
地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

北海道
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アクト
北海道帯広市大通南１６－２－２　アクトビルディ
ング５Ｆ

内海　洋 製造業 http://www.act-hokkaido.com/

アルファコート株式会社
北海道札幌市中央区南１条西７―１―３　アル
ファ南１条ビル５階

川村　裕二 不動産業、物品賃貸業 http://www.alphacourt.jp/

株式会社アルフレックスジャパン
東京都渋谷区恵比寿１－１９－１５　ウノサワ東
急ビル７Ｆ

保科　卓 製造業 http://www.arflex.co.jp/

株式会社アンビックス
北海道札幌市中央区南１条西７―１―２　札幌ク
ラッセホテル内

前川　二郎
宿泊業、飲食サービス
業

http://3800.biz/

株式会社池田熱処理工業 北海道札幌市東区東雁来３条１－１－２７ 池田　隆久 製造業 http://ikenetu.com

株式会社岩崎 北海道札幌市中央区北４条東２―１ 古口　聡 卸売業、小売業 http://www.iwasakinet.co.jp/

株式会社ＦＪコンポジット 北海道千歳市柏台南２－２－３ 津島　栄樹 製造業 http://www.fj-composite.com

岡本興業株式会社
北海道札幌市南区真駒内本町１―１―１　岡本ビ
ル

岡本　繁美 製造業 http://www.okamotogroup.co.jp/

オサダ農機株式会社 北海道富良野市字扇山８７７－３ 鎌田　和晃 製造業 http://www.osada-nouki.co.jp/

片桐機械株式会社
北海道札幌市中央区南１条東７―２―４　カタギ
リ・コーポレーションビル３階

片桐　大 不動産業、物品賃貸業 http://www.katagiri-g.com/katagiri/

曲イ田中酒造株式会社 北海道小樽市色内３－２－５ 田中　一良 製造業 http://tanakashuzo.com

株式会社グリーンズ北見 北海道北見市大正２８４－１ 渡邊　勝美 製造業 http://greenskitami.co.jp/

佐藤鋳工株式会社 北海道雨竜郡妹背牛町妹背牛３５６ 佐藤　孝造 製造業 https://satochuko.co.jp/

佐藤木材工業株式会社 北海道紋別市上渚滑町４－１ 佐藤　教誘 製造業 http://www.satohmokuzai.com/

サンマルコ食品株式会社 北海道札幌市厚別区厚別東４条１－１－４８ 藤井　幸一 製造業 http://www.sanmaruko.co.jp/

株式会社常光 東京都文京区本郷３－１９－４ 服部　直彦 製造業 http://jokoh.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

昭和木材株式会社 北海道旭川市２条通２３右１ 高橋　範行 製造業 http://www.showa-lumber.co.jp

新栄クリエイト株式会社 北海道札幌市中央区北８条西２０―２―１５ 大西　一洋 卸売業、小売業 http://www.shin-ei-k.co.jp/

株式会社伸和ホールディングス 北海道札幌市西区二十四軒２条３－２－３６ 佐々木　稔之
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.shinwa-holdings.co.jp

株式会社スリービー 北海道空知郡南幌町元町１－１－１ 石田　真己 製造業 http://www.three-b.co.jp/

大旺鋼球製造株式会社 大阪府大阪市平野区加美南５－１３－２７ 小林　勲 製造業 http://www.daio-steelball.co.jp/index.html

大丸株式会社 北海道札幌市白石区菊水３条１―８―２０ 藤井　敬一 卸売業、小売業 http://www.daimaru-inc.com/

滝上産業株式会社
北海道紋別郡滝上町字オシラネップ原野１５７９
－５

遠藤　冽 製造業 -

株式会社武田鉄工所 北海道帯広市西３条南３７－１１１ 米田　ハルミ 製造業 https://recycbarner.jimdofree.com/

株式会社道央メタル 北海道美唄市東５条南６－７－２８ 海老原　達郎 製造業 http://www.douou-metal.co.jp

東洋農機株式会社 北海道帯広市西22条北１－２－５ 太田　耕二 製造業 http://www.toyonoki.co.jp

株式会社トリパス 北海道札幌市清田区北野２条３－１１－１ 杉本　光崇 製造業 http://tripath.co.jp

株式会社廣野組 北海道旭川市４条通１０―２２３３―１１ 田中　実 建設業 http://www.hironogumi.jp

株式会社福津組 北海道古平郡古平町港町３ 福津　隆範 建設業 http://fukutsugumi.co.jp/

北海産業株式会社 北海道苫小牧市あけぼの町２―２―１ 伊藤　光雄 不動産業、物品賃貸業 http://www.hsk-rental.co.jp

株式会社北海道宝島旅行社
北海道札幌市中央区南２条東２－８－１　大都ビ
ル９階

鈴木　宏一郎
生活関連サービス業、
娯楽業

http://hokkaido-takarajima.com/

北海道ワイン株式会社 北海道小樽市朝里川温泉１－１３０ 嶌村　公宏 製造業 http://www.hokkaidowine.com

ホッコウ物流株式会社 北海道札幌市厚別区大谷地東３―５―１ 井川　智章 運輸業、郵便業 http://www.hokko-net.co.jp

株式会社ホリ 北海道砂川市西一条北１９－２－１ 堀　昭 製造業 http://www.e-hori.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社マツオ 北海道滝川市流通団地１－６－１２ 松尾　吉洋 製造業 http://www.matsuo1956.jp/

株式会社マテック 北海道帯広市西２１条北１―３―２０ 杉山　博康 卸売業、小売業 http://www.matec-inc.co.jp

有限会社未来グループ 北海道函館市人見町２４－１５ 王　未来
宿泊業、飲食サービス
業

http://luckypierrot.jp/

株式会社レバンガ北海道 北海道札幌市厚別区大谷地東２－５－６０ 折茂 武彦
生活関連サービス業、
娯楽業

https://www.levanga.com/
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青森県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

青森県りんごジュース株式会社 青森県黒石市相野１７８―２ 竹鼻　孝為稚 製造業 http://www.shinyapple.co.jp/

株式会社今井産業 青森県平川市新館藤山１６－１ 今井　公文 卸売業、小売業 http://www.imaisangyou.com/

イマジン株式会社 青森県青森市新町２―２―１ 野崎　小五郎
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.imgnjp.com

株式会社かくみつ食品 青森県弘前市龍ノ口字村元１１２―２ 工藤　真也 製造業 http://www.kakumitsu.show-buy.jp/

有限会社金子ファーム 青森県上北郡七戸町字鶴児平４１ 金子　春雄 農業、林業 http://www.kaneko-farm.jp

上北農産加工株式会社 青森県十和田市大字相坂字上前川原７６ 成田　正義 製造業 http://knktare.com/

株式会社木村牧場 青森県つがる市木造丸山竹鼻１１８－５ 木村　洋文 農業、林業 http://www.kimurafarm.jp

株式会社熊谷建設工業 青森県むつ市中央１―５―７ 熊谷　國治 建設業 http://kumagai-kk.co.jp/index.html

サンライズ産業株式会社 青森県弘前市大字一町田字早稲田８６３ 工藤　博文 運輸業、郵便業 http://www.sunrisesangyo.com/

酸ヶ湯温泉株式会社
青森県青森市荒川南荒川山国有林小字酸湯沢
５０

石川　栄一
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.sukayu.jp/

株式会社青南商事 青森県弘前市神田５―４―５ 安東　元吉 卸売業、小売業 http://www.seinan-group.co.jp/

株式会社大興 青森県八戸市西白山台５―１３―１３ 岡田　大 運輸業、郵便業 http://www.kkdaikou.com/

株式会社田名部組 青森県八戸市石堂２―１１―２１ 田名部　智之 建設業 http://www.tanabugumi.co.jp/

多摩川ハイテック株式会社 青森県八戸市北インタ－工業団地１－３－４７ 藤本　博文 製造業 http://www.tamagawa-hightech.co.jp

株式会社テクニカル 青森県弘前市大字神田５－２－１ 山内　一秀 製造業 http://www.technical-prisms.com/

寺下建設株式会社 青森県八戸市長苗代字上中坪３６―１ 寺下　一之 建設業 -

有限会社二階堂 青森県青森市本町４－４－８ 二階　隆光 卸売業、小売業 http://nikaidou.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

協同組合八食センター 青森県八戸市河原木字神才２２－２ 佐藤　隆司 卸売業、小売業 https://www.849net.com/

株式会社ビジネスサービス 青森県青森市新町２―６―２９ 山下　雄二 卸売業、小売業 https://www.kbs-web.com

北洋硝子株式会社 青森県青森市富田４－２９－１３ 壁屋　知則 製造業 http://www.tsugaruvidro.jp

穂積建設工業株式会社 青森県八戸市売市３―２―１６ 石亀　順大 建設業 https://www.hozumi-construction.com/

三浦建設工業株式会社 青森県八戸市大字鮫町字高森３０－８ 三浦　隆宏 建設業 Http://www.miurakk.com/

株式会社山神 青森県青森市油川岡田２６２－５ 神　武徳 製造業 http://www.yamazin.jp
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岩手県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アーク 岩手県一関市藤沢町黄海字上中山８９ 橋本　晋栄 農業、林業 http://www.arkfarm.co.jp

