
青森県

1 株式会社司食品工業 2011101013111 食料品製造業 中小 青森県 三沢市

2 有限会社マルイチ水産八戸 3420002010646 飲食料品卸売業 中小 青森県 八戸市

岩手県

3 久慈琥珀株式会社 5400001007940 その他の製造業 中小 岩手県 久慈市

4 久慈港運株式会社 7400001007939 運輸に附帯するサービス業 中小 岩手県 久慈市

5
株式会社岩泉産業開発
岩泉ホールディングス株式会社

1400001007143
5400001013055

飲料・たばこ・飼料製造業 中小 岩手県 下閉伊郡岩泉町

6 西邦エンジニアリング株式会社 4240001034878 化学工業 中小 岩手県 上閉伊郡大槌町

7 ＳＭＣ株式会社 3010001097635 はん用機械器具製造業 大 岩手県 釜石市

8 株式会社ナック 9011101015480 農業 大 岩手県 釜石市

9
太平洋セメント株式会社
東北汽船港運株式会社
五十鈴運輸株式会社

4010401082995
5402701000175
9402701000015

運輸に附帯するサービス業 大 岩手県 大船渡市

宮城県

10 株式会社ミナト水産 2370501000856 食料品製造業 中小 宮城県 気仙沼市

11 株式会社石巻水産鉄工 3370301000106 生産用機械器具製造業 中小 宮城県 石巻市

12 さんりく工房株式会社 7400001007609 食料品製造業 中小 宮城県 石巻市

13 株式会社アルコバレーノファーム 1370301002780 食料品製造業 中小 宮城県 石巻市

14 株式会社明康 3370001038586 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 宮城県 東松島市

15 日本ペパロン株式会社 7010601046260 化学工業 中小 宮城県 東松島市

16 株式会社東松島ファーム 6370001039615 生産用機械器具製造業 中小 宮城県 東松島市

17 株式会社阿部亀商店 3370601000029 食料品製造業 中小 宮城県 塩竈市

18
幸信商運株式会社
幸信物流株式会社
株式会社シー・リンク

2010001043813
1010001043814
1140001022573

運輸に附帯するサービス業 中小 宮城県 多賀城市

19 株式会社TBM 2010401095495 窯業・土石製品製造業 中小 宮城県 多賀城市

20

株式会社ニチレイ・ロジスティクス東北
株式会社ニチレイロジグループ本社
株式会社東北ニチレイサービス
日通商事株式会社

2370001013136
3010001092628
4370001006443
1010001025515

倉庫業 大 宮城県 仙台市宮城野区

21 株式会社本間青果 1370001012543 飲食料品卸売業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

22
大虎運輸東北株式会社
大虎運輸株式会社

2370801000432
4122001017032

道路貨物運送業 中小 宮城県 岩沼市

23 株式会社オークリッジ宮城エナジーデバイス 1010401126144 電気機械器具製造業 中小 宮城県 岩沼市

24 株式会社ジャムコ 6012401012609 輸送用機械器具製造業 大 宮城県 岩沼市

25 テー・ビー・ケー株式会社 3370801000828 金属製品製造業 中小 宮城県 岩沼市

26 東北技研株式会社 7370801000428 生産用機械器具製造業 中小 宮城県 亘理郡亘理町

福島県（津波浸水地域）

27
オリエンタルモーターテック株式会社
オリエンタルモーター株式会社

1040001065351
7010501002116

電気機械器具製造業 大 福島県 相馬郡新地町

28
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

1430001009475
4020001055806

化学工業 大 福島県 相馬郡新地町

29 株式会社小名浜製作所 7380001012603 金属製品製造業 中小 福島県 相馬市

30 株式会社アイ・テック 9080001007508 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 大 福島県 相馬市

31 有限会社泉エンジニアリング 7380002029828 鉄鋼業 中小 福島県 いわき市

32 有限会社昇栄 6380002030687 食料品製造業 中小 福島県 いわき市

33 鶴見鋼管株式会社 5380001013363 鉄鋼業 大 福島県 いわき市

34 株式会社太平鉄工所 4011401003818 金属製品製造業 中小 福島県 いわき市

35 株式会社オークリッジ福島エナジーデバイス 9010401126145 電気機械器具製造業 中小 福島県 いわき市
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福島県（その他地域）

