
認定期間：2022.4.1～2023.3.31

事業所等の名称

株式会社ＷｉｎＷｉｎサービス 盛岡市 みたけ６丁目13番地24号

東北エンジニアリング株式会社 盛岡市 月が丘２丁目8-12

株式会社興和電設 盛岡市 上田四丁目16番33号

オヤマダエンジニアリング株式会社 盛岡市 本町通３丁目18-8

柴田工業株式会社 盛岡市 開運橋通1-40

岩舘電気株式会社 盛岡市 長田町23番27号

社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 盛岡市 三本柳8地割1番3

株式会社山田電設 盛岡市 稲荷町1番18号

住友生命保険相互会社盛岡支社 盛岡市 中央通2-2-5　甲南アセット盛岡ビル4F

杜陵高速印刷株式会社 盛岡市 川目町23番2号

岩手県国民健康保険団体連合会 盛岡市 大沢川原三丁目７番30号

株式会社北日本銀行 盛岡市 中央通一丁目6番7号

公益財団法人岩手県予防医学協会 盛岡市 北飯岡4丁目８番５０号

樋下建設株式会社 盛岡市 下太田下川原100番1号

株式会社ワイズマン 盛岡市 盛岡駅西通二丁目11番1号

第一生命保険株式会社盛岡支社 盛岡市 中央通３丁目1-2

有限会社クリップ 盛岡市 南大通一丁目15-7

協栄テックス株式会社 盛岡市 中央通3-3-1

株式会社岩手日報社 盛岡市 内丸3-7

株式会社アースライズ 盛岡市 中ノ橋通2-11-4

株式会社あさ開 盛岡市 大慈寺町10-34

有限会社東海エクステリア 盛岡市 小鳥沢二丁目2番8号

有限会社オザワ工業 盛岡市 上田字松屋敷33番地1

盛岡商工会議所 盛岡市 清水町14-12

株式会社北杜地質センター 盛岡市 黒川9地割22番11号

株式会社シリウス 盛岡市 東安庭二丁目12-15

サンエスコンサルタント株式会社 盛岡市 北飯岡１丁目5-8

有限会社北立 盛岡市 羽場10地割100番地

株式会社リードコナン 盛岡市 下太田沢田68-40

有限会社キョウエイ自販 盛岡市 青山四丁目17番45号

有限会社藤鉄モータース 盛岡市 南大通二丁目6-22

株式会社めんこいエンタープライズ 盛岡市 本宮五丁目2番15号

株式会社めんこいメディアブレーン 盛岡市 本宮五丁目2番15号

リバティプラス株式会社 盛岡市 津志田南2-6-27

株式会社リバティワン 盛岡市 津志田南2-6-27

株式会社双葉設備アンドサービス 盛岡市 みたけ三丁目7番37号

東日本機電開発株式会社 盛岡市 手代森5-19-10

株式会社事務機商事 盛岡市 紺屋町4-30

岩手美装株式会社 盛岡市 東仙北二丁目4番16号

東北公営企業株式会社 盛岡市 中太田屋敷田103-3

株式会社ユートー 盛岡市 みたけ6-1-4

有限会社ワンテック 盛岡市 南仙北二丁目15-42

株式会社大盛警備保障 盛岡市 月が丘三丁目50番1号

有限会社ARSOAトミィ 盛岡市 青山二丁目1-11
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有限会社親和自動車整備工場 盛岡市 神子田町21番10号