株式会社アイオー精密 岩手県花巻市東十二丁目第１７地割１－１ 鬼柳　一宏 製造業 http://www.aio-precision.co.jp

株式会社アマタケ 岩手県大船渡市盛町字二本枠５ 甘竹　秀企 製造業 http://www.amatake.co.jp

株式会社イーアールアイ 岩手県盛岡市上堂３－８－４４ 水野　節郎 情報通信業 http://www.erii.co.jp

株式会社岩手くずまきワイン 岩手県葛巻町江刈第１地割９５－５５ 鈴木　重男 製造業 http://www.kuzumakiwine.com

株式会社岩手ファーム 岩手県盛岡市下田字生出７３１―７ 中村　徹 農業、林業 http://www.iwate-farm.co.jp

株式会社岩手ホテルアンドリゾート 岩手県盛岡市愛宕下１－１０ 黒澤　洋史
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.appi.co.jp

株式会社岩手マイタック 岩手県盛岡市北飯岡２―４―１ 橋本　正彦 建設業 http://www.i-mitac.com

岩手モリヤ株式会社 岩手県久慈市夏井町大崎第１３地割３－３ 森奥　信孝 製造業 http://www.ginga.or.jp/iwatemoriya/

イワフジ工業株式会社 岩手県奥州市水沢字桜屋敷西５－１ 川崎　智資 製造業 http://www.iwafuji.co.jp/

株式会社遠忠 岩手県八幡平市大更第２４地割８―１―５ 遠藤　忠臣 建設業 http://www.enchu.com/

大野ゴム工業株式会社
東京都港区虎ノ門１－８－１１　５－８２５　第一ビ
ル

大野　洋一 製造業 http://http://www.ohno5825.co.jp/

株式会社小田島組 岩手県北上市和賀町竪川目１－３３－１３７ 小田島　直樹 建設業 http://www.odashima.co.jp/outline/

小野食品株式会社 岩手県釜石市両石町第４地割２４－７ 小野　昭男 製造業 http://www.onofoods.com/

上閉伊酒造株式会社 岩手県遠野市青笹町糠前３１－１９－７ 新里　佳子 製造業 http://kamihei-shuzo.jp/

株式会社菅文 岩手県二戸市堀野字長地７５－４ 菅　陽悦 卸売業、小売業 https://www.kanbun.com/

株式会社北上エレメック 岩手県北上市鬼柳町都鳥１３３ 菅原　康裕 製造業 https://kitakami-gr.com/

ケイセイ医科工業株式会社 東京都文京区本郷３－１９－６ 植竹　茂 製造業 http://www.keiseimed.com
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有限会社越戸きのこ園 岩手県久慈市侍浜町保土沢８－２７－１ 越戸　翔 農業、林業 http://www.kinoko-en.com/

株式会社越戸商店 岩手県下閉伊郡普代村第１９地割字白井１７－２ 越戸　優 製造業 https://www.marukoshi-iwate.com/

株式会社小林精機 岩手県滝沢市大釜風林３－２１ 小林　要 製造業 http://www.kobayashi-seiki.co.jp

株式会社近藤設備 岩手県北上市流通センタ－６－１３ 近藤　正彦 建設業 http://www.konsetu-iwate.com

株式会社サイバーコア
岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１　マリオス１０
階

阿部　英志 情報通信業 http://cybercore.co.jp/jp/

株式会社佐幸本店 岩手県久慈市小久慈町２－２－１５ 佐々木　茂 製造業 http://sakohonten.co.jp

株式会社佐藤組 岩手県北上市相去町旧舘沢２０―１ 佐藤　正昭 建設業 http://www.satogumi.info/

株式会社サトウ精機 岩手県花巻市小瀬川第３地割１４３－３ 佐藤　智栄 製造業 http://www.sato-seiki.com

株式会社佐原 岩手県一関市赤荻字亀田１４３ 佐原　芳樹 製造業 http://www.sahara-s.co.jp

株式会社システムエイド 岩手県盛岡市三ツ割４－２－８ 小原　憲夫 情報通信業 http://www.system-aid.co.jp

鈴木機械株式会社 岩手県滝沢市大崎９４－４１９ 野村　康行 製造業 http://www.szk-rm.co.jp

セルスペクト株式会社 岩手県盛岡市北飯岡１－１０－８２ 岩渕　拓也 製造業 https://cellspect.com/

株式会社千厩マランツ 岩手県一関市千厩町千厩字下駒場２５４ 高橋　尚吾 製造業 http://www.senmaya-marantz.co.jp/

株式会社ツガワ 神奈川県横浜市港北区新羽町１１８１ 駒田　義和 製造業 http://www.tsugawa.com/index.html

筑波重工株式会社 岩手県九戸郡洋野町阿子木１８地割３５－２９ 小田　直樹 製造業 http://www.tsukuba-hi.com

株式会社デジアイズ 岩手県奥州市前沢字高畑３１ 油井　信広 製造業 https://www.teraokaseiko.com/jp/digi-is/

株式会社東邦テクノス 岩手県一関市滝沢字鶴ヶ沢７番地６４ 佐藤　孝一 製造業 http://www.tohotechnos.co.jp/

ニッコー・ファインメック株式会社 岩手県一関市千厩町奥玉字天ケ森７５―６ 小野寺　真澄
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.nikkofm.co.jp

株式会社にまいばしミート 岩手県花巻市二枚橋第４地割２６３ 佐藤　博茂 卸売業、小売業 http://www.nimaibashi.co.jp/

http://www.kinoko-en.com/
https://www.marukoshi-iwate.com/
http://www.kobayashi-seiki.co.jp/
http://www.konsetu-iwate.com/
http://cybercore.co.jp/jp/
http://sakohonten.co.jp/
http://www.satogumi.info/
http://www.sato-seiki.com/
http://www.sahara-s.co.jp/
http://www.system-aid.co.jp/
http://www.szk-rm.co.jp/
https://cellspect.com/
http://www.senmaya-marantz.co.jp/
http://www.tsugawa.com/index.html
http://www.tsukuba-hi.com/
https://www.teraokaseiko.com/jp/digi-is/
http://www.tohotechnos.co.jp/
http://www.nikkofm.co.jp/
http://www.nimaibashi.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ネクスト
岩手県盛岡市大通１－１－１６　岩手教育会館３
階

滝浦　輝雄 情報通信業 https://www.next-ltd.jp/

株式会社花巻バイオマスエナジー 岩手県花巻市大畑第９地割９２－２４ 森井　敏夫
電気・ガス・熱供給・水
道業

http://hanamaki-be.jp/

株式会社浜千鳥 岩手県釜石市小川町３－８－７ 新里　進 製造業 https://hamachidori.net/

株式会社平野製作所 岩手県北上市村崎野２２－８３－１９ 平野　貴也 製造業 http://hirano-ss.co.jp/

有限会社藤村小型運送 岩手県盛岡市湯沢１６地割１５－４ 藤村　幸雄 運輸業、郵便業 -

株式会社ベアレン醸造所 岩手県盛岡市北山１－３－３１ 木村　剛 製造業 http://www.baerenbier.com/

株式会社ベスト 岩手県北上市滑田６地割３８－１ 藤原　澄夫 製造業 http://www.best-mold.co.jp/

株式会社マイヤ 岩手県大船渡市盛町字木町１４－５
米谷　春夫（会長）、井
原　良幸（社長）

卸売業、小売業 http://www.maiya.co.jp/

株式会社ミズサワセミコンダクタ 岩手県奥州市水沢工業団地２－３７ 柳田　善雄 製造業 http://www.msccom.jp/

宮城建設株式会社 岩手県久慈市新中の橋第４地割３５－３ 竹田　和正 建設業 https://miyaginet.co.jp/

株式会社モリレイ 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南３－５－１２ 岡村　弥 卸売業、小売業 http://www.morirei.co.jp

有限会社谷地林業 岩手県久慈市山形町荷軽部第３地割１８ 谷地　譲 農業、林業 http://www.yatiringyou.com/

ゆわて吉田工業株式会社 岩手県大船渡市立根町字立根山１－３２ 吉田　重雄 製造業 http://www.yoshida-tw.co.jp

株式会社ヨシムラ 岩手県一関市花泉町油島字花欠２３－３ 吉村　黄吉 卸売業、小売業 https://www.yoshimura-inc.co.jp

菱和建設株式会社 岩手県盛岡市みたけ１―６―３０ 海野　尚 建設業 https://www.ryowa-const.co.jp/

株式会社ワイズマン 岩手県盛岡市盛岡駅西通２―１１―１ 南舘　聡一郎 情報通信業 http://www.wiseman.co.jp/

和田工業株式会社 神奈川県横浜市港北区北新横浜２－８－１２ 相馬　秀樹 製造業 http://www.wadakogyo.co.jp

https://www.next-ltd.jp/
http://hanamaki-be.jp/
https://hamachidori.net/
http://hirano-ss.co.jp/
http://www.baerenbier.com/
http://www.best-mold.co.jp/
http://www.maiya.co.jp/
http://www.msccom.jp/
https://miyaginet.co.jp/
http://www.morirei.co.jp/
http://www.yatiringyou.com/
http://www.yoshida-tw.co.jp/
https://www.yoshimura-inc.co.jp/
https://www.ryowa-const.co.jp/
http://www.wiseman.co.jp/
http://www.wadakogyo.co.jp/
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宮城県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

