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地域未来牽引企業追加選定一覧（2020年10月）

選定地域 事業者名 住所 業種 法人番号

青森県 株式会社栄研 青森県弘前市藤野１丁目４―１ 製造業 7420001010833

青森県 株式会社大鰐食品加工 青森県南津軽郡大鰐町大字唐牛字戸井頭１６８―８ 製造業 9420001009857

青森県 上北建設株式会社 青森県十和田市穂並町２―６２ 建設業 1420001010987

青森県 株式会社川賢 青森県三沢市岡三沢２―８―７ 卸売業、小売業 1420001011399

青森県 有限会社キューズテック 青森県上北郡七戸町字森ケ沢１６８―６ 製造業 8420002019071

青森県 倉橋建設株式会社 青森県青森市勝田２―２―１７ 建設業 8420001000783

青森県 株式会社グローバルフィールド 青森県五戸町西ノ沢６―１ 製造業 1420001015219

青森県 株式会社原燃環境 青森県上北郡六ヶ所村倉内字笹崎２７１
サービス業（他に分類さ
れないもの）

8420001011764

青森県 株式会社興和 青森県八戸市大字尻内町字尻内河原６５―１
学術研究、専門・技術
サービス業

7420001005833

青森県 株式会社小坂工務店 青森県三沢市南町４丁目３１―３４６９ 建設業 4420001011413

青森県 株式会社サン・コンピュータ 青森県八戸市北インタ―工業団地１丁目５―１０ 情報通信業 6420001005917

青森県 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック 青森県平川市館山前田８５―２ 製造業 1420001010062

青森県 太子食品工業株式会社 青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中６８ 製造業 3420001006810

青森県 株式会社タカシン 青森県平川市町居稲村１９３―１ 製造業 7420001010065

青森県 有限会社テック 青森県青森市大字浪館字泉川２２―６ 卸売業、小売業 1420002001928

青森県 株式会社東京堂 青森県むつ市小川町１丁目６―１ 卸売業、小売業 4420001012428

青森県 東和電機工業株式会社 青森県南津軽郡藤崎町榊字和田８８―１ 製造業 9420001010146

青森県 株式会社西田組 青森県青森市大字荒川字柴田１０２―１ 建設業 6420001001676

青森県 株式会社NICHIUN 青森県青森市大字野木字野尻３７番地１２４ 建設業 2420001001655

青森県 ニッコーム株式会社 青森県三沢市南町３丁目３１―２６４０ 製造業 4420001011479

青森県 ハード工業有限会社 青森県八戸市北インタ―工業団地５丁目２―１６ 製造業 5420002008457

青森県 八戸酒造株式会社 青森県八戸市湊町字本町９ 製造業 3420001006422

青森県 有限会社幡龍 青森県北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津２６５番地 宿泊業・飲食サービス業 7420002011649

青森県 丸井重機建設株式会社 青森県十和田市三本木字千歳森３５７―１ 建設業 6420001011213

青森県 株式会社マルジン・サンアップル 青森県平川市町居南田１７０番地６ 卸売業、小売業 3420001010077

青森県 三沢エンジニアリング株式会社 青森県三沢市南町３丁目３１―２７７９ 製造業 4420001011553

青森県 三八五流通株式会社 青森県八戸市長苗代字上中坪３５―１ 運輸業、郵便業 8420001005741

青森県 森羽紙業株式会社 青森県五所川原市姥萢字桜木２８―１ 製造業 6420001008143

青森県 株式会社ヨコサワ 青森県十和田市大字藤島字東山１０―２２ 製造業 9420001011895

青森県 株式会社吉田産業 青森県八戸市大字廿三日町２ 卸売業、小売業 7420001006732

青森県 有限会社ループ 青森県三沢市大字三沢字上屋敷１６３―６３
サービス業（他に分類さ
れないもの）

9420002019203

岩手県 アイエスエス株式会社 岩手県滝沢市巣子９５番２　スゴテックビル 製造業 3400001002126

岩手県 赤武酒造株式会社 岩手県盛岡市北飯岡１丁目８番６０号 製造業 5400001007445

岩手県 有限会社阿部悦三商店 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内１３―４７ 製造業 8400002012144