一般社団法人岩手県産業資源循環協会 盛岡市 内丸16-15　内丸ビル5階

ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 盛岡市 中央通2-11-17損保ジャパン盛岡ビル1F

株式会社坂本屋 盛岡市 中野１丁目27-6

岩手道路開発株式会社 盛岡市 東見前3地割29番地1

東北フードサービス株式会社 盛岡市 上田字岩脇1-14

株式会社北日本朝日航洋 盛岡市 門2-1-1

株式会社タカヤ 盛岡市 本宮五丁目5番5号

株式会社三田商店 盛岡市 中央通１丁目1-23

株式会社東北ターボ工業 盛岡市 下太田田中1番地2

岩手県土地改良事業団体連合会 盛岡市 本宮二丁目10番1号

三井住友海上あいおい生命保険株式会社岩手生保支社 盛岡市 大通3-3-10　七十七日生盛岡ビル4Ｆ

株式会社カナン製作所 盛岡市 羽場10地割1番10

株式会社岩鋳 盛岡市 南仙北2-23-9

株式会社シリウスEHC 盛岡市 東安庭二丁目12-15

有限会社細田金物 盛岡市 新田町6-20

株式会社トラヴィス 盛岡市 流通センター北1丁目1-8

アーク株式会社 盛岡市 中ノ橋通2-8-2

新日東鋼管株式会社 盛岡市 月が丘一丁目30番51号

株式会社金澤鋼業 盛岡市 下田字石羽根99-789

株式会社アイビーシー岩手放送 盛岡市 志家町6-1

有限会社杢創舎 盛岡市 好摩字芋田向85-20

株式会社石田商会 盛岡市 上堂1-19-55

株式会社小山田工業所スチール事業部 盛岡市 渋民字岩鼻20-3

株式会社共栄薬品 盛岡市 津志田西二丁目7-15

菱和産業株式会社 盛岡市 中央通三丁目3番2号

東北清和株式会社 盛岡市 西仙北１丁目15-7

株式会社カガヤ 盛岡市 芋田字武道9-95

株式会社大坂工務店 盛岡市 黒石野一丁目25-6

有限会社望月製餡所 盛岡市 清水町7-51

城東交通有限会社 盛岡市 本宮３丁目49-35

株式会社ビットエイジ 盛岡市 西仙北一丁目32-25

エスト株式会社 盛岡市 上堂三丁目10-21

株式会社ホンダカーズ岩手中央 盛岡市 上堂4丁目11番16号

株式会社吉田測量設計 盛岡市 仙北一丁目3番13号

岩手庄子運送株式会社 盛岡市 湯沢16-15-12

公益財団法人岩手県土木技術振興協会 盛岡市 みたけ二丁目2番10号

テクノス株式会社 盛岡市 大通三丁目2番7号

秋田道路株式会社盛岡営業所 盛岡市 大通三丁目2番7号

SCSKニアショアシステムズ株式会社岩手開発センター 盛岡市 長田町2-20日本ハウスHD盛岡ビル7・8F

株式会社NTT東日本-東北岩手支店 盛岡市 中央通一丁目2-2

岩手ヤクルト販売株式会社 盛岡市 上堂四丁目3-4

山口北洲印刷株式会社 盛岡市 青山４丁目10-5

有限会社菅原靴店 盛岡市 大通二丁目2番12号

医療法人a-live盛岡となん歯科・こども矯正歯科 盛岡市 三本柳7-13-8

株式会社東山堂 盛岡市 中ノ橋通1-5-23
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株式会社東日本アドテック 盛岡市 下太田沢田68-17

