字鶴賀
字村西138番地

1654 有限会社　おひさま 医療、福祉 福島県 福島市丸子字富塚18-4
1655 吉野輪業商会 卸売・小売業 福島県 福島市八島田字北古屋2-2
1656 野田鉄工　有限会社 製造業 福島県 福島市野田町七丁目9番3号 http://tcnoda.com

1657 フェニックス工業　株式会社 製造業 福島県
会津若松市河東町東長原字
長谷地111番地

1658 て・と・て
生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市柳町2-8-1

1659 ㈱アイ・ブレイン 製造業 福島県 白河市萱根金ヶ入１４－４

1660
高齢グループホーム「あゆ
りの里」

医療、福祉 福島県
西白河郡矢吹町井戸尻４９６
－１

1661 清水電気株式会社 建設業 青森県 八戸市城下4丁目16－18 http://nttbj.itp.ne.jp/0178225808/

1662 昭和建設株式会社 建設業 青森県 三沢市緑町1丁目1－3



1663
有限会社みますや　カリエ
コスメティックス

卸売業、小売業 青森県
上北郡おいらせ町中野平40
－1

1664
ワイエス株式会社グリーン
ハウス事業部

卸売業、小売業 青森県 八戸市城下1丁目10－15 http://www.ys-greenh.com

1665 エナ・ライフ㈱ 金融・保険業 岩手県
盛岡市大沢川原1丁目1-24
ﾄｰｶﾝﾏﾝｼｮﾝ103

www.enalife.co.jp

1666 ㈱カガヤ 建設業 岩手県
盛岡市玉山区芋田字武道9
番地95

www.iwate-kagaya.jp

1667 昭栄建設㈱ 建設業 岩手県 盛岡市上堂四丁目11-8 www.shoei-kk.co.jp

1668
気仙郡漁業協同組合連合
会

卸売・小売業 岩手県
大船渡市大船渡町字上平
16-2

http://gungyoren.com/

1669 社会福祉法人赤崎愛児会 医療、福祉 岩手県
岩手県大船渡市赤崎町字山
口80の14

www.akasakihoikuen.jp

1670 (有)ぬぐまるの家 医療、福祉 岩手県
岩手県盛岡市高松４丁目３番
６号

www.nukumaru.com

1671
社会福祉法人天昌寺福祉
会天昌寺保育園

医療、福祉 岩手県 岩手県盛岡市天昌寺町6-16 www.tenshoujihoikuen.jp

1672 株式会社 畠山建業 建設業 岩手県 田野畑村和野５６７－６

1673
有限会社 佐々木自動車整
備工場

サービス業（他に
分類されないも
の）

岩手県 田野畑村和野１５－２４

1674 三陸生コン 株式会社 製造業 岩手県 宮古市上鼻２丁目１番４１号

1675 社会福祉法人　岩手福寿会 医療・福祉 岩手県 奥州市水沢区上姉体2-1-22 http://www.fukujyusou.jp

1676 株式会社　三友
宿泊業、飲食
サービス業

岩手県
奥州市水沢区佐倉河字前田
80-1

1677 ㈱セルマ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市宮城野区榴岡2-2-11
パスコ仙台ビル8F

http://selma.co.jp

1678
特定非営利活動法人ワン
ファミリー仙台

医療、福祉 宮城県
仙台市青葉区二日町4-26ﾘﾊﾞ
ﾃｨｰﾊｲﾂ二日町102

http://www.onefamily-sendai.jp/

1679 ㈱宮城運輸 運輸業 宮城県
名取市高舘熊野堂字岩口下
46-1

http://www.miyagiunyu.co.jp

1680
一般社団法人パーソナル
サポートセンター

サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市青葉区二日町6-6ｼｬﾝ
ﾎﾟｰﾙ青葉２階

http://www.personal-support.org/

1681
㈲コンピュータスクール
デュナミス

教育、学習支援
業

秋田県 秋田市 akita@dnms.co.jp

1682 ㈲柴田原料 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1683 ㈲ベストモータース
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 男鹿市

1684 天王グリーンランド㈱ 卸売業、小売業 秋田県 潟上市 info@kurara-spa.co.jp
1685 ㈱秋田スズキ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 akita-s@cna.ne.jp