有限会社アークテック 宮城県亘理郡山元町山寺字北泥沼２２２－３ 佐藤　一江 製造業 http://www.arctec21.jp/index.php

青葉化成株式会社 宮城県仙台市若林区卸町１－５－６ 石田　一 卸売業、小売業 http://www.aobakasei.co.jp/

アキラ機電株式会社
宮城県仙台市宮城野区榴岡３―４―１　アゼリア
ヒルズ６階

中川　崇 建設業 http://www.akirakiden.co.jp/

協業組合アクアネット 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地５２６ 佐藤　政志
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.aquanet.or.jp/

株式会社アステム 宮城県刈田郡蔵王町矢附字川原脇１－２ 野口　敬志 製造業 http://www.e-astem.jp/

株式会社石巻青果 宮城県東松島市赤井字南三２４２―１ 近江　惠一 卸売業、小売業 http://www.ishika.co.jp/

有限会社伊豆沼農産 宮城県登米市迫町新田字前沼１４９－７ 伊藤　秀雄 製造業 http://www.izunuma.co.jp/

イワサキ通信工業株式会社 宮城県栗原市志波姫南堀口５７ 菅原　新一 製造業
http://www.ici-
iwasaki.com/company/company_overview.html

株式会社植松商会 宮城県仙台市若林区卸町３－７－５ 植松　誠一郎 卸売業、小売業 http://www.uem-net.co.jp

株式会社エスティシー 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島２８７ 高橋　康之 製造業 http://www.stc-sew.co.jp

株式会社おてんとさん 宮城県大崎市古川休塚字南田９ 高橋　榮吾 卸売業、小売業 http://www.otentosun.co.jp

株式会社菓匠三全 宮城県仙台市青葉区大町２－１４－１８ 田中　裕人 製造業 http://www.sanzen.co.jp

株式会社カネキ吉田商店 宮城県本吉郡南三陸町志津川字大森町５４ 吉田　信吾 製造業 http://www.kaneki-yosida.co.jp

カホク運送株式会社 宮城県仙台市宮城野区中野１－２－１５ 佐藤　俊一 運輸業、郵便業 -

河北ライティングソリュ－ションズ株式会社 宮城県石巻市小船越字舟形１４７ 今野　康正 製造業 http://www.kls-co.com/

株式会社かわむら 宮城県気仙沼市唐桑町高石浜１２５ 川村　潤 製造業 http://www.kawamura-2114.co.jp

株式会社きちみ製麺 宮城県白石市字本町４６ 吉見　光宣 製造業 https://www.tsurigane.com/

http://www.arctec21.jp/index.php
http://www.aobakasei.co.jp/
http://www.akirakiden.co.jp/
http://www.aquanet.or.jp/
http://www.e-astem.jp/
http://www.ishika.co.jp/
http://www.izunuma.co.jp/
http://www.ici-iwasaki.com/company/company_overview.html
http://www.ici-iwasaki.com/company/company_overview.html
http://www.uem-net.co.jp/
http://www.stc-sew.co.jp/
http://www.otentosun.co.jp/
http://www.sanzen.co.jp/
http://www.kaneki-yosida.co.jp/
http://www.kls-co.com/
http://www.kawamura-2114.co.jp/
https://www.tsurigane.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

グリーン企画建設株式会社 宮城県名取市小山１―２―１１ 高橋　正巳 建設業 http://www.greenkikaku.co.jp/

株式会社コー・ワークス
宮城県仙台市青葉区一番町１－８－１０　京成壱
番町ビル２０３

淡路　義和 情報通信業 https://co-works.co.jp/

株式会社コスモスウェブ 宮城県仙台市青葉区栗生５－４－１ 吉村　直幸 製造業 http://www.cosmosweb.com/

今野印刷株式会社 宮城県仙台市若林区六丁の目西町２－１０ 橋浦　隆一 製造業 http://www.konp.co.jp

株式会社サイコー 宮城県仙台市宮城野区岩切分台１－８－４ 齋藤　孝志
サービス業（他に分類
されないもの）

https://kk-saikoh.co.jp/

蔵王リース株式会社 宮城県名取市ゆりが丘２－２５－１ 平間　宏樹 不動産業、物品賃貸業 http://www.zaolease.co.jp

株式会社スクリブル・デザイン 宮城県宮城郡利府町菅谷字赤坂５－３ 佐々木　誠 製造業 http://www.scribble-inc.com

株式会社清月記 宮城県仙台市宮城野区日の出町２－５－４ 菅原　裕典
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.seigetsuki.co.jp

西北プライウッド株式会社 宮城県石巻市重吉町１－７ 井上　篤博 製造業 http://www.seihoku.gr.jp/seihoku-plywood/

株式会社仙台水産 宮城県仙台市若林区卸町４－３－１ 島貫　文好 卸売業、小売業 http://www.sendaisuisan.co.jp/

株式会社大平昆布 宮城県栗原市志波姫南郷蓬田１ 伊藤　正吾 製造業 http://www.taiheikonbu.co.jp/

株式会社髙政 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿８１－３６ 高橋　正樹 製造業 http://www.takamasa.net/

テクノ・マインド株式会社 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－６－１１ 小原　正孝 情報通信業 http://www.tmc.co.jp

東洋ワーク株式会社
宮城県仙台市青葉区国分町１―７―１８　白蜂広
瀬通ビル５階

須佐　尚康
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.toyowork.co.jp/

株式会社ハミングバード・インターナショナル
宮城県仙台市青葉区本町２―６―１６　青木ビル
３階

青木　聡志
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.h-bird.co.jp/

株式会社原田伸銅所 埼玉県戸田市本町５－９－２５ 原田　真理生 製造業 http://www.harada-shindo.co.jp

株式会社深松組 宮城県仙台市青葉区北山１－２－１５ 深松　努 建設業 http://www.fukamatsugumi.co.jp

株式会社藤崎 宮城県仙台市青葉区一番町３－２－１７ 藤崎　三郎助 卸売業、小売業 http://www.fujisaki.co.jp

http://www.greenkikaku.co.jp/
https://co-works.co.jp/
http://www.cosmosweb.com/
http://www.konp.co.jp/
https://kk-saikoh.co.jp/
http://www.zaolease.co.jp/
http://www.scribble-inc.com/
http://www.seigetsuki.co.jp/
http://www.seihoku.gr.jp/seihoku-plywood/
http://www.sendaisuisan.co.jp/
http://www.taiheikonbu.co.jp/
http://www.takamasa.net/
http://www.tmc.co.jp/
http://www.toyowork.co.jp/
http://www.h-bird.co.jp/
http://www.harada-shindo.co.jp/
http://www.fukamatsugumi.co.jp/
http://www.fujisaki.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社復建技術コンサルタント 宮城県仙台市青葉区錦町１―７―２５ 菅原　稔郎
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.fgc.jp/

株式会社プラモール精工 宮城県富谷市鷹乃杜４－３－５ 脇山　高志 製造業 http://www.plamoul-seiko.co.jp

株式会社北光 宮城県栗原市高清水下佐野２３ 佐藤　伸也 製造業 http://www.t-hokkoh.com/

宮城蔵王観光株式会社
宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字倉石岳国有
林３１１林番　ホ小班内

門脇　次男
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.eboshi.co.jp

株式会社山一地所 宮城県仙台市泉区泉中央２―１３―３ 渡部　洋平 不動産業、物品賃貸業 http://www.yamaichi-j.co.jp/

株式会社ユーメディア 宮城県仙台市若林区六丁の目西町６－５ 今野　均 製造業 http://www.u-media.jp

株式会社ラプラス 宮城県仙台市青葉区中央１―３―１　ＡＥＲ２４階 井上　有喜 卸売業、小売業 https://www.laplace.co.jp

株式会社利久 宮城県岩沼市吹上２－２－３６－１ 亀井　利二
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.rikyu-gyutan.co.jp/

若生工業株式会社 宮城県石巻市清水町２―３―３ 若生　保彦 建設業 http://www.wakoinc.co.jp/

株式会社渡辺土建 宮城県登米市迫町佐沼字大網３９９ 渡辺　光悦 建設業 http://www.w-doken.co.jp/

http://www.fgc.jp/
http://www.plamoul-seiko.co.jp/
http://www.t-hokkoh.com/
http://www.eboshi.co.jp/
http://www.yamaichi-j.co.jp/
http://www.u-media.jp/
https://www.laplace.co.jp/
http://www.rikyu-gyutan.co.jp/
http://www.wakoinc.co.jp/
http://www.w-doken.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