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 盛岡市 中央通1-7-25朝日生命盛岡中央通ビル

株式会社太子建設 盛岡市 寺林寺平森40番地1

有限会社第一タイヤサービス 盛岡市 上厨川字前潟113-15

株式会社岩手リオン補聴器センター 盛岡市 盛岡駅前通8-14

丸乃タイル株式会社 盛岡市 東新庄一丁目1番25号

株式会社姫神設備工業 盛岡市 上田字岩脇1番地27

有限会社イワテ警備社 盛岡市 月が丘二丁目8番16号

三陸土建株式会社 盛岡市 みたけ5丁目15番12号

有限会社大弘産業 盛岡市 みたけ5丁目15番12号

株式会社岩手日報広告社 盛岡市 菜園一丁目3番6号　農林会館9階

BodyHealingSalonLaniラニ 盛岡市 西見前15-26-19

有限会社ブライトステージ 盛岡市 肴町3-18

株式会社中野製麺 盛岡市 川目町23-12

有限会社高新建材 盛岡市 黒川9-25-4

有限会社クール・コーポレーション 盛岡市 本町通２丁目14-34

株式会社A・Zハウスクリーン 盛岡市 羽場9地割155-13

株式会社三上鉄建 盛岡市 羽場2地割31番地1

桜心警備保障株式会社 盛岡市 上堂三丁目19番4号

盛岡医療生活協同組合 盛岡市 津志田26-30-1

有限会社仙一軌道工業 盛岡市 前九年二丁目13-20

株式会社スポーツブレイン 盛岡市 山王町10-16

菱和建設株式会社 盛岡市 みたけ一丁目6番30号

第一三共株式会社岩手第一、第二営業所 盛岡市 盛岡駅西通2-9-1　マリオス17階

モルデック株式会社宮古工場 宮古市 崎鍬ケ崎第9地割30

株式会社菊地建設 宮古市 八木沢３丁目11番5号

株式会社宮古ドライビングスクール 宮古市 田鎖第12地割25番地

共和水産株式会社 宮古市 藤原2-3-7

有限会社すがた 宮古市 藤原三丁目4-11

株式会社鈴木測量設計 宮古市 磯鶏沖12-18

宮古商工会議所 宮古市 保久田7番25号

株式会社角登商店 宮古市 茂市9-3-6

刈屋建設株式会社 宮古市 刈屋11-80-3

有限会社鈴木建設 宮古市 宮町四丁目5番22号

陸中建設株式会社 宮古市 宮町一丁目3-5

株式会社明和土木 大船渡市 大船渡町字上山14-3

豊島建設株式会社 大船渡市 大船渡町字地ノ森61番地8

株式会社マイヤ 大船渡市 盛町字木町14番地5

栗村建設株式会社 大船渡市 赤崎町字諏訪前37番地3

株式会社アマタケ岩手本社 大船渡市 盛町字二本枠5番地

株式会社菊池技研コンサルタント 大船渡市 赤崎町字石橋前6-8

有限会社フチガミ 大船渡市 立根町字中野88-2

橋爪商事株式会社 大船渡市 大船渡町字砂森2-20

マルエス鉄工株式会社 大船渡市 盛町字田中島47-6

一般財団法人大船渡市観光物産協会 大船渡市 大船渡町字茶屋前7-6

株式会社大船渡資源 大船渡市 盛町字みどり町21-2



事業所等の名称 所在地

森下水産株式会社 大船渡市 盛町字田中島27番地23

有限会社村上塗装 大船渡市 大船渡町字上山5番地6

株式会社盛水道電業社 大船渡市 盛町字宇津野沢3-3

株式会社建設のフジサワ 大船渡市 松崎町字石浜39-1

水野石油株式会社 大船渡市 盛町字木町6番地19

有限会社石川電気 大船渡市 盛町字内ノ目1番地34

有限会社気仙広域清掃 大船渡市 末崎町字上山108番地18

丸昭木材 大船渡市 赤崎町字後の入84-8

東海プロパン株式会社 大船渡市 盛町字中道下2-26

株式会社誠建 大船渡市 猪川町字冨岡100番地1

有限会社古川建設 大船渡市 三陸町綾里字八ヶ森90-1

有限会社三陸海洋土木 大船渡市 三陸町綾里字宮野67-1

熊谷組株式会社 大船渡市 三陸町綾里字大明神14番地5

合同会社あおと 大船渡市 立根町字中野27番地8

中村建設株式会社 大船渡市 三陸町越喜来字所通122番地2

岩手資源開発株式会社 大船渡市 猪川町字大野5番地1

明和リゾート開発株式会社 大船渡市 大船渡町字砂森2-19

株式会社東海新報社 大船渡市 大船渡町字鷹頭9-1

有限会社マルカツ水産 大船渡市 三陸町綾里字清水152番地2

株式会社大船渡読売新聞店 大船渡市 盛町字町5-10

株式会社大船渡ホンダ 大船渡市 大船渡町字下平12番地4

有限会社メカドック 大船渡市 立根町字萱中79-5

さいとう製菓株式会社 大船渡市 赤崎町字宮野5番地1

株式会社鴎の玉子 大船渡市 赤崎町字宮野5番地1

協同組合南三陸ショッピングセンター 大船渡市 盛町字町10番地11

有限会社サンリア振興社 大船渡市 盛町字町10番地11

有限会社水野水道工業所 大船渡市 盛町字内ノ目2-6

株式会社福田鉄工所 大船渡市 盛町字田中島27-20

株式会社金沢電気 大船渡市 猪川町字前田11-5

株式会社互洋大船渡マリーナ 大船渡市 赤崎町字永浜230番地

有限会社氏家プロパン 大船渡市 大船渡町字丸森93の3

株式会社大力水産 大船渡市 末崎町字峯岸146-3

碁石給食株式会社 大船渡市 大船渡町字赤沢10-4

山和商店有限会社 大船渡市 大船渡町字茶屋前156番地4

気仙郡漁業協同組合連合会 大船渡市 大船渡町字上平16番地2

東北産業振興協同組合 大船渡市 大船渡町字地ノ森47番地11

有限会社古内電器照会 大船渡市 盛町字木町6-7

岩手県南運輸株式会社 大船渡市 赤崎町字石橋前4番地3

有限会社甲生林材 大船渡市 日頃市町字上鷹生14-8

有限会社大海 大船渡市 大船渡町野々田13-20

共立電気株式会社 大船渡市 盛町字下舘下5番地9

大船渡商工会議所 大船渡市 盛町字中道下2番地25

有限会社オーピーエス 花巻市 東十二丁目19地割10番地4号

株式会社三田商会 花巻市 御田屋町1-33

株式会社瀧田屋 花巻市 御田屋町4-40

株式会社アイオー精密 花巻市 東十二丁目17-1-1
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銀河フーズ株式会社 花巻市 南川原町191