1686 ㈱アルテ
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 webmaster@arte-akita.jp

1687 ㈱相場商店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 yasuhiko-yoshida@aibashouten.co.jp

1688 ㈲杉本自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1689 カイテン㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 hatakeyama@a-kaiten.com

1690 羽後設備㈱ 建設業 秋田県 秋田市

1691
㈱エポックコミュニケーショ
ンズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 okubo@epochcom.co.jp

1692 ㈱りは・ぽっと 医療・福祉 秋田県 秋田市 r-pot@aioros.ocn.ne.jp
1693 ㈱国際商事 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 kokusais@atlas.plala.or.jp

1694 ㈲秋田温泉ホテル
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 a-@laza@akitaonsen.co.jp

1695 ㈱千秋オート
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 senshu77@swan.ocn.ne.jp



1696 ㈱リーテックス
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 m.aoike@leatex.jp

1697 ㈲ガーラ・アマノ 情報通信業 秋田県 秋田市 info@galagala.co.jp
1698 ㈱ホリエ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 mail@horie-19.com
1699 ㈱誠文社 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1700 ㈱みらい 医療・福祉 秋田県 秋田市
1701 ㈲佐々木商事 卸売業、小売業 秋田県 南秋田郡井川町

1702 Hair Decorating Vol-fee
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 由利本荘市 vol-fee@ont.ne.jp

1703 ㈲秋田トランス製作所 製造業 秋田県 南秋田郡井川町 akitatrans@ybb.ne.jp

1704 ㈲山王チェッカーサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 checker@ninus.ocn.ne.jp

1705 ケン開発㈱ 建設業 秋田県 秋田市 kenkaihatsu@almond.ocn..ne.jp

1706 ㈱アキタ保険 金融業、保険業 秋田県 秋田市 hokenshop@akitahoken.co.jp

1707 ㈱佐々木ボデー
その他の
サービス業

秋田県 秋田市 sasaki-body@if-n.ne.jp

1708 ㈱パイプリバース
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 postmaster@piperevers.jp

1709 ㈱東北用地測量社
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 inf02@touhokuyouti.co.jp

1710 ㈱電洋社 製造業 秋田県 秋田市 yashiro@dys.co.jp
1711 ㈱ピーコム 製造業 秋田県 秋田市 info2@touhokuyouti.co.jp

1712 ㈱アペックス 情報通信業 秋田県 秋田市 apex@sea.plala.or.jp
1713 ㈱三勇建設 建設業 秋田県 秋田市 sanyu@cure.ocn.ne.jp
1714 Peek a Boo 卸売・小売業 秋田県 大館市御成町2丁目5-11

1715
（株）恒谷汲川建築設計事
務所

専門・技術サー
ビス業

秋田県 大館市字桜町7番地 http://tsuneya.co.jp

1716 （株）なが岡 医療、福祉 秋田県
大館市比内町扇田字長岡1
番地1

1717 （株）食健工房 飲食店、宿泊業 秋田県 大館市字桂城14

1718 有限会社　ケア・ワールド
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市錦町13-17

1719
株式会社　日本教育クリエ
イト

教育、学習支援
業

山形県
山形市下条町2-16-23　下条
町テナント北棟

http://www.sannko-fukushi.com

1720 株式会社　アイン企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市七日町3-4-9 http://www.ein-k.net

1721 横山労務管理事務所
専門・技術サー
ビス業

山形県 東村山郡中山町長崎2279

1722 第一貨物　株式会社 運輸業 山形県 山形市諏訪町2-1-20 http://www/daiichi-kamotsu.co.jp

1723 株式会社　陸奥興建 建設業 山形県 東村山郡山辺町2972-3

1724 株式会社　リカノス
専門・技術サー
ビス業

山形県
山形市松栄1-3-8　山形県産
業支援センター

http://likanos.com

1725
有限会社　ヘヤーサロンセ
ンス

専門・技術サー
ビス業

山形県 天童市中里5-5-3

1726 藤庄印刷　株式会社 製造業 山形県 上山市蔵王の森7 http://fujisho.co.jp
1727 城北麺工　株式会社 製造業 山形県 山形市城北町2-2-17 http://www.yamagata-johoku.co.jp