秋田県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

秋田青木精機株式会社 秋田県北秋田市上杉字金沢４１７－２ 青木　良輔 製造業 -

秋田ファイブワン工業株式会社 秋田県秋田市八橋字下八橋１９１－２９ 佐賀　善美 製造業 http://www.a-fiveone.co.jp/

秋田プライウッド株式会社 秋田県秋田市川尻町字大川反２３２ 井上　篤博 製造業 http://www.aplywood.co.jp

秋木製鋼株式会社 秋田県能代市能代町字中川原２６ 相原　文人 製造業 http://www.akimoku.co.jp/

東電化工業株式会社 秋田県大仙市協和船岡字善知鳥１４－１ 若泉　裕明 製造業 http://azumadenka.co.jp/

株式会社石川組 秋田県鹿角市十和田大湯字中田１―３ 島崎　祐男 建設業 http://www.ishikawanet.co.jp/

伊藤工業株式会社 秋田県秋田市雄和平沢字舟津田７８―１ 伊藤　満 建設業 http://www.ito-kogyo.jp/

インスペック株式会社 秋田県仙北市角館町雲然荒屋敷７９－１ 菅原　雅史 製造業 http://www.inspec21.com/ir/

大館桂工業株式会社 秋田県大館市御成町３―７―１７ 中田　直文 建設業 http://ohdate-katura.com/

株式会社大館製作所 秋田県大館市大茂内字中瘤之木岱４９－１ 中田　直文 製造業 http://ohdate.jp

株式会社カミテ 秋田県鹿角郡小坂町荒谷字三ッ森６２－１ 上手　康弘 製造業 http://www.kamite.co.jp/

株式会社かんきょう 秋田県秋田市寺内字神屋敷２９５－３９ 阿部　京三 医療、福祉 http://www.kankyonet.co.jp

北日本コンピューターサービス株式会
社

秋田県秋田市南通築地１５－３２ 江畑　佳明 情報通信業 http://www.kitacom.co.jp/

株式会社共進 秋田県にかほ市象潟町字中谷地３４－１２ 齋藤　健 製造業 http://www.kyoshinss.co.jp

株式会社きららホールディングス 秋田県秋田市大町２－５－１ 鈴木　嘉彦 医療、福祉 http://kirara-tp.co.jp

株式会社小松煙火工業 秋田県大仙市内小友字宮林６ 小松　忠信 製造業 http://skymagic.jp/

http://www.a-fiveone.co.jp/
http://www.aplywood.co.jp/
http://www.akimoku.co.jp/
http://azumadenka.co.jp/
http://www.ishikawanet.co.jp/
http://www.ito-kogyo.jp/
http://www.inspec21.com/ir/
http://ohdate-katura.com/
http://ohdate.jp/
http://www.kamite.co.jp/
http://www.kankyonet.co.jp/
http://www.kitacom.co.jp/
http://www.kyoshinss.co.jp/
http://kirara-tp.co.jp/
http://skymagic.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社齋彌酒造店 秋田県由利本荘市石脇字石脇５３ 斎藤　浩太郎 製造業 http://www.yukinobousha.jp

大同衣料株式会社 秋田県大仙市角間川町字四上町７ 佐々木　祐太 製造業 http://www.daidoiryo.co.jp

株式会社ダイニチ 秋田県能代市能代町字下浜１―２ 大森　三四郎 運輸業、郵便業 -

株式会社タニタ秋田 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添２８―１ 五十嵐　榮作 製造業 http://www.tanita.co.jp/

株式会社テーエムシー 秋田県北秋田市坊沢字才ノ神５ 伊藤　公夫 製造業 -

東北醤油株式会社 秋田県大仙市神宮寺字本郷野１０２ 佐竹　宏明 製造業 http://ｗｗｗ.touhoku-syouyu.co.jp/

東北製綱株式会社 秋田県秋田市寺内字大小路２０７―１３ 小林　真喜雄 卸売業、小売業 http://tohoku-seiko.jp

株式会社花善 秋田県大館市御成町１－１０－２ 八木橋　秀一 製造業 http://www.hanazen.co.jp

はりま建設株式会社 秋田県仙北郡美郷町土崎字中野際８９―１ 播間　泰 建設業 http://harima-kensetsu.jp

株式会社ホクシンエレクトロニクス 秋田県秋田市牛島東１－１１－８ 佐藤　宗樹 製造業 http://www.hokushin-elec.co.jp/

株式会社ヤマダフーズ 秋田県仙北郡美郷町野荒町字街道の上２７９ 山田　伸祐 製造業 http://www.yamadafoods.co.jp/

株式会社ゆう幸 秋田県秋田市御所野下堤３－２－３ 佐々木　幸生 製造業 http://www.kurakichi.jp

http://www.yukinobousha.jp/
http://www.daidoiryo.co.jp/
http://www.tanita.co.jp/
http://www.touhoku-syouyu.co.jp/
http://tohoku-seiko.jp/
http://www.hanazen.co.jp/
http://harima-kensetsu.jp/
http://www.hokushin-elec.co.jp/
http://www.yamadafoods.co.jp/
http://www.kurakichi.jp/
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山形県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

青文テキスタイル株式会社 山形県米沢市東２－７－１６３ 寺島　規人 製造業 http://aobuntex.com/

アリオンテック株式会社 山形県山形市松栄１－１－５８ 山川　是明 製造業 http://www.aliontek.co.jp

アルス株式会社 山形県米沢市八幡原２－４４４－７ 高橋　光雄 製造業 http://yumemado.com/

株式会社石井製作所 山形県酒田市京田４－１－１３  石井　智久 製造業 https://isi-mfg.com/

株式会社エースジャパン 山形県東根市大字東根甲５８５０－１ 坂出　藤子 製造業 http://www.acejp.jp

株式会社エルサン 山形県鶴岡市東原町１７－７ 早坂　剛
生活関連サービス業、
娯楽業

https://www.el-sun.com/

太田建設株式会社 山形県米沢市下花沢３―８―６０ 太田　政往 建設業 http://www.ohta-kensetu.co.jp/

株式会社大場組 山形県最上郡最上町大字志茂２７７－６ 大場　利秋 建設業 http://www.o-bagumi.co.jp

小笠原建設株式会社 山形県長井市九野本２２１７ 小笠原　和徳 建設業 -

有限会社奥山メリヤス 山形県寒河江市寒河江字赤田１５６ 奥山　幸八 製造業 http://www.okuyama-meriyasu.com/

オプテックス工業株式会社 山形県尾花沢市大字尾花沢３３００－１５ 本間　忠雄 製造業 http://www.optecs.co.jp/

オリエンタルカーペット株式会社 山形県東村山郡山辺町山辺２１ 渡辺　博明 製造業 http://yamagatadantsu.co.jp/

加藤総業株式会社 山形県酒田市東町１－１－８ 加藤　聡 卸売業、小売業 http://www.katosogyo.co.jp/

株式会社協同電子工業 山形県鶴岡市宝田２－１０－１３ 今間　武志 製造業 -

株式会社高研 東京都文京区後楽１－４－１４ 垂水　有三 製造業 http://www.kokenmpc.co.jp/

後藤電子株式会社 山形県寒河江市柴橋字台下７３４－１ 後藤　芳英 製造業 http://www.goto-denshi.co.jp

http://aobuntex.com/
http://www.aliontek.co.jp/
http://yumemado.com/
https://isi-mfg.com/
http://www.acejp.jp/
https://www.el-sun.com/
http://www.ohta-kensetu.co.jp/
http://www.o-bagumi.co.jp/
http://www.okuyama-meriyasu.com/
http://www.optecs.co.jp/
http://yamagatadantsu.co.jp/
http://www.katosogyo.co.jp/
http://www.kokenmpc.co.jp/
http://www.goto-denshi.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社小松写真印刷 山形県酒田市京田２－５９－３ 佐藤　茂枝 製造業 http://www.komatsu-corp.co.jp