岩手県空港ターミナルビル株式会社 花巻市 東宮野目第二地割53

株式会社三光タクシー 花巻市 二枚橋町大通り2-18-2

有限会社栄電気 花巻市 東宮野目10-83-2

花巻商工会議所 花巻市 花城町10番27号

株式会社佐々木工務店 花巻市 湯口字山根80

有限会社小原印刷 花巻市 石鳥谷町五大堂21-17-2

有限会社ナースィングキュア・ほっと 花巻市 石鳥谷町新堀53-15

株式会社東華商会 花巻市 高木19-280-1

合同会社五枚橋建築設計事務所 花巻市 桜町一丁目314-1

有限会社高橋商会 花巻市 二枚橋5-324-1

医療法人工藤医院 花巻市 一日市2-27

有限会社西山工務店 花巻市 湯口字反目116番地

有限会社渡部運輸 花巻市 下根子431番地5

株式会社システムテック 花巻市 本舘55-6

株式会社花巻マツダ 花巻市 下似内17地割81番地の3

株式会社みちのく伊藤ファーム 花巻市 石鳥谷町猪鼻11-41

株式会社小瀬川新聞店 花巻市 大通り１丁目14-28

株式会社Yアシスタンス 花巻市 高木20-200-212

株式会社ＴＥＲＵＩ 花巻市 中根子字駒込1番地23

有限会社エスジーディー 花巻市 大畑第5地割123番地

有限会社岡田商店 花巻市 東和町東晴山8区210

ファミリー観光株式会社 花巻市 上小舟渡33番地4

有限会社大盛印刷 花巻市 中根子字堂前48番地

株式会社高清物産 花巻市 南笹間1地割385番地

株式会社山下組 花巻市 上根子字石川原78番地1

株式会社石鳥谷石油 花巻市 石鳥谷町好地17-30

有限会社藤双製作所 花巻市 桜町4丁目262-2

株式会社フロンティア上根子上 花巻市 上根子字道願226番地1

株式会社中央コーポレーション 花巻市 東宮野目11-5

有限会社しらいし 花巻市 石鳥谷町八幡3-76-7

株式会社愛吹美装 花巻市 東和町土沢6区113-4

株式会社ウノーインダストリー 花巻市 東十二丁目19-10-10

有限会社時鉄工所 花巻市 東和町土沢2区265

有限会社丸源工業 花巻市 北笹間3-90

有限会社花巻協和食品 花巻市 西宮野目13-15

有限会社花城ハウジング 花巻市 若葉町二丁目5-16

株式会社伊藤組 花巻市 山の神797番地1

有限会社サンクス 花巻市 実相寺224-2

株式会社中央水産花巻 花巻市 山の神670番地

株式会社岩手観光タクシー 花巻市 大通り１丁目7-14

有限会社高龍工務店 花巻市 糠塚7-82

有限会社山口商会 花巻市 卸町62

株式会社みちのくクボタ 花巻市 東宮野目第13地割9番地

株式会社製治 花巻市 卸町37

株式会社佐賀建設 花巻市 石鳥谷町南寺林5-297



事業所等の名称 所在地

有限会社日新自動車整備工場 花巻市 小舟渡43番地1

株式会社エクステリアモミの木 花巻市 西宮野目2-235-4

株式会社菊池工業 花巻市 中根子字参拾六舘6-1

有限会社藤原鉄工所 花巻市 太田第31地割178番地

岩手標識株式会社 花巻市 二枚橋第3地割346番地1

株式会社今弘商店 花巻市 鍛冶町12番16号

株式会社星光舎 花巻市 桜木町三丁目27番地2

株式会社高橋建築設計事務所 花巻市 西大通り二丁目8番19号

旭エンジニアリング株式会社 花巻市 二枚橋3-120

株式会社長澤工務店 花巻市 石鳥谷町八幡第11地割29番地2

花住ホーム株式会社 花巻市 材木町12-38

株式会社齋藤運輸 花巻市 上小舟渡530番地

株式会社ガーデンリゾート 花巻市 湯口松原36-3

有限会社タカハシ 花巻市 西宮野目13-3

有限会社工藤工業 花巻市 中根子字22神明11番8

三和設備工業株式会社 花巻市 本舘164番地1

株式会社アームズ 花巻市 石鳥谷町好地第5地割63-1

有限会社ベストコーポレーション 花巻市 西宮野目5地割69番地

有限会社川原田石材店 花巻市 中根子字参拾五館3

株式会社ＷＩＮＧ 北上市 二子町秋子沢118番地8

岩手基礎工業株式会社 北上市 流通センター1番34号

株式会社東北正栄 北上市 相去町山田2-23