1728 オオホリ建託　株式会社 建設業 山形県 山形市芳野19-1
1729 株式会社　千代田商事 卸売・小売業 山形県 山形市七日町4-14-10

1730 阿武隈開発　株式会社 建設業 福島県
郡山市安積町荒井字梅田前
35-1

1731 有限会社　矢野目電設 建設業 福島県 福島市鎌田字原際51-2
1732 西川サッシ販売　株式会社 建設業 福島県 福島市黒岩字堂ノ後3-1
1733 株式会社　峰亀 飲食店、宿泊業 福島県 福島市曽根田町3-33 http://www.minekame.com

1734
有限会社　フジタクリエート
サイン

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市笹谷字大谷地23-6 http://www.fujita-cs.com

1735 富久泉工業　株式会社 建設業 福島県 福島市仁井田字谷地南15
1736 日東物産　株式会社 建設業 福島県 福島市南町212

1737 株式会社　大丸工務店 建設業 福島県
福島市野田町四丁目3番地
20号

http://www.k-daimaru.co.jp



1738 株式会社　一期 飲食店、宿泊業 福島県
福島市置賜町8-3　アオイビ
ル2F

1739 TSC福島
専門・技術サー
ビス業

福島県
郡山市駅前2丁目10-15　住
友生命郡山ビル5F

1740 有限会社　エステートワコウ 不動産業 福島県 福島市上浜町10-7

1741 大東印刷株式会社 製造業 青森県
八戸市大字長苗代字内船渡
102－14

http://www.hi-net.ne.jp/~daitoas/index.html

1742
ちょうじゃの森内科クリニッ
ク

医療・福祉 青森県
八戸市大字糠塚字下道7－
32

http://www.myclinic.ne.jp/choujanomori/

1743 株式会社まるとく商事 卸売業、小売業 青森県
上北郡六戸町大字吉田字沼
田124番地

1744
青森つばめプロパン販売株
式会社

卸売業、小売業 青森県
八戸市大字十日市字樋田26
－11

http://aomori-tsubame.com

1745 有限会社東栄建設 建設業 青森県 八戸市湊高台2丁目

1746
（株）日刊青森建設工業新
聞社

情報通信業 青森県 八戸市城下4丁目

1747 株式会社北日本機械工業 卸売業、小売業 青森県 むつ市田名部小平舘1－73

1748
（社福）音羽会介護福祉施
設ながだい荘

医療・福祉 青森県
西津軽郡鯵ヶ沢町大字長平
町字甲音羽山65‐412

http://otowakai.or.jp/

1749 (合同)クローバー 医療・福祉 青森県 青森市奥野3-10-20

1750 有限会社 エムデー 製造業 岩手県
宮古市津軽石第１４地割１００
－２

1751 有限会社 クレイン 製造業 岩手県
宮古市津軽石第１４地割８８
－１

1752
有限会社デジックスジェー
ピー

情報通信業 岩手県 北上市下鬼柳14-9-6

1753 株式会社ナガソノ 製造業 岩手県 北上市村崎野22-83-20 http://www.nagasono.jp

1754
㈱エデュケイションジェイム
ズ英会話

教育、学習支援
業

宮城県
仙台市青葉区中央2-2-6三
井住友銀行仙台ﾋﾞﾙ4Ｆ

http://www.james.co.jp

1755 CPサロン　ポーセリア 卸売・小売業 宮城県
仙台市若林区新寺5-6-22ｴ
ｱｰｽﾞﾛｯｸﾋﾞﾙ2Ｆ

http://porcelia.com/

1756 ㈱エム・エフ・ティ仙台
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県
仙台市若林区六丁の目中町
27-1

http://mft-sendai.com/

1757 ㈱あっぱれ
サービス業（他に
分類されないも
の）

宮城県 仙台市青葉区中山4-5-21 http://www.appare-japan.com

1758 （有）木次谷設備 建設業 秋田県 大館市葛原字屋布後66-1

1759 （有）小笠原自動車
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 大館市岩瀬字上軽石野38-2