岩手県 株式会社阿部繁孝商店 岩手県二戸市福岡字中町１３ 農業・林業 1400001007655

岩手県 岩手アパレル株式会社 岩手県遠野市土淵町土淵２２地割２７番地１５ 製造業 8400001006626

岩手県 岩手製鉄株式会社 岩手県北上市和賀町藤根１８地割１４番地 製造業 1400001005972

岩手県 株式会社岩本電機 岩手県九戸郡洋野町種市１３地割４１番地２５ 製造業 7400001008111

岩手県 宇部建設株式会社 岩手県一関市三関字桜町４２―１ 建設業 7400501000071

岩手県 有限会社宇部煎餅店 岩手県久慈市長内町第３５地割１２３―１９ 製造業 6400002013334

岩手県 株式会社エイワ 岩手県釜石市大字平田第３地割６１番地２４ 製造業 6400001007295

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。



選定地域 事業者名 住所 業種 法人番号

岩手県 株式会社釜石電機製作所 岩手県釜石市甲子町第９地割１７１―４ 製造業 8400001007335

岩手県 鎌田水産株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字鳥沢１６４―２ 製造業 7402701000066

岩手県 上山製紙株式会社 岩手県一関市千厩町千厩字町浦７５ 製造業 8400501000517

岩手県 株式会社川喜 岩手県釜石市定内町３―１２―１８ 製造業 8400001007310

岩手県 九戸精密株式会社 岩手県九戸郡九戸村大字江刺家１０―３０―２ 製造業 7400001007880

岩手県 さいとう製菓株式会社 岩手県大船渡市赤崎町字宮野５―１ 製造業 2402701000104

岩手県 株式会社十文字チキンカンパニー 岩手県二戸市石切所字火行塚２５ 製造業 2400001007720

岩手県 成和建設株式会社 岩手県花巻市金矢第４地割５２―１ 建設業 9400001005346

岩手県 株式会社大東環境科学 岩手県盛岡市津志田西一丁目２―２３
学術研究、専門・技術
サービス業

7400001000910

岩手県 株式会社タカヤ 岩手県盛岡市本宮５―５―５ 建設業 5400001000961

岩手県 株式会社津田商店 岩手県釜石市鵜住居町第１０地割３０―１ 製造業 7400001007385

岩手県 株式会社トーノ精密 岩手県遠野市早瀬町３丁目１０番１号 製造業 6400001006669

岩手県 杜陵高速印刷株式会社 岩手県盛岡市川目町２３番２号 製造業 1400001001179

岩手県 株式会社中原商店 岩手県盛岡市稲荷町１２番５号 宿泊業・飲食サービス業 9400001001196

岩手県 株式会社ニュートン 岩手県八幡平市大更２―１５４―１９ 製造業 5400001004129

岩手県 株式会社ワイ・デー・ケー 東京都稲城市押立１７０５番地 製造業 3013401002164

岩手県 株式会社わしの尾 岩手県八幡平市大更第２２地割１５８番地 製造業 8400001004101

宮城県 株式会社アベキ 宮城県仙台市青葉区二日町１１―１１　ANDOビル３Ｆ 卸売業、小売業 5370001006921

宮城県 株式会社岩沼精工 宮城県岩沼市下野郷字大松原３０５―３ 製造業 6370801000321

宮城県 株式会社ウジエスーパー 宮城県登米市迫町佐沼字中江一丁目７番地の１ 卸売業、小売業 3370401000427

宮城県 株式会社ウチダ 神奈川県川崎市幸区中幸町３丁目１６ 製造業 6020001070588

宮城県 奥田建設株式会社 宮城県仙台市青葉区八幡６―９―１ 建設業 2370001007443

宮城県 株式会社カネダイ 宮城県気仙沼市川口町一丁目１００番 製造業 4370501000136

宮城県 北上電設工業株式会社 宮城県石巻市末広町２―１０ 建設業 2370301000395

宮城県 気仙沼ほてい株式会社 宮城県気仙沼市本浜町一丁目４３―１ 製造業 5370501000192

宮城県 株式会社サン・ベンディング東北 宮城県仙台市宮城野区福田町南２―３―５０ 卸売業、小売業 8370001003115

宮城県 株式会社C&A 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１６番２３号 製造業 1370001022550