株式会社佐藤組 北上市 相去町旧舘沢20-1

岩手建設工業株式会社 北上市 常盤台二丁目9番4号

株式会社笠井 北上市 堤ケ丘1丁目7-30

株式会社ナガソノ 北上市 村崎野22-83-20

北上商工会議所 北上市 青柳町2丁目1番8号

北日本重機有限会社 北上市 流通センター24番24号

株式会社アイエムアイ 北上市 北鬼柳2-19-1

髙政工業株式会社 北上市 藤沢2-88

北上鐵工株式会社 北上市 北工業団地2番10号

北上都心開発株式会社 北上市 本町通り2丁目2番1号

株式会社江和興業 北上市 下江釣子13地割70-1

有限会社フルーツきやなぎ 北上市 諏訪町2丁目4-37

株式会社STAGEUP 北上市 鬼柳町都鳥121-3

和田建設有限会社 北上市 和賀町岩崎5-104

有限会社トータルリフォームサービス 北上市 立花20-25-6

株式会社システムベース 北上市 村崎野19地割116番地4

有限会社藤本製材所 北上市 飯豊23地割9番地1

株式会社北上交通観光 北上市 上野町１丁目27番23号

有限会社西和賀電工 北上市 大堤北一丁目1-40

合同会社中里 北上市 黒沢尻四丁目8番20号

株式会社髙照フーズ 北上市 柳原町三丁目7-22

株式会社後藤製作所 北上市 北工業団地1番17号

株式会社ジャパンセミコンダクター 北上市 北工業団地6番6号

株式会社小田島組 北上市 藤沢20地割35



事業所等の名称 所在地

株式会社S.I.T 北上市 本石町1-5-33

有限会社桜舞 北上市 立花10-15

有限会社大安タクシー 北上市 本町通り２丁目4-14

北上自動車株式会社 北上市 堤ケ丘１丁目8-33

有限会社岩手地工ボーリング 北上市 和賀町横川目12-41

株式会社フジネ建設 北上市 和賀町藤根17-75-2

株式会社プランテック 北上市 鬼柳町鷹鳥羽104

株式会社東日本開発 北上市 花園町一丁目2-2

株式会社菊与建設 北上市 若宮町2丁目11-1

有限会社有田製作所 北上市 北鬼柳18地割17番地

株式会社高与建築 北上市 大通り3-5-10

株式会社北日本システム住宅 北上市 鬼柳町笊渕64-2

株式会社コセガワ 北上市 本石町1-1-25

斎藤鉄工株式会社 北上市 堤ケ丘2丁目1-78

岩手和装株式会社 北上市 上野町５丁目25番10号

富士善工業株式会社 北上市 鬼柳町下川原145番地

株式会社展勝地 北上市 立花14-21-1

株式会社細川商会 北上市 村崎野19-118-16

有限会社都タクシー 北上市 川岸二丁目8-19

北上ケーブルテレビ株式会社 北上市 本石町1-5-19

株式会社イー・エス・シー 北上市 北鬼柳19地割69番地

合同会社KSC 北上市 常盤台4-7-18

株式会社三田塗装店 北上市 上野町四丁目14番11号

北上運輸株式会社 北上市 町分2地割120番地1

株式会社登美屋 北上市 上江釣子18-14-1

高善商店有限会社 北上市 新穀町1-7-47

合同会社北都機工 北上市 黒沢尻二丁目3番19号

株式会社高岡電気 北上市 九年橋3-3-25

有限会社メガネのアイプラザ 北上市 本通り4丁目7-20

協同組合江釣子ショッピングセンター 北上市 北鬼柳19地割68番地

有限会社菊池特殊土木 北上市 村崎野15地割38番地

株式会社ふじ屋 北上市 本通り四丁目17-6

有限会社熊谷組 北上市 和賀町長沼6地割110番地8

株式会社三協製作所 北上市 相去町西裏1-31

ホクト株式会社 北上市 村崎野15地割356-3

株式会社カヌカテックプラス 久慈市 小久慈町54-2-2

有限会社タニムラフードサービス 久慈市 長内町20-84-3

株式会社リンザイ 久慈市 大川目町3-31-1

久慈商工会議所 久慈市 十八日町1-45

有限会社七福神 久慈市 湊町21-48

社会福祉法人天神会障害者支援施設ひばり療護園 久慈市 天神堂32-8

株式会社細谷地 久慈市 長内町17-100-10

下舘建設株式会社 久慈市 長内町第24地割162

有限会社賀口部品商会 久慈市 田高一丁目29番地