1760 （有）オーエンス 建設業 秋田県 大館市早口字堤の沢64-26
1761 石戸谷庭園管理社 建設業 秋田県 大館市板沢甲上野40-3

1762 （株）ダスキン北秋
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 大館市字大田面376-2 http://duskin-hokusyu.co.jp

1763 近藤工業　株式会社 建設業 山形県 山形市上椹沢205-7 http://www.kondo-kk.co.jp

1764 株式会社　原田製作所 製造業 山形県 山形市立谷川1-1059-17 http://www//haradaseisakusyo.co.jp

1765
インプレッションアイール
株式会社

生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市五十鈴1-3-30

1766
有限会社　アーティストシー
ナ

専門・技術サー
ビス業

福島県
郡山市桑野2丁目22-16パー
クサイドクリヤマ301

http://www.shi-najp.com

1767 株式会社　ホルツバウ 建設業 福島県
会津若松市一箕町大字亀賀
字藤原344

http://www.holzbau.jp/

1768 AVENUE 卸売・小売業 青森県 青森市浜田1-14-1

1769 (株)KAWATA
学術研究・専門・
技術サービス業

青森県 青森市問屋町2-2-21

1770 丸米木材株式会社 千徳工 製造業 岩手県 宮古市上鼻２丁目１－４９

1771
ホクヨープライウッド株式会
社 宮古工場

製造業 岩手県 宮古市磯鶏２丁目３－１

1772 志戸平温泉株式会社
宿泊業、飲食
サービス業

岩手県
岩手県花巻市湯口字志戸平
26

http://shidotaira.co.jp

1773 有限会社　東北ミネラル産 卸売業、小売業 岩手県 岩手県北上市二子町宿東30



1774
セブンイレブン花巻石鳥谷
バイパス店

卸売業、小売業 岩手県
岩手県花巻市石鳥谷町好地
3-90-2

1775 STELLA
生活関連サービ
ス業、娯楽業

岩手県
岩手県北上市九年橋3丁目
6-32

http://stella-hair.info/index.php/index

1776 株式会社菓団 製造業 岩手県
岩手県北上市黒沢尻３丁目
3-22

http://www.yubeshi-kadan.co.jp

1777 ひがし幼稚園
教育、学習支援
業

岩手県
奥州市水沢区中町太日通り
3-6-15

http://users.catv-mic.ne.jp/~aiiku/

1778 ㈱トップエンジニアリング
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区本町2-1-7本
町奥田ﾋﾞﾙ8Ｆ

http://www.topeng.co.jp

1779 東都フォーラム㈱ 不動産業 宮城県 仙台市青葉区藤松2-6 http://t-forum.biz/

1780 合同会社伊達ぽっど 飲食店、宿泊業 宮城県
仙台市青葉区春日町1-5ＳＫ
ビル定禅寺2Ｆ

http://datepod.jimdo.com/

1781 ㈲三協機工 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1782 吉田ビニール㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.yoshi-vi.com

1783 古城建設㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1784 秋田住友ベーク㈱ 製造業 秋田県 秋田市
1785 ㈱英明工務店 建設業 秋田県 秋田市 http://www.eimei.biz/
1786 秋田設備㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1787 エイデイケイ富士システム 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.adf.co.jp/

1788 ㈲根田サイン
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1789 ㈲秋田魁新報新屋専売所 卸売業、小売業 秋田県 秋田市

1790
㈱東北ビルカンリ・システム
ズ

サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1791 ㈱サニーボデー
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市

1792 大松建設㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1793 むつみ造園土木㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.mutsumi-l.co.jp/

1794 ㈱木村建材店 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1795 ㈲ｔｏ ｂｅ 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://www.to-be8.com/top.html

1796 (LLC)三吉フーズ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http:///www.akita-mffoods.jp

1797 ㈱ドリームビルド 建設業 秋田県 秋田市 http://dreambuild.co.jp/
1798 ㈱秋田デイックライト 建設業 秋田県 秋田市 http://akitadic.co.jp

1799
㈱テクニカルマネジメント
チーム

建設業 秋田県 秋田市 http://www.tm-team.jp

1800 ㈱アキタサトー商会 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.satoh-web.co.jp/hanbainet/akita/index.html