株式会社佐藤工務 山形県鶴岡市東新斎町７―６１ 佐藤　友和 建設業 http://www.satoh-kohmu.co.jp

株式会社サリバテック 山形県鶴岡市覚岸寺字水上２４６－２　Ｄ－１６ 砂村　眞琴 医療、福祉 https://www.salivatech.co.jp/

株式会社シェルター 山形県山形市松栄１－５－１３ 木村　一義 製造業 http://www.shelter.jp

ジャスト株式会社 山形県上山市金谷字下河原１３６０ 岡崎　淳一 製造業 http://www.yamagata-just.co.jp

株式会社シュトルツ 山形県村山市中央２―３―１０ 中村　行雄 製造業 http://www.stolz.co.jp/

株式会社庄内クリエート工業 山形県鶴岡市下清水字内田元７２－４０ 小田　治一 製造業 https://www.s-create.jp/

株式会社殖産工務所 山形県東置賜郡川西町上小松９８８―１ 伊藤　一壽 建設業 http://www.shokusan-con.co.jp

スズキハイテック株式会社 山形県山形市銅町２－２－３０ 鈴木　一徳 製造業 http://www.sht-net.co.jp

世紀株式会社 山形県米沢市万世町片子４３６４ 川端　秀一 製造業 http://www.seiki-hot.com/

株式会社大商金山牧場 山形県東田川郡庄内町家根合字中荒田２１－２ 小野木　重弥 製造業 https://www.taisho-meat.co.jp/

株式会社高畠ワイナリー 山形県東置賜郡高畠町糠野目２７００－１ 村上　健 製造業 http://www.takahata-winery.jp

楯の川酒造株式会社 山形県酒田市山楯字清水田２７ 佐藤　淳平 製造業 http://www.tatenokawa.jp

角田商事株式会社 山形県寒河江市越井坂町３８―１ 角田　裕一 卸売業、小売業 http://www.tsunodacorp.com/

鶴岡建設株式会社 山形県鶴岡市泉町５―４１ 五十嵐　久廣 建設業 http://www.turuken.co.jp/

鶴岡シルク株式会社 山形県鶴岡市大宝寺日本国２２３－５ 大和　匡輔 卸売業、小売業 https://www.t-silk.co.jp/

株式会社トガシ技研 山形県鶴岡市丸岡字町の内３０９－１
冨樫勉（会長）、長谷
川靖和（社長）

製造業 http://www.togashig.co.jp/

http://www.komatsu-corp.co.jp/
https://www.salivatech.co.jp/
http://www.shelter.jp/
http://www.yamagata-just.co.jp/
http://www.stolz.co.jp/
https://www.s-create.jp/
http://www.shokusan-con.co.jp/
http://www.sht-net.co.jp/
http://www.seiki-hot.com/
https://www.taisho-meat.co.jp/
http://www.takahata-winery.jp/
http://www.tatenokawa.jp/
http://www.tsunodacorp.com/
http://www.turuken.co.jp/
https://www.t-silk.co.jp/
http://www.togashig.co.jp/
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日新製薬株式会社 山形県天童市清池東２－３－１ 大石　俊樹 製造業 http://www.yg-nissin.co.jp

日本連続端子株式会社 山形県天童市万代２―１ 井上　寿弘 製造業 http://www.j-c-t.co.jp/

株式会社ハッピージャパン 山形県山形市立谷川３－３５１５ 原田　啓太郎 製造業 https://www.happyjpn.com/

株式会社平田牧場 山形県酒田市みずほ２－１７－８ 新田　嘉七 製造業 http://www.hiraboku.info/

株式会社ベスト 山形県鶴岡市布目字宮田１６３－１ 斎藤　秀紀 製造業 http://www.best-ryoushoku.jp

松岡株式会社 山形県酒田市字仲町２０ 氏家　昇一 製造業 http://www.matuoka.jp/

丸東商事株式会社 山形県山形市流通センター１―７―５ 東海林　秀典 卸売業、小売業 -

株式会社マルハチ 山形県東田川郡庄内町廿六木字五反田７５－１ 阿部　武秀 製造業 http://maruhachi.n-da.jp/

株式会社丸範 山形県山形市十文字字韮窪北３４４０ 伊藤　隆 製造業 http://www.maruhan-ind.co.jp

株式会社ミクロ 山形県天童市石鳥居１―１―３３ 鎌田　儀一 製造業 http://www.mikuro.co.jp

株式会社メタルプロダクツ 山形県最上郡真室川町平岡４３２ 渡邊　進 製造業 https://metapro.co.jp/

株式会社最上世紀 山形県尾花沢市尾花沢１３２６－１ 中西　愛子 製造業 http://www.mogamiseiki.co.jp/

株式会社山形部品 山形県山形市流通センター３―９―３ 五味　健一 卸売業、小売業 http://www.ypcp.co.jp/

株式会社ヤマコン 山形県山形市十文字字天神東７７０ 佐藤　隆彦 建設業 http://www.yamacon.jp/

大和建設運輸株式会社 山形県西置賜郡小国町町原７５―２ 小山　和憲 建設業 -

株式会社ユーテック 山形県酒田市両羽町１１－９ 上野　光徳 製造業 http://www.utech-ltd.co.jp/

株式会社渡会電気土木 山形県鶴岡市下山添字一里塚３６ 武田　啓之 建設業 http://www.watarai-ec.co.jp/

http://www.yg-nissin.co.jp/
http://www.j-c-t.co.jp/
https://www.happyjpn.com/
http://www.hiraboku.info/
http://www.best-ryoushoku.jp/
http://www.matuoka.jp/
http://maruhachi.n-da.jp/
http://www.maruhan-ind.co.jp/
http://www.mikuro.co.jp/
https://metapro.co.jp/
http://www.mogamiseiki.co.jp/
http://www.ypcp.co.jp/
http://www.yamacon.jp/
http://www.utech-ltd.co.jp/
http://www.watarai-ec.co.jp/
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福島県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社会津技研
福島県耶麻郡西会津町上野尻字下沖ノ原２６７３
－１０

髙橋　淳 製造業 http://www.aizugiken.co.jp

株式会社会津ラボ 福島県会津若松市インタ－西５３ 松永　州央 情報通信業 http://www.aizulab.com

アサヒ通信株式会社 福島県福島市栄町１２－２１ 菅野　高延 製造業 https://www.asahi-gp.co.jp

株式会社アリーナ 福島県相馬市石上字宝田６９ 高山　慎也 製造業 http://www.arena-net.co.jp/

石橋建設工業株式会社 福島県本宮市高木字舟場２５－８ 石橋　英雄 建設業 http://www.ishi-ken.co.jp/

株式会社栄楽館 福島県郡山市熱海町熱海５－８－６０ 菅野　豊
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.eirakukan.jp/

株式会社エクストエンジニア 福島県田村市常葉町常葉字七日市場６６ 渡邉　兵吾 製造業 http://www.extengineer..co.jp/

有限会社エスク 福島県西白河郡矢吹町一本木１６２－３ 高畠　伸幸 製造業 http://www.e-s-q.jp

株式会社エヌ・ティー・エス
福島県石川郡浅川町大字山白石下字破石下１９
７－１

生田目　政広 製造業 http://www.nts-co.jp

株式会社大川電機製作所 東京都世田谷区桜新町２－１１－２０ 小池　進 製造業 http://www.odsinc.co.jp

奥の松酒造株式会社 福島県二本松市長命６９ 遊佐　丈治 製造業 http://www.okunomatsu.co.jp

株式会社小野中村 福島県相馬市小泉字高池８８―１ 植村　賢二 建設業 http://on-cc.jp/

神田産業株式会社 福島県須賀川市館取町２２ 神田　雅彦 製造業 http://www.kanda-package.com

菅野建設工業株式会社 福島県本宮市長屋字征矢田６ 菅野　泰助 建設業 http://www.kanken-cm.co.jp/

株式会社吉城光科学 福島県須賀川市横山町１１９ 吉田　尚正 製造業 http://www.kishiro.co.jp/

株式会社北日本金型工業 福島県会津若松市河東町浅山字仲田４０－１ 小椋　庄太 製造業 http://www.njmould.co.jp

http://www.aizugiken.co.jp/
http://www.aizulab.com/
https://www.asahi-gp.co.jp/
http://www.arena-net.co.jp/
http://www.ishi-ken.co.jp/
http://www.eirakukan.jp/
http://www.extengineer..co.jp/
http://www.e-s-q.jp/
http://www.nts-co.jp/
http://www.odsinc.co.jp/
http://www.okunomatsu.co.jp/
http://on-cc.jp/
http://www.kanda-package.com/
http://www.kanken-cm.co.jp/
http://www.kishiro.co.jp/
http://www.njmould.co.jp/
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有限会社協栄精機 福島県南相馬市鹿島区永渡字東永渡１６９ 佐藤　正弘 製造業 http://kyoeiseiki-1976.com

協和木材株式会社 東京都江東区東陽５－３０－１３　東京原木会館 佐川　広興 製造業 http://www.kyowamokuzai.co.jp/

株式会社銀河警備保障 福島県会津若松市神指町黒川字湯川東１７９ 木村　敦
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.ginga110.com

株式会社コンド電機 福島県石川郡浅川町蓑輪山敷田５６－１０ 近藤　善一 製造業 http://www.kondodenki.jp

株式会社サンライト 福島県二本松市渋川字蛇森１―２ 吉田　大樹 製造業 http://www.sun-lt.co.jp

シガ環境メンテナンス株式会社 福島県いわき市内郷御台境町五反田５０ 志賀　正昭
サービス業（他に分類
されないもの）

-

常磐開発株式会社 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１ 髙木　純一 建設業 http://www.jobankaihatsu.co.jp

