
青森県

1 プライフーズ株式会社 4420001006041 食料品製造業 大 青森県 三沢市

2 ハード工業有限会社 5420002008457 はん用機械器具製造業 中小 青森県 八戸市

3 東北容器サービス株式会社 7420001016566 パルプ・紙・紙加工品製造業 中小 青森県 八戸市

岩手県

4
株式会社北三陸ファクトリー
株式会社ひろの屋

8400001014348
3400001008263

食料品製造業 中小 岩手県 九戸郡洋野町

5 株式会社岩本電機 7400001008111 電気機械器具製造業 中小 岩手県 九戸郡洋野町

6 有限会社宇部煎餅店 6400002013334 食料品製造業 中小 岩手県 久慈市

7 東北容器工業株式会社 2420001006183 パルプ・紙・紙加工品製造業 中小 岩手県 上閉伊郡大槌町

8 株式会社壮関 6010001162824 食料品製造業 中小 岩手県 上閉伊郡大槌町

9 株式会社大力水産 4402701000449 食料品製造業 中小 岩手県 大船渡市

10 ＥＬＥＢＯＮ株式会社 2060001030484 はん用機械器具製造業 中小 岩手県 大船渡市

11 きのこのＳＡＴＯ株式会社 1402701000476 食料品製造業 中小 岩手県 陸前高田市

宮城県

12 株式会社オヤマ 4400501000586 食料品製造業 中小 宮城県 気仙沼市

13 株式会社登米精巧 5370401000532 金属製品製造業 中小 宮城県 気仙沼市

14 東北電子工業株式会社 2370301000965 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 中小 宮城県 石巻市

15 株式会社ティ・ディ・シー 8370601000552 電気機械器具製造業 中小 宮城県 宮城郡利府町

16 株式会社エディープロダクト 6370001004734 印刷・同関連業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

17
日本石油輸送株式会社
株式会社エネックス
関東オートメンテナンス株式会社

3010701012439
6010701025339
1040001025925

道路貨物運送業 中小 宮城県 仙台市宮城野区

18 東日本ハルカ株式会社 4370001044096 食料品製造業 中小 宮城県 名取市

19
AeroEdge株式会社
株式会社石井機械製作所
グリーンツール株式会社

4060001027529
3060001018289
6260001018729

輸送用機械器具製造業 中小 宮城県 岩沼市

20 株式会社平産業運輸 3370801000415 道路貨物運送業 中小 宮城県 岩沼市

21
株式会社協和
仙台ＭＯＬＤ株式会社

1010501003400
9370001003634

金属製品製造業 中小 宮城県 岩沼市

22 株式会社ロジコム 7370001017999 道路貨物運送業 中小 宮城県 岩沼市

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）
九次公募　採択事業者一覧
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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）
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福島県（津波浸水地域）

23 株式会社FAST 6070001021181 生産用機械器具製造業 中小 福島県 相馬市

24 ミツエイ株式会社 1380001014530 化学工業 中小 福島県 いわき市

25 東北ネヂ製造株式会社 3380001013415 金属製品製造業 中小 福島県 いわき市

26 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

27
株式会社CO2資源化研究所
株式会社サピエント

5010401119986
2010401101542

飲料・たばこ・飼料製造業 中小 福島県 いわき市

28 株式会社スリーダム 8021001052921 電気機械器具製造業 中小 福島県 いわき市

福島県（その他地域）

29 藤倉航装株式会社 4010701008683 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 田村市

30 株式会社ＪＡＳＴ 8050001024928 生産用機械器具製造業 中小 福島県 田村市

31 株式会社ロジコム 4240001016199 倉庫業 中小 福島県 福島市

32 株式会社岡昇 6380001004205 食料品製造業 中小 福島県 福島市

33 株式会社岡部 1380001004770 その他の卸売業 中小 福島県 郡山市

34 城北伸鉄株式会社 8011401003203 鉄鋼業 中小 福島県 郡山市

35 株式会社新井設備 1380001021667 鉄鋼業 中小 福島県 郡山市

36
石英理研株式会社
ヒメジ理化株式会社

3380001008258
4140001062427

窯業・土石製品製造業 中小 福島県 郡山市

37 東栄産業株式会社 6380001005871 食料品製造業 中小 福島県 郡山市

38
エア・ウォーター株式会社
エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社

1430001009475
4120101009957

金属製品製造業 大 福島県 郡山市

39 SUS株式会社 9080001008266 生産用機械器具製造業 中小 福島県 須賀川市

40 株式会社ミウラ 6380001008437 輸送用機械器具製造業 中小 福島県 須賀川市

41 大広産業機械株式会社 9030001001663 はん用機械器具製造業 中小 福島県 喜多方市

42 エレファンテック株式会社 2010001157877 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 伊達市

43 有限会社佐藤フライス 9380002017863 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 福島県 西白河郡矢吹町

44 朝日機工株式会社 2120001155226 はん用機械器具製造業 大 福島県 石川郡石川町

45 株式会社二光製作所 5030001076585 電気機械器具製造業 中小 福島県 石川郡平田村

茨城県

46 株式会社加藤製作所 3010701002324 生産用機械器具製造業 大 茨城県 ひたちなか市

47 株式会社燦食 8050001004913 食料品製造業 中小 茨城県 水戸市

48 日星電機株式会社 5050001001938 電子部品・デバイス・電子回路製造業 中小 茨城県 水戸市

49 株式会社かねきう 7050001020911 食料品製造業 中小 茨城県 神栖市
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