1801
北日本コンピューターサー
ビス㈱

情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.kitacom.co.jp/

1802 ㈱加賀谷組 建設業 秋田県 秋田市

1803 ㈱イノベーション
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://innovation-akita.com/

1804 ㈱アズマカンパニー 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.azuma-company.com/

1805
㈱東北エレベーターサービ
ス

サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1806 ㈱ダイナミック・サニート
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.dynamic-snt.co.jp

1807 南秋つくし苑 医療・福祉 秋田県 南秋田郡八郎潟町 http://www.thukushien.sakura.ne.jp

1808 ㈱肉の若葉 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1809 ㈱田口フードサービス 製造業 秋田県 秋田市

1810 ㈲北鎌倉
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市

1811 ㈱電友社 建設業 秋田県 秋田市
1812 ㈱高井南茄園 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.nankaen.net/

1813 ㈲やさしい手秋田 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://www.8341te.com
1814 ㈲中野屋 製造業 秋田県 秋田市 http://kashiennakanoya.com/

1815 （有）ハリカ大館店 卸売・小売業 秋田県 大館市清水1丁目3-32

1816 M×M
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 大館市御成町2丁目15-23



1817 （有）河田電機
専門・技術サー
ビス業

秋田県 大館市有浦2丁目1-39

1818 Hair Life SOOYA
生活関連サービ
ス・娯楽業

秋田県 大館市三ノ丸26-3

1819 （株）咲笑 医療、福祉 秋田県
大館市釈迦内字山道上76-
83

1820 （有）日樽 製造業 秋田県 大館市釈迦内字土肥17-3
1821 （株）マルサ 製造業 秋田県 能代市向能代字上野越55 http://www.marusa-tategu-noshiro.jimdo.com

1822 ミドリオートレザー　株式会 製造業 山形県 山形市三社57-1 http://www.midoriautoleather.jp/

1823 株式会社　柴田製作所 製造業 山形県 山形市大字漆山字東849 http://shibata-ss.com/
1824 株式会社　千歳工務店 建設業 山形県 山形市五十鈴1-1-31 http://www.chitose-komuten.co.jp

1825 株式会社　ジェス 卸売・小売業 山形県 山形市銅町2-16-1

1826
株式会社　山形コミュニティ
データセンター

情報通信業 山形県 山形市松波4-5-12 http://www.yamagata-cdc.jp/

1827 髙橋土建　株式会社 建設業 山形県 山形市中野308

1828
有限会社　ヤマサオートセ
ンター

複合サービス事
業

山形県 山形市内表567

1829
東日本エンジニアリング
株式会社

建設業 山形県 山形市流通センター2-11-5 http://eje.co.jp/

1830
株式会社　北陽不動産鑑定
事務所

サービス業（他に
分類されないも
の）

福島県 福島市五老内町7番20号

1831 有限会社　藤橋歯車鉄工所 製造業 福島県 福島市東中央二丁目53番地

1832
株式会社　スポーツメイト・
ウィン

生活関連サービ
ス・娯楽業

福島県 福島市北中央一丁目33 http://sports-mate-win.sakura.ne.jp

1833 有限会社　三共印刷所 製造業 福島県 福島市松木町1番30号 http://www.sankyoprint.com

1834 三和石油ガス　株式会社 卸売・小売業 福島県 伊達市野崎36
1835 株式会社　プロセス印刷 製造業 福島県 福島市森合字屋敷下6-1

1836 アース　株式会社 建設業 福島県
福島市飯坂町平野字桜田
20-17

http://solar-fc.com

1837 ㈱ルーラル大潟
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 南秋田郡大潟村 http://sunrural-ogata.com/

1838
㈱ももさだ　ショートステイあ
らや

医療・福祉 秋田県 秋田市

1839 ㈱ヨシダアニー 建設業 秋田県 秋田市 http://www.y-anny.jp/
1840 ㈱秋田ふれあい 金融業、保険業 秋田県 秋田市 http://www.fureaihoken.com/

1841 エコシビル㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1842 ㈱イワモト 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1843 ㈱カトー設備 建設業 秋田県 秋田市