株式会社鈴商グリーン 福島県福島市飯坂町平野字田切８－１ 鈴木　正志 製造業 http://suzusho-green.com/

関場建設株式会社 福島県南相馬市原町区錦町１―１ 関場　啓 建設業 http://www.sekiba.co.jp/

タカラ印刷株式会社 福島県福島市渡利字絵馬平８６－９ 林　克重 製造業 http://www.takara.inaka.co.jp/

株式会社タカワ精密 福島県南相馬市原町区大木戸字八方内７７ 渡邉　隆光 製造業 http://www.takawaseimitu.co.jp/

株式会社タマテック 福島県岩瀬郡鏡石町諏訪町５７０ 石川　澄伸 製造業 http://www.k-tamatec.co.jp

東栄産業株式会社 福島県郡山市田村町上行合北川田３３－４ 安藤　東榮 卸売業、小売業 http://www.touei-ind.co.jp/jam

東開工業株式会社 福島県福島市佐倉下字観音堂１１－３ 伊藤　賢一 製造業 http://www.tokai-k.co.jp/

東和株式会社 福島県本宮市本宮字舘町２－１ 佐藤　恵一 製造業 -

トーニチ株式会社 福島県福島市瀬上町字新田中通１－３ 岸　秀樹 製造業 http://www.tohnichi-web.co.jp/

ＴＯＨＯピクス株式会社 福島県郡山市本町１―４―１４ 馬場　栄一郎 不動産業、物品賃貸業 http://www.tohopics.com

http://kyoeiseiki-1976.com/
http://www.kyowamokuzai.co.jp/
http://www.ginga110.com/
http://www.kondodenki.jp/
http://www.sun-lt.co.jp/
http://www.jobankaihatsu.co.jp/
http://suzusho-green.com/
http://www.sekiba.co.jp/
http://www.takara.inaka.co.jp/
http://www.takawaseimitu.co.jp/
http://www.k-tamatec.co.jp/
http://www.touei-ind.co.jp/jam
http://www.tokai-k.co.jp/
http://www.tohnichi-web.co.jp/
http://www.tohopics.com/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社中里工務店 福島県南相馬市小高区大井字深町４８ 中里　徹哉 建設業 http://www.nakazatok.jp

ニットーボーメディカル株式会社
東京都千代田区麹町２－４－１　麹町大通りビル
７階

橋尾　雅彦 製造業 http://nittobo-nmd.co.jp/

福島ＳｉＣ応用技研株式会社 福島県双葉郡楢葉町大字山田岡字仲丸１－７ 古久保　雄二 製造業 http://www.fukushima-sic.co.jp/

株式会社フジ機工
福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字中核工業団
地１６－７

近藤　均 製造業 http://www.fujikiko.net/

藤田建設工業株式会社 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０ 内藤　勇雄 建設業 http://fujitakk.com

株式会社宝来屋本店 福島県郡山市田村町金屋字川久保５４－２ 柳沼　広人 製造業 http://www.e-horaiya.com

丸隆工業株式会社 東京都大田区下丸子３－２４－１６ 宮田　智弘 製造業 http://www.marutaka-ind.co.jp/

丸光産業株式会社 東京都台東区東上野３－１５－６ 髙田　光一 製造業 http://marumitsusangyo.co.jp

ミツエイ株式会社 福島県いわき市中部工業団地６―５ 安部　徹 製造業 http://mitsuei.jp/

ムネカタ株式会社 福島県福島市蓬莱町１－１１－１ 佐藤　正幸 製造業 https://www.munekata.co.jp

矢田工業株式会社 福島県郡山市西田町鬼生田字阿広木１ 成田　正樹 建設業 http://www.yada-k.co.jp/

株式会社八幡屋 福島県石川郡石川町大字母畑字樋田７５－１ 渡邉　武嗣
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.yahataya.co.jp/index.html

山菱水産株式会社 福島県いわき市小名浜字芳浜１１－５９ 村山　雅昭 製造業 http://yamabishi-f.co.jp/

山本電気株式会社 福島県須賀川市和田道１１６ 山本　弘則 製造業 http://www.ｙｄｋ.jp/index.html

有限会社ワインデング福島 福島県南相馬市小高区泉沢字一里壇５－４６ 清信　正幸 製造業 http://www.winding-f.jp/

http://www.nakazatok.jp/
http://nittobo-nmd.co.jp/
http://www.fukushima-sic.co.jp/
http://www.fujikiko.net/
http://fujitakk.com/
http://www.e-horaiya.com/
http://www.marutaka-ind.co.jp/
http://marumitsusangyo.co.jp/
http://mitsuei.jp/
https://www.munekata.co.jp/
http://www.yada-k.co.jp/
http://www.yahataya.co.jp/index.html
http://yamabishi-f.co.jp/
http://www.ydk.jp/index.html
http://www.winding-f.jp/
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茨城県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社旭物産 茨城県水戸市高田町１２７ 林　正二 製造業 https://www.asahibsn.co.jp/

株式会社茨城製作所 茨城県日立市神峰町４－７－１０ 菊池　伯夫 製造業 http://www.ibasei.jp/

茨城電設株式会社 茨城県水戸市千波町１９１６―１ 吉田　重喜 建設業 http://ibaden.jp/

株式会社今橋製作所 茨城県日立市十王町２０－４２ 今橋　正守 製造業 http://www.imahashi-ss.jp/

株式会社岡部工務店 茨城県日立市多賀町２―１０―７ 岡部　英明 建設業 http://www.okabekoumuten.com/

株式会社カドワキ 茨城県日立市留町２４３５－１７ 門脇　英雄 製造業 http://www.kadowaki-net.com

株式会社要建設 茨城県水戸市白梅１－２－３６ 髙野　賢 建設業 http://www.kaname-k.com

川崎鍛工株式会社 茨城県古河市下片田１０２３―４ 小田川　晃 製造業 http://www.kawatan.co.jp/

株式会社菊池精器製作所 茨城県ひたちなか市高場１７３０－３ 菊池　敏昭 製造業 http://www.kikuchiseiki.co.jp

株式会社宏機製作所 茨城県守谷市百合丘１－２４１１－２ 大賀　奉昭 製造業 https://www.kohki-ss.jp/

株式会社白土プリント配線製作所 茨城県ひたちなか市山崎８０ 白土　武 製造業 http://www.shirato-print.co.jp/

相鐵株式会社 茨城県日立市東多賀町５－１９－１０ 三村　泰洋 製造業 http://www.soutetsu.jp/

大昭建設株式会社 茨城県龍ケ崎市１６８６ 細谷　武史 建設業 http://www.daisho-c.co.jp/

株式会社タイショー 茨城県水戸市元吉田１０２７ 矢口　重行 製造業 http://www.taisho1.co.jp/com/

株式会社高木製作所 茨城県ひたちなか市勝倉３４３３ 高木　章三 製造業 http://www5f.biglobe.ne.jp/~takagiss/

株式会社つくば電気通信 茨城県土浦市並木４―４―４６ 植田　利収 建設業 http://www.t-ec.jp

https://www.asahibsn.co.jp/
http://www.ibasei.jp/
http://ibaden.jp/
http://www.imahashi-ss.jp/
http://www.okabekoumuten.com/
http://www.kadowaki-net.com/
http://www.kaname-k.com/
http://www.kawatan.co.jp/
http://www.kikuchiseiki.co.jp/
https://www.kohki-ss.jp/
http://www.shirato-print.co.jp/
http://www.soutetsu.jp/
http://www.daisho-c.co.jp/
http://www.taisho1.co.jp/com/
http://www5f.biglobe.ne.jp/%7Etakagiss/
http://www.t-ec.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ティー・エム・ピー 茨城県日立市大和田町６４５ 高橋　一雄 製造業 http://www.tmp-jp.com/

東京フード株式会社 茨城県つくば市上大島１６８７―１ 丹羽　弘 製造業 https://www.tokyo-food.com/

株式会社西野精器製作所 茨城県ひたちなか市山崎５６ 西野　信弘 製造業 http://www.nisinoseiki.com/

株式会社ノーブルホーム 茨城県水戸市笠原町１１９６―１５ 福井　英治 建設業 http://www.noblehome.co.jp/

株式会社野村アーテック 東京都品川区南大井５－２０－１４ 野村　英起 製造業 http://www.nomura-at.com

株式会社ヒバラコーポレーション 茨城県那珂郡東海村村松３１３５－８５ 小田倉　久視 製造業 http://www.kougyoutosou.com

株式会社ベアーメディック 茨城県久慈郡大子町大子１３６１ 熊田　誠之 製造業 http://www.bearmedic.co.jp/

株式会社ポテトかいつか 茨城県かすみがうら市男神字大平２４０－１８ 貝塚　みゆき 製造業 http://www.potetokaitsuka.co.jp/index.php