宮城県 株式会社シグマックス
宮城県仙台市青葉区大町２―１５―２８　藤崎大町ビルディン
グ７階

建設業 5370001007804

宮城県 株式会社白謙蒲鉾店 宮城県石巻市立町二丁目４番２９号 製造業 4370301000633

宮城県 東亜パッキング工業株式会社 東京都港区西新橋３丁目１０番３号 製造業 8010401020209

宮城県 株式会社東北イノアック 宮城県遠田郡美里町北浦字二又下２８ 製造業 2370201000314

宮城県 東洋刃物株式会社 宮城県富谷市富谷日渡３４―１１ 製造業 3370001005693

宮城県 トライポッドワークス株式会社
宮城県仙台市青葉区一番町１―１―４１　カメイ仙台中央ビル
７Ｆ

情報通信業 8370001013931

宮城県 株式会社二印大島水産 宮城県気仙沼市百目木９１―２ 製造業 2370501000369

宮城県 株式会社ヒルズ 宮城県柴田郡大河原町堤字五瀬１―２ 農業・林業 2370101000281

宮城県 株式会社フレッシュおの 宮城県仙台市宮城野区原町三丁目１番２２号 卸売業、小売業 8370001015696

宮城県 株式会社堀尾製作所 宮城県石巻市北村字高地谷一２１―２ 製造業 1370301001139

宮城県 株式会社マックス設計 宮城県亘理郡山元町浅生原字作田山２―１０２
学術研究、専門・技術
サービス業

6370801001451

宮城県 株式会社ｍａｎａｂｙ
宮城県仙台市宮城野区榴岡１―６―３０　ディ―グランツ仙台
ビル５階

医療、福祉 3370001039799

宮城県 株式会社ミヤックス 宮城県仙台市泉区寺岡１丁目１―３ 卸売業、小売業 4370001001221

宮城県 株式会社みらい造船 宮城県気仙沼市朝日町７番地５ 製造業 3370501001135

宮城県 メルコジャパン株式会社 宮城県亘理郡山元町坂元字大森１番３２ 製造業 4050001023784

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。



選定地域 事業者名 住所 業種 法人番号

宮城県 株式会社モビーディック 宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門３４５ 製造業 5370301001341

宮城県 ヤマカノ醸造株式会社 宮城県登米市登米町寺池九日町１ 製造業 1370401000107

宮城県 株式会社ヤマナカ 宮城県石巻市幸町１番３８号 製造業 6370301002529

宮城県 株式会社ワンテーブル 宮城県多賀城市八幡字一本柳１１７―８ 製造業 7370001040522

秋田県 株式会社青山精工 秋田県鹿角市十和田末広字紀ノ国平４２ 製造業 6410001006528

秋田県 秋田化学工業株式会社 秋田県にかほ市平沢字井戸尻８１番地 製造業 3410001005144

秋田県 株式会社秋田県酒類卸 秋田県秋田市卸町３―６―６ 卸売業、小売業 1410001003273

秋田県 新政酒造株式会社 秋田県秋田市大町６丁目２番３５号 製造業 8410001000157

秋田県 株式会社アルファシステム 秋田県秋田市外旭川字四百刈２―６ 情報通信業 3410001003214

秋田県 エイデイケイ富士システム株式会社 秋田県秋田市手形字山崎１１０―３ 情報通信業 8410001000702

秋田県 大森建設株式会社 秋田県能代市河戸川字北西山４８―１ 建設業 5410001007056

秋田県 株式会社協和工業 秋田県にかほ市象潟町字源蔵潟１番地１６ 製造業 7410001005082

秋田県 幸和リース株式会社 秋田県能代市浅内字横道１９―１ 不動産業、物品賃貸業 8410001007078

秋田県 小玉醸造株式会社 秋田県潟上市飯田川飯塚字飯塚３４―１ 製造業 6410001003426

秋田県 株式会社沢木組 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り２号６―２ 建設業 1410001004065