1844 ＫＩＴＡ ＤＥＳＩＧＮ
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市

1845 ㈱沢木組 建設業 秋田県 男鹿市 http://www.sawakigumi.co.jp

1846 ㈲全建 運輸業、郵便業 秋田県 秋田市 http://www.zenkenunyu.jp

1847 ㈱三友 建設業 秋田県 秋田市 http://www.sanyu-akita.jp/

1848 東北藤村ヒューム管㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.fujimura.gr.jp

1849 ㈲ピエム
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市

1850 千秋ホンダ販売㈱ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://dealer.honda.co.jp/hondacars-senshu/

1851 ㈲東明建設 建設業 秋田県 秋田市

1852 秋田車両整備㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.kairiku.co.jp

1853 秋田ノーミ㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1854 ㈱たけや製パン 製造業 秋田県 秋田市 http://takeyaseipan.jp
1855 ㈱アープ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://arp-hair.com/
1856 ノリット・ジャポン㈱ 情報通信業 秋田県 秋田市 http://www.norit.jp/

1857 エール㈱
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://www.aile-japan.co.jp

1858 ドッグハウスソラ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://www.dobhouse-sora.com

1859 ㈲クレソン 情報通信業 秋田県 秋田市
1860 ㈲勝泉堂　湊屋 卸売業、小売業 秋田県 秋田市
1861 秋田ニチレキ㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.nichireki.co.jp



1862 ㈱アキタゼネラルサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.j-ags.com

1863 ㈱鐙電工 建設業 秋田県 潟上市

1864 ㈲石黒自動車整備工場
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1865 ㈲ノースエンジニアリング 建設業 秋田県 秋田市 http://north-e.jp/
1866 ㈱林工務店 建設業 秋田県 秋田市 http://w01.tp1.jp/~a633527180/

1867 ㈱かねひろ 卸売業、小売業 秋田県 秋田市 http://www.e-kanehiro.com

1868 ㈱水建技術
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市

1869 ㈲シンワ 製造業 秋田県 秋田市

1870 ㈱サキガケ・アド・ブレーン
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.adnet-sakigake.com/

1871 ㈱秋田通信ネットワーク 情報通信業 秋田県 秋田市

1872 ㈱サキガケアドバ
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.s-adv.co.jp/

1873 ㈱北日本リースキン
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市

1874 ㈱CV.Embrace 医療・福祉 秋田県 秋田市 http://genkiya-sakura.com/

1875 ㈲割烹かめ清
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://kamesei.com

1876 ㈱ペペロンチーノ
宿泊業、飲食
サービス業

秋田県 秋田市 http://kamesei.com

1877 株式会社橋文 卸売業、小売業 青森県 八戸市卸センター1丁目9－1

1878
（社福）友の会小規模多機
能ホーム長根の森

医療・福祉 青森県 八戸市長根１丁目2－8 http://tomonokai.jp/

1879 有限会社風穴住工 建設業 青森県
八戸市大字市川町字尻引前
山31－298

1880 株式会社リゲイン 情報通信業 青森県
八戸市大字三日町4－1エム
ジェビル3Ｆ

http://regain.co.jp/

1881 株式会社ＪＯＹ
教育、学習支援
業

青森県
弘前市駅前3－3－2サンセル
ビル1Ｆ

http://www.joy3.jp/

1882 (株エーワイサービス
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市冨田4-21-18

1883 ㈱青森機械 卸売・小売業 青森県 青森市筒井八ﾂ橋1297

1884 行政書士　益田法務事務所
学術研究・専門・
技術サービス業

青森県 青森市筒井八ﾂ橋1276

1885 アキネッタカフェ＆ザッカ 卸売・小売業 青森県 青森市古川1-19-14

1886 (有)フォトシバタ
学術研究・専門・
技術サービス業

青森県 青森市花園1-27-5

1887 ㈱あおい企画
サービス業（他に
分類されないも
の）

青森県 青森市冨田4-17-2 http://www.ishidoya.co.jp

1888 (有)岩田広告社
学術研究・専門・
技術サービス業

青森県 青森市港町2-15-19

1889 青森アヴェニュー 卸売・小売業 青森県 青森市浜田1-14-1
1890 海藻開発コンブリオ 卸売・小売業 青森県 青森市旭町1-2-36
1891 ケアハウス　グレイスセン 医療・福祉 岩手県 岩手県花巻市山の神383-3