水戸精工株式会社 茨城県ひたちなか市山崎４６－２ 舘　文郎 製造業 http://www.mitoseiko.co.jp/index.html

株式会社宮本冷機 茨城県ひたちなか市山崎３０ 宮本　秀勝 建設業 http://www.miyamoto.co.jp/

明利酒類株式会社 茨城県水戸市元吉田町３３８ 加藤　多彦 製造業 http://www.meirishurui.com/

有限会社安物産 茨城県ひたちなか市金上９９９ 西野　俊郎 卸売業、小売業 http://www.yasu-bussan.com

株式会社ユードム 茨城県水戸市城南１―５―１１ 森　淳一 情報通信業 http://www.udom.co.jp/

横関油脂工業株式会社 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壺６４４－４９ 横関　長太郎 製造業 http://yokozeki-yushi.jp/

株式会社林産 茨城県常陸大宮市宮の郷２１５３－３４ 石川　忠幸 製造業 http://www.rinsan.jp

http://www.tmp-jp.com/
https://www.tokyo-food.com/
http://www.nisinoseiki.com/
http://www.noblehome.co.jp/
http://www.nomura-at.com/
http://www.kougyoutosou.com/
http://www.bearmedic.co.jp/
http://www.potetokaitsuka.co.jp/index.php
http://www.mitoseiko.co.jp/index.html
http://www.miyamoto.co.jp/
http://www.meirishurui.com/
http://www.yasu-bussan.com/
http://www.udom.co.jp/
http://yokozeki-yushi.jp/
http://www.rinsan.jp/
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栃木県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社青木製作所 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１－１５－１０ 青木　圭太 製造業 http://www.aoki-seisakusyo.co.jp

株式会社イケヤフォーミュラ 栃木県鹿沼市野尻５３７－４ 池谷　信二 製造業 http://www.ikeya-f.co.jp

株式会社伊藤商会 東京都足立区入谷８－９－４ 伊藤　勝盛 製造業 http://ito-shoukai.com/

岩村建設株式会社 栃木県宇都宮市御幸本町４７３６―２１ 鈴木　隆之 建設業 https://www.iwamura-net.com/

株式会社大麦工房ロア 栃木県足利市大月町３－１ 浅沼　誠司 製造業 https://www.oomugi.jp/

株式会社オプトニクス精密 栃木県足利市富士見町２６ 絹田　精鎮 製造業 http://www.optnics.co.jp

株式会社オーリス 栃木県宇都宮市川田町１５２０―５ 青木　栄久 製造業 http://www.ores.co.jp

有限会社風間総合サービス 栃木県鹿沼市上材木町１７３９ 風間　教司
宿泊業、飲食サービス
業

http://nikko-coffee.com/

カンタツ株式会社 栃木県矢板市片岡１１５０－２３ 阿久津　肇寿 製造業 http://kantatsu.co.jp/

協栄産業株式会社 栃木県小山市城東２－３２－１７ 古澤　栄一 製造業 http://www.kyoei-rg.co.jp/

株式会社グランド 栃木県足利市相生町３８９―５ 福島　裕至
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.grand-inc.co.jp

株式会社グリーンデイズ 栃木県宇都宮市上戸祭町３０３１－３ 林　書緯 卸売業、小売業 http://minnano-azemichi.com

株式会社サンテクノロジー 栃木県鹿沼市白桑田５１５－６ 高内　昌之 製造業 http://www.santech.co.jp/

サンプラスチック株式会社 栃木県那須塩原市北赤田１５８９－２２ 大江　正孝 製造業 http://www.sunplastic.jp

株式会社三本松茶屋 栃木県日光市中宮祠２４９３ 鶴巻　正男 卸売業、小売業 http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/index.html

株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原５３ 塩田　信吾 製造業 http://www.shiodadental.com/

http://www.aoki-seisakusyo.co.jp/
http://www.ikeya-f.co.jp/
http://ito-shoukai.com/
https://www.iwamura-net.com/
https://www.oomugi.jp/
http://www.optnics.co.jp/
http://www.ores.co.jp/
http://nikko-coffee.com/
http://kantatsu.co.jp/
http://www.kyoei-rg.co.jp/
http://www.grand-inc.co.jp/
http://minnano-azemichi.com/
http://www.santech.co.jp/
http://www.sunplastic.jp/
http://sanbonmatsu.moon.bindcloud.jp/index.html
http://www.shiodadental.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社スズテック 栃木県宇都宮市平出工業団地４４－３ 鈴木　直人 製造業 http://www.suzutec.co.jp

仙波糖化工業株式会社 栃木県真岡市並木町２－１－１０ 小林　光夫 製造業 http://www.sembatohka.co.jp/

大幸建設株式会社 栃木県佐野市関川町６３３―９ 福留　俊幸 建設業 http://www.daikoconst.com/

株式会社大日光・エンジニアリング 栃木県日光市瀬尾３３－５ 山口　侑男 製造業 http://www.dne.co.jp/

滝沢ハム株式会社 栃木県栃木市泉川町５５６ 瀧澤　太郎 製造業 http://takizawaham.co.jp

株式会社栃毛木材工業 栃木県鹿沼市下永野７７７ 関口　弘 農業、林業 http://www.tochimou.jp/

中山金属化工株式会社
栃木県さくら市鷲宿４５９７―４　喜連川工業団地
内

中山　雅博 製造業 http://www.nakayama-mc.jp

日本サーファクタント工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町１－４－８ 関根　正悟 製造業 http://www.ns-utsunomiya.com

株式会社浜屋組 栃木県矢板市本町１２―６ 岩見　高士 建設業 http://www.hamayagumi.co.jp/

宝栄工業株式会社 東京都大田区西蒲田２－９－１０ 原　正 製造業 http://hoeikogyo.com/

有限会社本郷精巧 栃木県佐野市赤坂町９４９－９ 本郷　英男 製造業 http://www.hongoseiko.com

株式会社ムロコーポレーション 栃木県宇都宮市清原工業団地７－１ 室　雅文 製造業 http://www.muro.co.jp/

株式会社ライズ 栃木県宇都宮市下岡本町２５０７―３ 高橋　正人 卸売業、小売業 http://www.rise-med.co.jp/

http://www.suzutec.co.jp/
http://www.sembatohka.co.jp/
http://www.daikoconst.com/
http://www.dne.co.jp/
http://takizawaham.co.jp/
http://www.tochimou.jp/
http://www.nakayama-mc.jp/
http://www.ns-utsunomiya.com/
http://www.hamayagumi.co.jp/
http://hoeikogyo.com/
http://www.hongoseiko.com/
http://www.muro.co.jp/
http://www.rise-med.co.jp/
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群馬県
事業所名 住所 代表者 業種 URL

株式会社秋葉ダイカスト工業所 群馬県高崎市大八木町５８０ 日下田　雅男 製造業 http://www.akidc.co.jp/index.html

厚木プラスチック株式会社
東京都武蔵野市中町１－１５－５　三鷹高木ビル
６階

秋元　譲 製造業 https://www.atsugiplastics.co.jp/

株式会社一倉製作所 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１５２７ 一倉　史人 製造業 https://www.ichikura-ss.jp/

株式会社ウエノテクニカ 群馬県桐生市広沢町５－１３１１ 塩谷　功 製造業 http://uenotechnica.com/

株式会社内山製作所 群馬県館林市大新田町６１－１ 内山　進 製造業 http://www2.ai-link.ne.jp/uchiyama/

オリヒロプランデュ株式会社 群馬県高崎市下大島町６１３ 鶴田　織寛 製造業 https://www.plantdew.co.jp/

加藤鉄工株式会社 群馬県桐生市広沢町１－２８３５ 加藤　貢 製造業 http://www.katotekko.co.jp

関東建設工業株式会社 群馬県安中市高別当３４７―１ 中島　直樹 建設業 http://kanto-corp.co.jp/

関東精機株式会社 群馬県前橋市大渡町２－１－１０ 魵澤　剛史 製造業 http://www.kantoseiki.co.jp/

株式会社協正金型製作所 群馬県藤岡市東平井１４１０－３ 輿水　誠一 製造業 http://www.kyoseikanagata.co.jp

株式会社栗食 群馬県伊勢崎市茂呂町２―２９７３―１ 栗原　岳雄 卸売業、小売業 http://www.kurishoku.jp

コガックス株式会社 群馬県伊勢崎市国定町１－１０４－１１ 古賀　友二 製造業 http://www.kogax.co.jp

相模屋食料株式会社 群馬県前橋市鳥取町１２３ 鳥越　淳司 製造業 https://www.sagamiya-kk.co.jp/

三幸機械株式会社 群馬県高崎市下滝町４３３－２２ 石井　健介 製造業 http://sankokikai.co.jp

しげるテック株式会社 群馬県太田市新田木崎町３６６ 正田　敦郎 製造業 http://www.sgrc.co.jp/

株式会社食環境衛生研究所 群馬県前橋市荒口町５６１－２１ 久保　一弘
学術研究、専門・技術
サービス業

https://www.shokukanken.com/

http://www.akidc.co.jp/index.html
https://www.atsugiplastics.co.jp/
https://www.ichikura-ss.jp/
http://uenotechnica.com/
http://www2.ai-link.ne.jp/uchiyama/
https://www.plantdew.co.jp/
http://www.katotekko.co.jp/
http://kanto-corp.co.jp/
http://www.kantoseiki.co.jp/
http://www.kyoseikanagata.co.jp/
http://www.kurishoku.jp/
http://www.kogax.co.jp/
https://www.sagamiya-kk.co.jp/
http://sankokikai.co.jp/
http://www.sgrc.co.jp/
https://www.shokukanken.com/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業所名 住所 代表者 業種 URL