秋田県 積進工業株式会社 秋田県にかほ市樋目野字中山７ 製造業 7410001005173

秋田県 株式会社大榮木工 秋田県能代市扇田字扇淵１２―２ 製造業 7410001007137

秋田県 株式会社ダイナミックサニート 秋田県秋田市外旭川字三後田１７５
サービス業（他に分類さ
れないもの）

2410001001598

秋田県 太平化成工業株式会社 秋田県秋田市土崎港相染町字浜ナシ山６―１ 製造業 9410001001600

秋田県 株式会社東北安全ガラス 秋田県秋田市八橋新川向１２―３１ 卸売業、小売業 4410001001935

秋田県 有限会社長沼製作所 秋田県にかほ市院内字下横根２―１ 製造業 2410002007470

秋田県 能代電設工業株式会社 秋田県能代市浜通町１―４５ 建設業 4410001007206

秋田県 響屋大曲煙火株式会社 秋田県大仙市長戸呂字ハサバ長根１番地５ 製造業 9410001008323

秋田県 フォームズ株式会社 秋田県秋田市中通３丁目３―１０　秋田スカイプラザ６Ｆ 情報通信業 4410002005992

秋田県 株式会社フルヤモールド 秋田県大仙市角間川町字中木内２４４―１ 製造業 4410001008146

秋田県 株式会社三井光機製作所 東京都杉並区和田２―３―３ 製造業 3011301006863

秋田県 むつみ造園土木株式会社 秋田県秋田市山王５―１３―３ 建設業 6410001002519

秋田県 ヨコウン株式会社 秋田県横手市卸町８番１４号 運輸業、郵便業 6410001008929

山形県 株式会社青葉堂印刷 山形県米沢市アルカディア一丁目８０８―２２ 製造業 5390001009708

山形県 株式会社飯塚製作所 山形県酒田市宮海字中砂畑２７番地の２１ 製造業 8390001006066

山形県 株式会社いそのボデー 山形県山形市西越２５ 製造業 3390001000164

山形県 株式会社伊藤熱処理 山形県山形市銅町１丁目８―３８ 製造業 6390001000137

山形県 株式会社置環 山形県米沢市中田町１５８６
サービス業（他に分類さ
れないもの）

7390001009796

山形県 株式会社カトーコーポレーション 山形県上山市阿弥陀地字旱田７０５―１ 卸売業、小売業 9390001004738

山形県 株式会社カネト製作所 山形県上山市中山５６３３番地 製造業 5390001004733

山形県 黒澤建設工業株式会社 山形県山形市花楯２―９―２１ 建設業 1390001000505

山形県 株式会社小島洋酒店 山形県米沢市金池８丁目５番１号 卸売業、小売業 9390001009852

山形県 株式会社斎藤農機製作所 山形県酒田市両羽町３３２ 製造業 7390001006257

山形県 三條物産株式会社 山形県山形市千歳１―１６―４８ 卸売業、小売業 2390001000677

山形県 サンフウ精密株式会社 山形県山形市くぬぎざわ西１―５ 製造業 5390001002423

山形県 株式会社山陽精機 埼玉県朝霞市浜崎１丁目２番８号　アゴラ２０ビル７Ｆ 製造業 4030001044808

山形県 サンリット工業株式会社 山形県長井市今泉１３７１ 製造業 7390001011067

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。



選定地域 事業者名 住所 業種 法人番号

山形県 神町電子株式会社 山形県東根市一本木１―１―７ 製造業 8390001009374

山形県 進和ラベル印刷株式会社 山形県上山市蔵王の森１０番地 製造業 8390001004788

山形県 菅原冷蔵株式会社 山形県酒田市北浜町２番８２号 製造業 6390001006349

山形県 精英堂印刷株式会社 山形県米沢市八幡原一丁目１番地１６号 製造業 9390001009943

山形県 株式会社髙橋型精 山形県山形市蔵王松ケ丘一丁目１―３５ 製造業 3390001004925

山形県 竹本産業株式会社 山形県酒田市あきほ町６５５番地の２ 製造業 8390001006405

山形県 株式会社つるかめ 山形県天童市老野森１丁目３―６ 医療、福祉 7390001008476

山形県 株式会社ナガオカ 山形県東根市蟹沢字下縄目１８６３―６ 製造業 6390001009434

山形県 株式会社ナカノアパレル 山形県南陽市郡山１―５８ 製造業 2150001001526

山形県 日新薬品株式会社 山形県天童市万代３―６―２ 卸売業、小売業 6390001005862

山形県 株式会社半澤鶏卵 山形県天童市大字高擶北２０５０ 卸売業、小売業 2390002005691

