
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）　五次公募採択事業者一覧

1 株式会社ユニバース 食料品製造業 大 青森県 八戸市

2 株式会社マルヌシ 食料品製造業 中小 青森県 八戸市

3 八戸通運株式会社 倉庫業 中小 青森県 八戸市

4 株式会社上組 倉庫業 大 青森県 八戸市

5 エプソンアトミックス株式会社 非鉄金属製造業 大 青森県 八戸市

6 株式会社岩本電機 電気機械器具製造業 中小 岩手県 九戸郡洋野町

7 株式会社おおのミルク工房 食料品製造業 中小 岩手県 九戸郡洋野町

8 岩手アライ株式会社 ゴム製品製造業 中小 岩手県 下閉伊郡岩泉町

9 さいとう製菓株式会社 食料品製造業 中小 岩手県 大船渡市

10 株式会社かねせん 食料品製造業 中小 宮城県 気仙沼市

11 三陸飼料株式会社 飲料・たばこ・飼料製造業 中小 宮城県 気仙沼市

12 ミツワフーズ株式会社 食料品製造業 中小 宮城県 石巻市

13 株式会社平成生コンクリート 窯業・土石製品製造業 中小 宮城県 石巻市

14 東和工業株式会社 生産用機械器具製造業 中小 宮城県 石巻市

15
ほくと食品株式会社
株式会社神戸物産

食料品製造業 中小 宮城県 石巻市

16 有限会社山神水産 飲食料品卸売業 中小 宮城県 牡鹿郡女川町

17 日本ペパロン株式会社 化学工業 中小 宮城県 東松島市

18
株式会社高浜
株式会社スギヨ

食料品製造業 中小 宮城県 塩竈市

19 株式会社小島蒲鉾店 食料品製造業 中小 宮城県 塩竈市

20 株式会社TBM 窯業・土石製品製造業 中小 宮城県 多賀城市

21
株式会社山傳商店
大中物産株式会社

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

22

東通インテグレート株式会社
東通エムジー株式会社
東通システム株式会社
東通アドバンスシステム株式会社
東通工事株式会社

その他の事業サービス業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

23
福山通運株式会社
東北王子運送株式会社
南東北福山通運株式会社

道路貨物運送業 大 宮城県 仙台市若林区

24
株式会社ジャムコ
株式会社ジャムコエアロマニュファクチャリング

輸送用機械器具製造業 大 宮城県 名取市

25 今家印刷株式会社 印刷・同関連業 中小 宮城県 名取市

26 仙台農産株式会社 その他の卸売業 中小 宮城県 岩沼市

No. 補助事業者名
業種分類
（中分類）

企業規模 事業実施場所

青森県

岩手県

宮城県
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27
株式会社アクアリザーブ
株式会社テクノフレックス

その他の製造業 中小 宮城県 亘理郡亘理町

28
佐藤製線販売株式会社
株式会社佐藤ホールディングス

金属製品製造業 中小 宮城県 亘理郡亘理町

29 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

30 昭和運輸株式会社 倉庫業 中小 福島県 南相馬市

31 スメーブジャパン株式会社 食料品製造業 中小 福島県 南相馬市

32
一般財団法人石炭エネルギーセンター
新和商事株式会社
日本国土開発株式会社

窯業・土石製品製造業 大 福島県 南相馬市

33 有限会社マルヨシ 食料品製造業 中小 福島県 南相馬市

34 株式会社井部製作所 金属製品製造業 中小 福島県 南相馬市

35 株式会社五大 道路貨物運送業 中小 福島県 双葉郡楢葉町

36 シオヤ産業株式会社 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 中小 福島県 双葉郡楢葉町

37 株式会社大和田測量設計 情報サービス業 中小 福島県 双葉郡広野町

38
下越仙台陸送株式会社
下越物産株式会社
株式会社CLM

窯業・土石製品製造業 中小 福島県 双葉郡広野町

39 株式会社レイス 化学工業 中小 福島県 双葉郡広野町

40
エア・ウォーター株式会社
東日本エア・ウォーター物流株式会社

化学工業 大 福島県 相馬郡新地町

41 永大小名浜株式会社 木材・木製品製造業（家具を除く） 大 福島県 いわき市

42 合同会社スズコーコーポレーション 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

43 林サッシ工業株式会社 金属製品製造業 中小 福島県 いわき市

44 アクテイブ株式会社 化学工業 中小 福島県 いわき市

45
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

46 株式会社保志 家具・装備品製造業 中小 福島県 会津若松市

47 有限会社シルクコーポレーション 業務用機械器具製造業 中小 福島県 会津若松市

48 箭内硝子株式会社 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 郡山市

49
有限会社ホープ・インダストリー
三菱UFJリース株式会社

金属製品製造業 中小 福島県 郡山市

50 株式会社アイ・ディー・イー 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 白河市

51 サンテックオプト株式会社 パルプ・紙・紙加工品製造業 中小 福島県 白河市

52 株式会社モーニング 食料品製造業 中小 福島県 須賀川市

53 株式会社正和製作所 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 須賀川市

福島県（避難指示区域等）

福島県（津波浸水地域）

福島県（その他地域）
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54 ニューロング工業株式会社 生産用機械器具製造業 中小 福島県 喜多方市

55 株式会社ベスト 業務用機械器具製造業 中小 福島県 喜多方市

56 株式会社フジ機工 生産用機械器具製造業 中小 福島県 西白河郡泉崎村

57 住友電工ハードメタル株式会社 金属製品製造業 大 福島県 田村郡三春町

58 株式会社アイメタルテクノロジー 輸送用機械器具製造業 大 茨城県 北茨城市

59 大建工業株式会社 木材・木製品製造業（家具を除く） 大 茨城県 北茨城市

60 ユニマテック株式会社 化学工業 大 茨城県 北茨城市

61 株式会社ティエス 輸送用機械器具製造業 中小 茨城県 北茨城市

62 日立ユニオンデンタル株式会社 業務用機械器具製造業 中小 茨城県 日立市

63 有限会社いばらき食文化研究会 食料品製造業 中小 茨城県 那珂郡東海村

64 株式会社川崎製作所 輸送用機械器具製造業 中小 茨城県 ひたちなか市

65 株式会社サザコーヒー 飲料・たばこ・飼料製造業 中小 茨城県 ひたちなか市

66 コロナ電気株式会社 電気機械器具製造業 中小 茨城県 ひたちなか市

67 株式会社野村アーテック 金属製品製造業 中小 茨城県 水戸市

68 溝口鍍金株式会社 金属製品製造業 中小 茨城県 鹿嶋市

69 沢井製薬株式会社 化学工業 大 茨城県 神栖市

茨城県

3/3