1892 有限会社奥州ネット 卸売業、小売業 岩手県
奥州市水沢区佐倉河字東沖
ノ目41

http://www.oushunet.com/

1893 ㈱ガﾆｭメート
専門・技術サー
ビス業

宮城県
仙台市青葉区本町2-1-7本
町奥田ﾋﾞﾙ4Ｆ

1894 ㈱金華工業商会 建設業 宮城県 仙台市宮城野区扇町3-6-1 http://kinka-k.co.jp

1895 ㈱ひよこ会 医療、福祉 宮城県
岩沼市中央3-2-3森川ビル3
Ｆ

http://hiyoko-kai.com

1896
特定非営利活動法人ひよこ
会

医療、福祉 宮城県
岩沼市中央3-2-3森川ビル3
Ｆ

http://hiyoko-kai.com



1897
㈱ハミングバード・インター
ナショナル

飲食店、宿泊業 宮城県 仙台市青葉区本町2-6-16 http://www.h-bird.co.jp

1898 ㈱さんのう 建設業 宮城県
仙台市青葉区上愛子字蛇台
原49-6

http://www.sannou.co.jp

1899
奥村社会保険労務士事務
所

専門・技術サー
ビス業

宮城県
柴田郡大河原町大谷字西原
前155-8

http://www.okumura-shr.net

1900 ㈱ＮＥＥＳ　ＣＲＥW
専門・技術サー
ビス業

宮城県 岩沼市中央4-8-45 http://www.nees-crew.com/

1901 ㈲熊谷機械設計
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市 http://www.km-plan.co.jp

1902 ㈱秋田椿台ゴルフクラブ
生活関連サービ
ス業、娯楽業

秋田県 秋田市 http://business2.plala.or.jp/tubakicc/

1903 ㈲旭工業 製造業 秋田県 秋田市
1904 開發㈱ 建設業 秋田県 秋田市 http://www.kaihatsu-net.co.jp/

1905 ㈱勝月 製造業 秋田県 秋田市 http://www.47club.jp/05M-000021sug

1906 日本エス・エム・テー㈱ 製造業 秋田県 秋田市 http://www.smt.co.jp/

1907 小川測量設計㈱
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市

1908 アキタテクノス(LLC) 製造業 秋田県 秋田市

1909 清三屋商事㈱
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://kiyomiya-shouzi.com

1910 ㈱A＆I
学術研究、専門・
技術サービス業

秋田県 秋田市

1911 特別養護老人ホーム 新成 医療・福祉 秋田県 秋田市

1912 ㈲エム・シード
サービス業（他に
分類されないも
の）

秋田県 秋田市 http://www.m-seed.biz/

1913 丸谷塗装工業㈱ 建設業 秋田県 秋田市
1914 （株）ティー・エム・サービス 金融・保険業 秋田県 大館市東台7丁目3-119 ｈｔｔｐ//www.sjnk.co.jp/a/tms

1915 BMS大館 卸売・小売業 秋田県 大館市御成町4丁目5-21
1916 福ノ杜コンサルティング 不動産業 秋田県 大館市柄沢字狐台2番地72
1917 （株）ホンダハート 卸売・小売業 秋田県 大館市清水2丁目2番10号

1918 秋田比内や（株） 製造業 秋田県
大館市葛原字洞喰向11番地
15

ｈｔｔｐ//www.akitahinaiya.co.jp

1919
NPO法人 ニューハピネス扇
寿

医療、福祉 秋田県 能代市字機織轌ノ目203

1920 株式会社　中島商店 卸売・小売業 山形県 山形市相生町8-55

1921
株式会社　エステートワン
不動産

不動産業 山形県 天童市北目2-4-15 http://www.estateone-f.com

1922 庄内おばこの里　こまぎ
複合サービス事
業

山形県 鶴岡市日枝字小真木原88-1 http://www.komagi.info

1923 サーチビデオ山形
専門・技術サー
ビス業

山形県 山形市円応寺4-16 http://www.s-v-y.com

1924 株式会社　トプコン山形 製造業 山形県 山形市大字漆山字石田547 http://www.topcon-yamagata.co.jp

1925 有限会社　原田住宅設備 製造業 山形県
東村山郡中山町大字長崎字
新町247-1

1926 熱烈中華○武 飲食店、宿泊業 山形県 上山市金生東2-17-27
1927 後藤電子　株式会社 製造業 山形県 寒河江市柴橋字台下734-1 http://www.goto-denshi.co.jp

