
津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金（製造業等立地支援事業）　四次公募採択事業者一覧

青森県

1 株式会社朝日印刷 印刷・同関連業 中小 青森県 三沢市

2

北日本造船株式会社
信和工業株式会社
有限会社佐々木工業
大島工業株式会社

輸送用機械器具製造業 中小 青森県 八戸市

岩手県

3
みちのくエコランドマネジメント株式会社
大樹リサーチ＆コンサルティング株式会社
ワタミファーム＆エナジー株式会社

運輸に附帯するサービス業 大 岩手県 九戸郡洋野町

4 株式会社十文字チキンカンパニー 食料品製造業 中小 岩手県 久慈市

5
みちのくエコランドマネジメント株式会社
大樹リサーチ＆コンサルティング株式会社
ワタミファーム＆エナジー株式会社

食料品製造業 大 岩手県 久慈市

6 株式会社富士工業 金属製品製造業 中小 岩手県 下閉伊郡山田町

7
麻屋漁網株式会社
アサヤ株式会社

繊維工業 中小 岩手県 大船渡市

宮城県

8 有限会社泉澤水産 繊維工業 中小 宮城県 気仙沼市

9 株式会社横田屋本店 飲食料品卸売業 中小 宮城県 気仙沼市

10
福山通運株式会社
東北王子運送株式会社

道路貨物運送業 大 宮城県 気仙沼市

11 有限会社ケイスイ 飲食料品卸売業 中小 宮城県 石巻市

12 株式会社ヤマナカ 飲食料品卸売業 中小 宮城県 石巻市

13
カイリク株式会社
エスプリ株式会社

倉庫業 中小 宮城県 石巻市

14 藻バイオテクノロジーズ株式会社 化学工業 中小 宮城県 東松島市

15 ビセラル株式会社 食料品製造業 中小 宮城県 塩竈市

16 株式会社マルケン菊地商店 食料品製造業 中小 宮城県 塩竈市

17
株式会社マルト
株式会社玉福

食料品製造業 中小 宮城県 多賀城市

18 株式会社ミウラセンサー研究所 生産用機械器具製造業 中小 宮城県 多賀城市

19 株式会社高浜 食料品製造業 中小 宮城県 多賀城市

20 東北復興開発株式会社 倉庫業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

21 株式会社東北フカガワ 金属製品製造業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

22 株式会社わだや 飲食料品卸売業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

23 ＫＦアテイン株式会社 化学工業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

24 ニイヌマ株式会社 電気機械器具製造業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

25 株式会社桜精密 生産用機械器具製造業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

26 協同組合GREEN 道路貨物運送業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

業種分類
（中分類）

企業規模 事業実施場所事業者名No.
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27 宮城近交運輸株式会社 倉庫業 中小 宮城県 岩沼市

28 山元いちご農園株式会社 食料品製造業 中小 宮城県 亘理郡山元町

福島県（避難指示区域等）

29 有限会社杉田屋電建工業 電気機械器具製造業 中小 福島県 伊達郡川俣町

30 田村森林組合 木材・木製品製造業（家具を除く） 中小 福島県 田村市

31 関西電子株式会社 業務用機械器具製造業 中小 福島県 双葉郡川内村

32 大内新興化学工業株式会社 化学工業 中小 福島県 南相馬市

33 フューチャーエナジー株式会社 電気機械器具製造業 中小 福島県 南相馬市

34 有限会社信和サービス 生産用機械器具製造業 中小 福島県 南相馬市

35 福島SiC応用技研株式会社 電気機械器具製造業 中小 福島県 双葉郡楢葉町

36 株式会社佐藤工業所 金属製品製造業 中小 福島県 双葉郡楢葉町

37 株式会社ガイアートＴ・Ｋ 石油製品・石炭製品製造業 大 福島県 双葉郡楢葉町

38 恵和興業株式会社 窯業・土石製品製造業 中小 福島県 双葉郡楢葉町

福島県（津波浸水地域）

39 有限会社ウルトラパーツ 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 相馬郡新地町

40 株式会社トーヨーエネルギーファーム 農業 中小 福島県 相馬市

41 JAパールライン福島株式会社 倉庫業 大 福島県 相馬市

42 株式会社セキモト 木材・木製品製造業（家具を除く） 中小 福島県 いわき市

43 磯上歯車工業株式会社 はん用機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

44 DOWAエコシステム株式会社 窯業・土石製品製造業 大 福島県 いわき市

45 竹内精工株式会社 はん用機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

46 株式会社小名浜製作所 金属製品製造業 中小 福島県 いわき市

47 東北ネヂ製造株式会社 金属製品製造業 中小 福島県 いわき市

48 株式会社ナガヤマ商店 食料品製造業 中小 福島県 いわき市

49
株式会社ウイルコホールディングス
株式会社ウイル・コーポレーション

印刷・同関連業 大 福島県 いわき市

50
株式会社キョウデン東北
株式会社キョウデン

電子部品・デバイス・電子回路製造業 大 福島県 いわき市

51 株式会社ユニックス 木材・木製品製造業（家具を除く） 中小 福島県 いわき市

52 農事組合法人いわき菌床椎茸組合 食料品製造業 中小 福島県 いわき市

福島県（その他地域）

53
福島キヤノン株式会社
キヤノン株式会社

情報通信機械器具製造業 大 福島県 福島市
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54
北芝電機株式会社
ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

電気機械器具製造業 大 福島県 福島市

55 トーニチ株式会社 食料品製造業 中小 福島県 福島市

56 株式会社ＮＮＨ 非鉄金属製造業 中小 福島県 会津若松市

57 株式会社ディ・エム・シー 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 白河市

58 株式会社ゼファー 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 須賀川市

59 有限会社寿製作所 金属製品製造業 中小 福島県 岩瀬郡鏡石町

60 有限会社下郷鉄筋 金属製品製造業 中小 福島県 南会津郡南会津町

61 会津山塩企業組合 化学工業 中小 福島県 耶麻郡北塩原村

62 田村工業株式会社 金属製品製造業 中小 福島県 西白河郡矢吹町

63 鮫川運送株式会社 倉庫業 中小 福島県 西白河郡矢吹町

64 株式会社エヌ・ティー・エス 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 東白川郡棚倉町

茨城県

65 牧村プラスチック工業株式会社 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 茨城県 北茨城市

66 株式会社ウミノ 運輸に附帯するサービス業 中小 茨城県 ひたちなか市

67 株式会社ヨシダ 金属製品製造業 中小 茨城県 水戸市

68 イフジ産業株式会社 食料品製造業 大 茨城県 水戸市

69 昭和産業株式会社 食料品製造業 大 茨城県 神栖市
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