株式会社カネヨシ水道工業所 久慈市 中町二丁目7番地

株式会社吉成食品 久慈市 侍浜町本町9-53-50



事業所等の名称 所在地

外里建設株式会社 久慈市 大川目町14-63-6

社会福祉法人山形福祉会 久慈市 山形町川井第12地割55番地1

宮城建設株式会社 久慈市 新中の橋4-35-3

株式会社アイアン車体 遠野市 青笹町糠前5地割35番地1

公益社団法人遠野市シルバー人材センター 遠野市 青笹町糠前9-7-6

株式会社栄組 遠野市 上郷町板沢9-19-1

社会福祉法人とおの松寿会 遠野市 松崎町白岩18-7

遠野建設工業株式会社 遠野市 松崎町白岩13-4-1

有限会社サンウッドガス 遠野市 青笹町糖前17-62-26

有限会社寿工業 遠野市 宮守町下宮守28-10-4

株式会社丸越 一関市 花泉町金沢字運南田171番地1

新生ビル管理株式会社 一関市 三関字仲田21-1

株式会社佐々木組 一関市 山目字中野140番地5

株式会社ホンダベルノ南岩手 一関市 山目字中野140番地5

株式会社柴宿ファッション 一関市 東山町長坂字柴宿103-1

有限会社オフィス松田 一関市 沢161番地68

ニッコー・ファインメック株式会社 一関市 千厩町奥玉字天ケ森75番地6

株式会社立石コンクリート 一関市 千厩町奥玉字土樋60-1

東里工業株式会社 一関市 東山町長坂字里前105-8

株式会社関建設 一関市 花泉町涌津字下吉田137-1

株式会社平野組 一関市 竹山町6番4号

株式会社ドライブラボ・一関 一関市 真柴字川戸17番地4

株式会社山口塗装店 一関市 新大町38番地

株式会社総合土木コンサルタンツ 一関市 萩荘字金ヶ崎33番地1

有限会社光成工業 一関市 萩荘字霜後241

株式会社ヒカリ 一関市 赤荻字亀田172番地1

有限会社富士工業所 一関市 山目町二丁目14番36号

有限会社東磐グリーン 一関市 千厩町千厩字下木六330-3

宇部建設株式会社 一関市 三関字桜町42番地1

有限会社光正運送 一関市 真柴字吉ヶ沢24-22

株式会社セイコウ 一関市 末広１丁目7番38号

社会福祉法人千厩寿慶会 一関市 千厩町千厩字脇谷28-5

株式会社東北鉄興社 一関市 東山松川字滝ノ沢198番地

株式会社一関環境保全センター 一関市 滝沢字苦木100-8

株式会社丸江 一関市 萩荘字金ヶ崎22-1

クリーンセンター花泉有限会社 一関市 花泉町日形字日形山2-1

株式会社まるせん工業 一関市 花泉町涌津字道下52-28

有限会社花泉環境サービス 一関市 花泉町老松字水沢屋敷3-4

株式会社オヤマ 一関市 室根町折壁字愛宕下161

有限会社三和鉄筋 一関市 花泉町永井字九千沢285-11

有限会社げいび観光センター 一関市 東山町長坂字町467

有限会社げいびレストハウス 一関市 東山町長坂字町376

株式会社MangeTakkエンタープライズ 一関市 藤沢町黄海字衣井沢87

有限会社岩山商会 一関市 藤沢町砂子田字百目木34-1

株式会社アリビオ 一関市 藤沢町藤沢字黒石66

伸和ハウス株式会社 一関市 竹山町3番9号



事業所等の名称 所在地

株式会社東邦テクノス 一関市 滝沢字鶴ヶ沢7番地64

一関商工会議所 一関市 駅前1番地

株式会社一般公害集配センター 一関市 萩荘字上本郷149番地7

特定非営利活動法人ケアセンターいこい 一関市 地主町2番26号

株式会社マリアージュ 一関市 千厩町千厩字石堂26-5

大森工業株式会社 一関市 宮下町8-11

株式会社セキエイ 一関市 赤萩字雲南134-1

一関まちづくり株式会社 一関市 大町4-29

世嬉の一酒造株式会社 一関市 田村町5番42号

有限会社千代田美容室 一関市 大町2-14

有限会社大桃建設 一関市 滝沢字草刈場38番地67

社会福祉法人柏寿会 一関市 荻荘字大袋56番地4

株式会社明国堂 一関市 厳美町字南滝ノ上54-2

有限会社矢萩建設 一関市 萩荘字高梨東12番地1

有限会社県南クリーン 一関市 赤荻字中条97-1

一般社団法人いわて園 一関市 上大槻街1-5

株式会社エムテック 一関市 狐禅寺字峰下81-2