1928 有限会社　伊藤製作所 製造業 山形県
尾花沢市荻袋字西荻原
1288-6

1929 株式会社　サクセス工業 製造業 山形県 尾花沢市新町3-11-26

1930
株式会社　七日町福祉サー
ビス

医療、福祉 山形県 山形市七日町3-3-27

1931 神町建設 建設業 山形県 東根市神町東1-6-23

1932 ヘアーメイク　トレゾア
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市松見町4-22 http://hairmaketresor.com

1933 小松建設　株式会社 建設業 山形県 山形市六日町8-14

1934 美容室　小太陽
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市桧町2-10-26

1935 株式会社　魚吉 卸売・小売業 山形県 山形市西田1-2-8 http://uokichi.co.jp
1936 有限会社　ハナヤ 飲食店、宿泊業 山形県 山形市松栄1-1-8
1937 ベーカリー　てぃあら 製造業 山形県 山形市上町1-10-5



1938
有限会社　美容専科　ナカ
ムラ

サービス業（他に
分類されないも
の）

山形県 山形市漆山1096-7

1939 共進精機 製造業 山形県 上山市高野字高野原116-64

1940 株式会社　紅花水産 卸売・小売業 山形県 山形市大字漆山1420番地
1941 有限会社　よねき 医療、福祉 山形県 山形市瀬波1-11-11 www.yonekiya.com

1942 からす電機　株式会社
電気・ガス・熱供
給・水道業

山形県 山形市大野目2-6-34

1943 ヘアーサロン　ＭＩＹＡＫＯ
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市緑町2-24-3 http://hair-miyako.net

1944 小笠原果樹園 農業・林業 山形県 山形市大字山寺1973-516

1945 ビューティ　かおり
生活関連サービ
ス・娯楽業

山形県 山形市青田南18-27

1946 有限会社　あすなろ 製造業 山形県 山形市西田5-25-40
1947 ＮＰＯ法人　くるりんこ 医療、福祉 福島県 喜多方市字西四ツ谷189番地

1948 株式会社　福島理工 建設業 福島県
福島市飯坂町平野字桜田17
番地の1

http://www.kk-frk.com

1949
株式会社　グットライズコー
ポレーション

飲食店、宿泊業 福島県
福島市飯野町明治字北向平
14-2

1950 協同組合八戸流通センター
複合サービス事
業

青森県 八戸市北白山台2丁目4-7 http://www.ryutsu-hachinohe.or.jp/

1951 西浦建設工業株式会社 建設業 青森県 八戸市沼館1丁目7－38

1952 社会福祉法人弘前豊徳会 医療・福祉 青森県
弘前市大字大川字桜川18－
10

http://houtokukai.org/

1953 コピーマシン株式会社 卸売業、小売業 青森県 八戸市小中野1丁目3－30 http://www.cafeupload.com

1954 株式会社南部システム
不動産業、物品
賃貸業

青森県
八戸市大字長苗代字島ノ後
27

http://www.nanbu-s.com/

1955 三八五流通株式会社 運輸業、郵便業 青森県
八戸市大字長苗代字上中坪
35－1

http://www.miyago.co.jp/ryutu/

1956 鴨沢塗料　株式会社 卸売業、小売業 青森県 八戸市卸センター2丁目7－8 http://www.kamosawa.co.jp/

1957 株式会社ディメール 製造業 青森県 八戸市沼館2丁目10－46 www.de-mer.com/
1958 社会福祉法人楽晴会 医療・福祉 青森県 三沢市大町2丁目6－27 http://www.rakuseikai.or.jp/