山形県 プレファクト株式会社 山形県東根市野川２５５２ 製造業 3390001009619

山形県 米富繊維株式会社 山形県東村山郡山辺町山辺１１３６ 製造業 5390001002456

山形県 株式会社ホリ・コーポレーション 山形県酒田市京田４丁目５―２ 卸売業、小売業 1390001007186

山形県 株式会社マイセルフ 山形県東根市中央２―１２―７
サービス業（他に分類さ
れないもの）

5390001011531

山形県 丸和熱処理株式会社 山形県天童市清池東２丁目８―２０ 製造業 3390001004594

山形県 株式会社森環境技術研究所 山形県新庄市小田島町７―３６ 製造業 3390001008884

山形県 山形食品株式会社 山形県南陽市漆山１１７６―１ 製造業 5390001010698

山形県 株式会社山形メタル 山形県新庄市大字福田字福田山７１１番地１７ 製造業 4390001008784

山形県 株式会社米沢牛黄木 山形県米沢市桜木町３―４１ 卸売業、小売業 5390001010194

山形県 有限会社渡辺鋳造所 山形県山形市鋳物町２１ 製造業 4390002003116

福島県 株式会社アクーズ会津 福島県会津若松市千石町４―５０ 建設業 4380001017976

福島県 有限会社飯田製作所 神奈川県横浜市泉区上飯田町８２３番地 製造業 5020002002293

福島県 株式会社エフコム 福島県郡山市堤下町１３番８号　エディソン・エフコムビル 情報通信業 1380001004696

福島県 大田精工株式会社 東京都大田区中馬込３丁目２４番６号 製造業 5010801002081

福島県 加藤鉄工株式会社 福島県福島市岡島字作田入１―２ 製造業 8380001000334

福島県 株式会社カナメ 栃木県宇都宮市平出工業団地３８―５２ 建設業 8060001001257

福島県 株式会社クラロン 福島県福島市八木田字並柳５８ 製造業 6380001000443

福島県 有限会社幸栄 福島県白河市横町３０ 製造業 2380002017754

福島県 株式会社サクラテック 福島県白河市中町８番地 製造業 7380001010202

福島県 笹の川酒造株式会社 福島県郡山市笹川１丁目１７８ 製造業 4380001005337

福島県 株式会社常磐エンジニアリング 福島県いわき市内郷白水町浜井場１ 建設業 8380001012981

福島県 株式会社スター精機 福島県相馬市中村字荒井町４６番地 製造業 5380001015896

福島県 株式会社大善 福島県喜多方市字西町２８４０
サービス業（他に分類さ
れないもの）

8380001018657

福島県 竹内精工株式会社 福島県いわき市泉町黒須野字江越２４６―１６ 製造業 4380001013307

福島県 有限会社塚原製作所 福島県石川郡浅川町大字簑輪字大代１番地４７ 製造業 1380002021245

福島県 東北旭紙業株式会社 福島県岩瀬郡鏡石町南町３８９ 製造業 8380001011488

福島県 株式会社NAKANO 福島県福島市岡島字作田入５―７ 製造業 4380001003332

福島県 ニダック精密株式会社 福島県相馬市柚木字一ノ坪１０５―８ 製造業 1380001016064

福島県 株式会社福島情報処理センター 福島県郡山市桑野３丁目１８―２４ 情報通信業 1380001006486

福島県 株式会社ふたば 福島県双葉郡富岡町大字小浜字中央５９２番地
学術研究、専門・技術
サービス業

9380001016676

福島県 株式会社北拓 北海道旭川市緑が丘東１条４丁目１番１９号
サービス業（他に分類さ
れないもの）

8450001002728

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。



選定地域 事業者名 住所 業種 法人番号

福島県 株式会社ミヤタ 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎村字山神山８番地１ 製造業 4380001010452

福島県 武蔵野精機株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区上野６―１２―３ 製造業 5030001018240

福島県 株式会社渡工テクノサイト 福島県伊達郡川俣町大字羽田字向１―１ 製造業 4380001003877

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。


