
青森県

1 株式会社スギヤマ 4030001090307 飲食料品卸売業 中小 青森県 三沢市

2
多摩川精機株式会社
多摩川モバイル電装株式会社

6100001022548
9420001012076

電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 青森県 三沢市

3 株式会社どりーむテクノ 5420001006123 鉄鋼業 中小 青森県 八戸市

4 株式会社辻野 8040001062326 倉庫業 中小 青森県 八戸市

5 オーシャンマテリアル株式会社 7420001015948 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 青森県 三戸郡階上町

岩手県

6 株式会社ミナミ食品 6400001008186 食料品製造業 中小 岩手県 九戸郡洋野町

7 一沢コンクリート工業株式会社 6400001007915 窯業・土石製品製造業 中小 岩手県 久慈市

8 株式会社佐幸本店 7400001007963 飲料・たばこ・飼料製造業 中小 岩手県 久慈市

9 和田工業株式会社 2020001009508 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 岩手県 下閉伊郡山田町

10 株式会社プラシーズ 5010601017180 化学工業 中小 岩手県 釜石市

11 株式会社メイク・モリシタ 5402701000225 生産用機械器具製造業 中小 岩手県 大船渡市

宮城県

12 株式会社角星 2370501000096 飲料・たばこ・飼料製造業 中小 宮城県 気仙沼市

13
青バラ運輸有限会社
協同組合ＧＲＥＥＮ

7370302000027
9430005004234

道路貨物運送業 中小 宮城県 石巻市

14 株式会社エヌエス機器 8370301000225 非鉄金属製造業 中小 宮城県 石巻市

15 株式会社ヤマナカ 6370301002529 食料品製造業 中小 宮城県 石巻市

16 株式会社丸ほ保原商店 9370301001180 食料品製造業 中小 宮城県 石巻市

17 トーヨー産業株式会社 6040001050076 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 宮城県 石巻市

18 株式会社サワ 7090001008110 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 宮城県 東松島市

19
カガク興商株式会社
有限会社新光運送

1370301000322
6370302001232

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 中小 宮城県 東松島市

20 株式会社東松島ファーム 6370001039615 農業 中小 宮城県 東松島市

21 大倉工業株式会社 9370601002416 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 宮城県 東松島市

22 ファイトケム・プロダクツ株式会社 5370001043205 食料品製造業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

23 丸栄工業株式会社 3010001057184 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 宮城県 名取市

24 株式会社創惠 2370801001331 電気機械器具製造業 中小 宮城県 名取市

25
株式会社飛梅
株式会社飛梅ＤＩＮＩＮＧ

9370001018979
2370001040320

食料品製造業 中小 宮城県 名取市

26 協和運輸倉庫株式会社 8370001004939 倉庫業 中小 宮城県 岩沼市

27
丸全昭和運輸株式会社
丸全流通サービス株式会社

8020001028881
1020001029003

倉庫業 大 宮城県 岩沼市

28 マクセル情映テック株式会社 2020001007965 輸送用機械器具製造業 大 宮城県 亘理郡亘理町

29 東北セラミック株式会社 3370801000571 窯業・土石製品製造業 中小 宮城県 亘理郡亘理町

30 株式会社コイワイ 6021001022513 非鉄金属製造業 中小 宮城県 亘理郡亘理町

31 日本バイオ株式会社 4040001078813 化学工業 中小 宮城県 亘理郡亘理町

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）
八次公募（先行審査分除く）採択事業者一覧
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福島県（津波浸水地域）

32 株式会社千葉農産 5040001053030 食料品製造業 中小 福島県 相馬郡新地町

33
ハクゾウメディカル株式会社
ハクゾウメディカルテクノス株式会社

4120001087129
2120001087130

化学工業 中小 福島県 相馬市

34 株式会社ＩＨＩ 4010601031604 学術・開発研究機関 大 福島県 相馬市

35 丸又蒲鉾製造有限会社 9380002026212 食料品製造業 中小 福島県 いわき市

36 株式会社ニッチュー 2010501009917 生産用機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

37 会川鉄工株式会社 5380001012167 金属製品製造業 中小 福島県 いわき市

38 株式会社タンガロイ 5380001019501 金属製品製造業 大 福島県 いわき市

39
株式会社片山製作所
三菱ＵＦＪリース株式会社

1200001018219
4010001049866

生産用機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

40 プライメット株式会社 7380001029358 生産用機械器具製造業 大 福島県 いわき市

41 株式会社北拓 8450001002728 技術サービス業（他に分類されないもの） 中小 福島県 いわき市

42 株式会社タジマモーターコーポレーション 2011201006691 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

福島県（その他地域）

43 株式会社オプトネクサス 7380001007909 業務用機械器具製造業 大 福島県 田村市

44 日特エンジニアリング株式会社 9030001006415 生産用機械器具製造業 大 福島県 福島市

45 株式会社リゾーム 5380001006986 はん用機械器具製造業 中小 福島県 福島市

46 株式会社カイネ精密工業 9380001003666 電気機械器具製造業 中小 福島県 福島市

47 マッハコーポレーション株式会社 5040001073895 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 福島市

48 株式会社三栄精機製作所 7380001002562 はん用機械器具製造業 中小 福島県 福島市

49 株式会社城北ゼネバ福島工場 5380001000667 金属製品製造業 中小 福島県 福島市

50 有限会社高橋工業所 6380002002133 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 福島市

51 株式会社山王 3020001020348 金属製品製造業 大 福島県 郡山市

52 株式会社ラミーコーポレーション 2120001036863 電気機械器具製造業 中小 福島県 白河市

53 ワイエスイー福島株式会社 5380001023453 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 須賀川市

54 株式会社中部日本プラスチック 4080401009711 化学工業 中小 福島県 須賀川市

55 株式会社エクセディ福島 6010701013673 輸送用機械器具製造業 大 福島県 喜多方市

56 東北ノーラ株式会社 5380001022570 金属製品製造業 中小 福島県 二本松市

57 アルス株式会社 3380001009594 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 本宮市

58 有限会社飯田製作所 5020002002293 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 本宮市

59 株式会社佐藤商事 9380001019002 倉庫業 中小 福島県 本宮市

60 株式会社須賀川東部運送 2380001011270 道路貨物運送業 中小 福島県 岩瀬郡鏡石町

61 東レフィルム加工株式会社 7010001051968 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 大 福島県 岩瀬郡鏡石町

62 松崎酒造株式会社 8380001029290 飲料・たばこ・飼料製造業 中小 福島県 岩瀬郡天栄村

63 株式会社会津工場 7380001019111 鉄鋼業 中小 福島県 南会津郡只見町

64
天昇電気工業株式会社
東京センチュリー株式会社

8012301007277
6010401015821

プラスチック製品製造業（別掲を除く） 大 福島県 西白河郡矢吹町

65 日本琺瑯釉薬株式会社 8011401016114 窯業・土石製品製造業 中小 福島県 東白川郡矢祭町

66 株式会社ＳＤ科学 3380001011872 化学工業 中小 福島県 石川郡石川町

67 有限会社エース技研 2290002035765 金属製品製造業 中小 福島県 石川郡平田村

茨城県

68 大北産業株式会社 1050001024125 木材・木製品製造業（家具を除く） 中小 茨城県 北茨城市

69 株式会社ヒバラコーポレーション 6050001004898 金属製品製造業 中小 茨城県 那珂郡東海村

70 株式会社日立ハイテクノロジーズ 4010401021648 電気機械器具製造業 大 茨城県 ひたちなか市
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