36 株式会社サード 1180301018284 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 福島市

37 株式会社ＯＫＩメタルテック 8380001000251 情報通信機械器具製造業 大 福島県 福島市

38 会津コスモス電機株式会社 4380001017126 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 会津若松市

39 株式会社三義漆器店 6380001017462 その他の製造業 中小 福島県 会津若松市

40 ショウカン株式会社 6380001008263 鉄鋼業 中小 福島県 郡山市

41 株式会社ＲＤプラント 1180001109508 化学工業 中小 福島県 郡山市

42
センコー株式会社
東北センコー運輸株式会社

7120001059653
2370801000572

道路貨物運送業 大 福島県 郡山市

43
白河コスモス電機株式会社
東京センチュリーリース株式会社

7380001010227
6010401015821

電気機械器具製造業 中小 福島県 白河市

44 古賀スティール・パートナーズ株式会社 1380001011081 金属製品製造業 中小 福島県 白河市

45 有限会社ホープ・インダストリー 9010802013033 金属製品製造業 中小 福島県 白河市

46 双三光学塗装株式会社 2380001011361 金属製品製造業 中小 福島県 須賀川市

47 マイクロソリューション株式会社 8010001087607 電気機械器具製造業 大 福島県 須賀川市

48 東北江南株式会社 9380001009432 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 福島県 二本松市

49
沖マイクロ技研株式会社
株式会社アダチ・プロテクノ

1380001010026
1380001009324

電気機械器具製造業 大 福島県 二本松市

50 株式会社デンソー福島 3380001008877 輸送用機械器具製造業 大 福島県 田村市

51 株式会社多衣夢工房 8380001009160 繊維工業 中小 福島県 田村市

52 常興工業株式会社 5380001003174 生産用機械器具製造業 中小 福島県 伊達市

53 ケーツーモデリング株式会社 5020001020016 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 福島県 本宮市

54 ミツフジ株式会社 4130001038601 繊維工業 中小 福島県 伊達郡川俣町

55 株式会社エヌ・ティー・エス 7380001011679 金属製品製造業 中小 福島県 石川郡石川町

茨城県

56 株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二 5050001024204 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

57 株式会社ルミカ 2290001036384 化学工業 中小 茨城県 北茨城市

58 有限会社カミノテック 7050002031908 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

59 日本原料株式会社 8020001074991 窯業・土石製品製造業 中小 茨城県 高萩市

60 株式会社岡田製作所 7011801017464 金属製品製造業 中小 茨城県 日立市

61 日立オートモティブシステムズ株式会社 7050001007842 電気機械器具製造業 大 茨城県 ひたちなか市

62 株式会社高木製作所 3050001006889 生産用機械器具製造業 中小 茨城県 ひたちなか市

63 株式会社ヨシダ 1050001002386 金属製品製造業 中小 茨城県 水戸市

64 シャンボーテ株式会社 4010001046995 化学工業 中小 茨城県 水戸市

65 青柳工業株式会社 2050001000091 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 茨城県 水戸市

66 しまだフーズ有限会社 2050002007433 食料品製造業 中小 茨城県 水戸市

67

鹿島バルクターミナル株式会社
丸全昭和運輸株式会社
丸全茨城流通株式会社
丸全鹿島物流株式会社

6050001038269
8020001028881
7050001020804
7050001021117

倉庫業 大 茨城県 鹿嶋市

68
丸全昭和運輸株式会社
丸全茨城流通株式会社
丸全鹿島物流株式会社

8020001028881
7050001020804
7050001021117

倉庫業 大 茨城県 鹿嶋市

69 鹿島物流株式会社 6050001020929 道路貨物運送業 中小 茨城県 神栖市

70 日華化学株式会社 1210001002667 化学工業 大 茨城県 神栖市

71 沢井製薬株式会社 4120001000479 化学工業 大 茨城県 神栖市
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