株式会社スガワラ製作所 一関市 花泉町花泉字天王沢沖75-1

有限会社セレクトクリーン 一関市 狐禅寺字手負沢49番地

一関自動車工業有限会社 一関市 中央町一丁目10-17

有限会社一関防災設備 一関市 赤荻字松木218-1

有限会社古戦場商事 一関市 赤荻字堺78-2

株式会社上田電気商会 一関市 千厩町千厩字北方11-1

株式会社東北マシナリー 一関市 赤萩字雲南175-2

ＳＷＳ東日本株式会社 一関市 東台50番地30

株式会社佐武建設 陸前高田市 米崎町字地竹沢79番地1

株式会社かねまつ建設 陸前高田市 竹駒町字滝の里29-1

株式会社八木澤商店 陸前高田市 気仙町字町字町307番地8

株式会社熊谷土木 陸前高田市 米崎町字脇の沢27-1

有限会社小林電設 陸前高田市 高田町字大隅112-1

広田自動車工業株式会社 陸前高田市 広田町字前花貝172-1

株式会社長谷川建設 陸前高田市 横田町字志田実3-11

タクミ印刷有限会社 陸前高田市 高田町字法量68-1

株式会社中田商事 陸前高田市 高田町字山苗代48-1

有限会社金野鉄工所 陸前高田市 小友町字金浜107番地

株式会社及川鈑金 陸前高田市 米崎町字佐野51

有限会社伊東組 陸前高田市 高田町字鳴石92-1

有限会社橋勝商店 陸前高田市 高田町字館の沖303番地6

株式会社高田建設 陸前高田市 高田町字大隅1番地1

株式会社山元 釜石市 只越町二丁目6番20号

村松設備工業株式会社 釜石市 松原町1-5-10

株式会社Ｙ-ＳＴＹＬＥ 釜石市 大只越町２丁目10番13号ネオポリス928-101号

株式会社四ツ家建設 釜石市 両石町4-56-4

有限会社藤原土木 釜石市 栗林町22-50-1

株式会社岩崎商店 釜石市 鵜住居町5-601

有限会社中村家 釜石市 鈴子町5番7号



事業所等の名称 所在地

株式会社エイワ 釜石市 平田3-61-24

釜石商工会議所 釜石市 只越町1-4-4

株式会社東北水道工事 釜石市 大字平田2-20-1

釜石鉱山株式会社 釜石市 甲子町第3地割238番地

株式会社青紀土木 釜石市 鵜住居町6-20-1

有限会社幸和自動車工業 釜石市 片岸町第4地割104番地

有限会社新菱和運送 釜石市 上中島町4-3-7

有限会社東鮮魚店 釜石市 大渡町一丁目2番9号

有限会社ワライ 釜石市 野田町1-12-18

株式会社小澤商店 釜石市 大町1-10-6

株式会社三陸技研 釜石市 平田町一丁目705番地

有限会社三陸自動車学校 釜石市 桜木町一丁目4番1号

有限会社菊鶴商店 釜石市 鈴子町22番1号

有限会社菅原紙器 釜石市 大渡町3-12-16

有限会社アルファーシステム 釜石市 小佐野町2-4-15

有限会社磯原商会 釜石市 定内町2丁目24番68号

五菱工業株式会社 釜石市 甲子町5-69-3

株式会社プラネックス 釜石市 中妻町一丁目16番10号

有限会社永澤商店 釜石市 只越町三丁目7-21

株式会社浜千鳥 釜石市 小川町3丁目8番7号

株式会社釜石総業 釜石市 大町二丁目3-3

釜石レミコン株式会社 釜石市 両石町4-24

株式会社釜石砂利建設 釜石市 中妻町2-2-11

濱幸水産株式会社 釜石市 浜町三丁目11番2号

釜石ヒカリフーズ株式会社 釜石市 唐丹町字小白浜568番地

株式会社丹野組 二戸市 福岡字中村20

株式会社中舘建設 二戸市 米沢字荒谷30-5

株式会社アルバライフ 二戸市 金田一字八ッ長88-5

座敷わらし伝説の宿緑風荘 二戸市 金田一字長川41

馬渕川電気株式会社 二戸市 福岡字五日町15番地

馬渕川設備株式会社 二戸市 福岡字五日町15番地

山善鉄工建設株式会社 二戸市 釜沢字山道17-1

株式会社十文字チキンカンパニー 二戸市 石切所字火行塚25

株式会社ＰＪ二戸フーズ 二戸市 仁左平字大段12-3

株式会社わしの尾 八幡平市 大更第22地割158番地

岩手農協チキンフーズ株式会社 八幡平市 平笠19-50-2

社会福祉法人安代会 八幡平市 丑山口27番地5

千葉建設株式会社 奥州市 水沢字内匠田39番地

板谷建設株式会社 奥州市 水沢台町3-35

株式会社プラザ企画 奥州市 水沢佐倉河字後田29番地

インターワイヤード株式会社岩手胆沢工場 奥州市 胆沢若柳字出店2-1

小山電工株式会社 奥州市 胆沢小山字舘80

前沢自動車学校株式会社 奥州市 前沢字河ノ畑175

一般財団法人水沢環境公社 奥州市 水沢工業団地四丁目42番地

有限会社奥州ネット 奥州市 水沢佐倉河字東沖ノ目41

有限会社東海保険センター 奥州市 水沢佐倉河字杉ヶ崎6-2



事業所等の名称 所在地

明治安田生命保険相互会社岩手南支社 奥州市 水沢東大通り1-8-44

株式会社マツモト 奥州市 江刺岩屋堂字松長根20-4

株式会社アイディーエス 奥州市 水沢字横町94番地

進栄建設株式会社 奥州市 胆沢小山字道場136番地

白金運輸株式会社 奥州市 江刺稲瀬字沼舘69番地

有限会社丸高工務店 奥州市 胆沢南都田字濁川29番地

株式会社ミチノク 奥州市 水沢工業団地三丁目84番地

株式会社サンセイ・イサワ 奥州市 胆沢小山字中油地119

株式会社サンライフ 奥州市 水沢字田小路16番地4

有限会社羽田自動車整備工場 奥州市 水沢羽田町駅前2-56

奥州商工会議所 奥州市 水沢東町4番地

株式会社協和建工 奥州市 水沢佐倉河字梨田川8-1

株式会社松田商事 奥州市 水沢佐倉河字関谷33

有限会社総建 奥州市 胆沢南都田字大持195-1

株式会社阿部総業 奥州市 胆沢若柳字愛宕796番地

栗原建設株式会社 奥州市 水沢中田町4番29号

鎌田段ボール工業株式会社 奥州市 水沢字多賀6番地の5

株式会社水沢農薬 奥州市 水沢卸町3-3

江刺開発振興株式会社 奥州市 江刺岩谷堂字小名丸86-1

新星機械有限会社 奥州市 水沢真城字杉山下65番地

株式会社小林精機 滝沢市 大釜風林3-21

丹内建設株式会社 滝沢市 篠木黒畑56番地1

朝日建産株式会社 滝沢市 柳沢1211番5

いわて生活協同組合 滝沢市 土沢220-3

有限会社泉鉄工 滝沢市 土沢310-19

新栄重機建設工業株式会社 滝沢市 大釜竹鼻56-2

株式会社ミクニ盛岡事業所 滝沢市 外山309番地

社会福祉法人康済会障害者支援施設うぐいすの郷 雫石町 西安庭26-130-1

有限会社アース 雫石町 上曽根田166番地3

株式会社中村建設 雫石町 下曽根田69

有限会社相澤鉄工 雫石町 中黒沢川404

株式会社ビルド遠藤 葛巻町 葛巻7-91

株式会社佐藤建設 岩手町 大字沼宮内9-11-3

有限会社山田左官工業 紫波町 北田字道地45-1

有限会社ウイング 紫波町 桜町字三本木22-7

株式会社アプローチ 紫波町 平沢字長尾沢88-70

株式会社グリーンケアー 紫波町 紫波中央駅前4-1-15

岩手オートサービス株式会社 紫波町 江柄字福田20番地

森田製作有限会社 紫波町 桜町字本町川原4-1

株式会社水清建設 矢巾町 西徳田5-201-2

北栄調査設計株式会社 矢巾町 大字広宮沢1-271

株式会社Iwakyo 矢巾町 流通センター南1-9-22

株式会社オリテック21 矢巾町 流通センター南1-7-20

岩手ダイハツ販売株式会社 矢巾町 大字広宮沢第7地割334番地

みちのくキヤンテイーン株式会社 矢巾町 流通センター南2丁目4-21

みちのくカスタマーサービス株式会社 矢巾町 流通センター南2丁目4-21



事業所等の名称 所在地

高橋工務株式会社 平泉町 平泉字樋渡12番地4

有限会社千葉恵製菓 平泉町 平泉字佐野原59-3

川嶋印刷株式会社 平泉町 平泉字佐野原21

佐々総業株式会社 山田町 織笠14-31-2

株式会社エフビー 山田町 豊間根2-31-1

岩泉ホールディングス株式会社 岩泉町 乙茂字乙茂90-1

佐藤建設株式会社 田野畑村 羅賀268番地の1

株式会社坂本組 軽米町 大字円子5-52-2

南建設株式会社 軽米町 大字晴山27地割12番地2

社会福祉法人みちのく大寿会 洋野町 大野60-41-8

有限会社二戸通信工業 一戸町 一戸字大越田98-6

株式会社戸田久 一戸町 一戸字前田168