鈴木工業株式会社 群馬県太田市西新町１３５－８ 鈴木　恒太 製造業 http://www.suzuki-kg.com

株式会社スタイルブレッド 群馬県桐生市広沢町１―２５２５―２ 田中　知 製造業 http://www.stylebread.com/

株式会社タイヨー 群馬県みどり市大間々町浅原１４５８ 川合　義一 製造業 http://www.sunfield.ne.jp/~tyo3860/taiyo/index.html

株式会社タヒラ 群馬県高崎市吉井町多比良２６２２ 篠﨑　健一 製造業 https://www.tahira.co.jp/

株式会社土屋合成 群馬県富岡市宇田２２－２ 土屋　直人 製造業 http://www.tsuchiya-gousei.com/

株式会社鐵建 群馬県藤岡市東平井１４１０－４ 小山　慎一 製造業 https://www.tekken-k.com/greeting.html

株式会社豊田技研 群馬県藤岡市白石２１５５ 豊田　信幸 製造業 http://toyodagiken.co.jp/index.php

西工業株式会社 群馬県桐生市境野町３―２１５３―１ 西　禎造 製造業 http://www.sunfield.ne.jp/~nishi-k/index.html

株式会社ベンカン機工 群馬県太田市六千石町５―１ 岡本　昭三 製造業 http://benkankikoh.com/

森産業株式会社 群馬県桐生市西久方町１―２―２３ 森　裕美 製造業 http://www.drmori.co.jp

株式会社ヨーユーラボ 群馬県太田市新田反町町１０８－１ 市川　洋児 製造業 http://www.yoyulabo.ecnet.jp/

株式会社ワーナテック 群馬県前橋市大渡町２－１－９ 渡辺　孝 製造業 http://www.wahna.co.jp/index.html

http://www.suzuki-kg.com/
http://www.stylebread.com/
http://www.sunfield.ne.jp/%7Etyo3860/taiyo/index.html
https://www.tahira.co.jp/
http://www.tsuchiya-gousei.com/
https://www.tekken-k.com/greeting.html
http://toyodagiken.co.jp/index.php
http://www.sunfield.ne.jp/%7Enishi-k/index.html
http://benkankikoh.com/
http://www.drmori.co.jp/
http://www.yoyulabo.ecnet.jp/
http://www.wahna.co.jp/index.html
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埼玉県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

赤城乳業株式会社 埼玉県深谷市西島町２―１２―１ 井上　創太 製造業 https://www.akagi.com/

株式会社秋山製作所 埼玉県熊谷市上之２９６１－６ 秋山　哲也 製造業 http://www.akiyama-ss.co.jp

アサヒロジスティクス株式会社
埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０−１７　シ
－ノ大宮サウスウィング１６階

横塚　元樹 運輸業、郵便業 http://www.asahilogistics.co.jp/

株式会社アドバンス 埼玉県志木市下宗岡３－１０－３１ 加藤　英次 製造業 http://www.ab-advance.co.jp

イーグルバス株式会社 埼玉県川越市中原町２－８－２ 谷島　賢 運輸業、郵便業 http://www.new-wing.co.jp/

株式会社ＵＣＨＩＤＡ 埼玉県入間郡三芳町上富２０４８－１ 内田　敏一 製造業 http://www.uchida-k.co.jp

エコデザイン株式会社 埼玉県比企郡小川町上古寺５１０－１ 長倉　広弥 製造業 https://www.ecodesign-labo.jp

株式会社エポックケミカル 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲字太皷田６００２－７ 小高　晴男 製造業 http://www.epoch-chemical.jp

株式会社温泉道場 埼玉県比企郡ときがわ町玉川３７００ 山﨑　寿樹
生活関連サービス業、
娯楽業

http://onsendojo.com/

株式会社カネマス 埼玉県羽生市西５－３９－３ 金子　隆 製造業 http://www.kanemas.co.jp/

共立食品株式会社 東京都台東区東上野１－１８－９　共立本社ビル 中込　潤一 製造業 http://www.kyoritsu-foods.co.jp

株式会社興電舎 埼玉県北本市深井３－１８９ 西川　正巳 製造業 http://www.kodensha.com

三喜工業株式会社 埼玉県草加市稲荷１―４―１ 渡邉　三代子 建設業 http://sanki-industry.co.jp/

三輪精機株式会社 埼玉県川越市芳野台３―１―１ 西海　栄一 製造業 http://www.sanwaseiki.co.jp/

新報国製鉄株式会社 埼玉県川越市新宿町５―１３―１ 成瀬　正 製造業 https://www.shst.co.jp/

株式会社タウ
埼玉県さいたま市中央区新都心１１―２　ＬＡタ
ワー１０階

宮本　明岳 卸売業、小売業 http://www.tau.co.jp/

https://www.akagi.com/
http://www.akiyama-ss.co.jp/
http://www.asahilogistics.co.jp/
http://www.ab-advance.co.jp/
http://www.new-wing.co.jp/
http://www.uchida-k.co.jp/
https://www.ecodesign-labo.jp/
http://www.epoch-chemical.jp/
http://onsendojo.com/
http://www.kanemas.co.jp/
http://www.kyoritsu-foods.co.jp/
http://www.kodensha.com/
http://sanki-industry.co.jp/
http://www.sanwaseiki.co.jp/
https://www.shst.co.jp/
http://www.tau.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

秩父電子株式会社 埼玉県秩父市山田２１７８ 強谷　隆彦 製造業 http://www.cec-kk.co.jp

津田工業株式会社 埼玉県比企郡滑川町大字都２５－３５ 津田　健 製造業 Http://tsudaindustrial.co.jp

株式会社名取製作所 埼玉県上尾市愛宕３－１５－１４ 名取　秀幸 製造業 http://www.natori-mnf.co.jp/index.html

株式会社ネツシン 埼玉県入間郡三芳町上富２０７９－７ 今村　友亮 製造業 http://www.netsushin.co.jp

株式会社ハーベス
埼玉県さいたま市浦和区常盤９－２１－１４　　パ
－クサイドガクヤビル６階

前田　知憲 製造業 http://www.harves.co.jp/

株式会社長谷川機械製作所 埼玉県さいたま市見沼区大和田町１－６０２ 長谷川　透 製造業 http://www.hasegawa-m.co.jp/

笛木醤油株式会社 埼玉県比企郡川島町上伊草６６０ 笛木　正司 製造業 https://kinbue.jp/

武州瓦斯株式会社 埼玉県川越市田町３２―１２ 原　敏成
電気・ガス・熱供給・水
道業

http://www.bushugas.co.jp

株式会社ベンチャーウイスキー 埼玉県秩父市みどりが丘４９ 肥土　伊知郎 製造業 https://www.facebook.com/ChichibuDistillery

ポーライト株式会社 埼玉県さいたま市北区日進町２－１２１ 青木　茂夫 製造業 http://www.porite.co.jp/

株式会社松永建設 埼玉県さいたま市岩槻区城南５―６―６ 松永　大祐 建設業 http://www.matsunaga.gr.jp

株式会社武蔵野フーズ 埼玉県朝霞市西原１―１―１ 安田　信行 製造業 http://www.ms-net.co.jp/ms-foods

株式会社ヤマショウフーズ 埼玉県上尾市東町２―９―２０ 山田　和弘 製造業 http://yamashoufoods.com/

株式会社山本製作所 埼玉県東松山市新郷８８―２６ 大森　義勝 製造業 http://www.fb-yamamoto.co.jp

吉野電化工業株式会社 埼玉県越谷市越ヶ谷５－１－１９ 吉野　寛治 製造業 http://www.yoshinodenka.com

http://www.cec-kk.co.jp/
http://tsudaindustrial.co.jp/
http://www.natori-mnf.co.jp/index.html
http://www.netsushin.co.jp/
http://www.harves.co.jp/
http://www.hasegawa-m.co.jp/
https://kinbue.jp/
http://www.bushugas.co.jp/
https://www.facebook.com/ChichibuDistillery
http://www.porite.co.jp/
http://www.matsunaga.gr.jp/
http://www.ms-net.co.jp/ms-foods
http://yamashoufoods.com/
http://www.fb-yamamoto.co.jp/
http://www.yoshinodenka.com/
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千葉県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイ・メデックス 千葉県千葉市花見川区宇那谷町１５０４－６ 市田　誠 製造業 http://www.imedex.co.jp

アール・ループ株式会社 千葉県柏市十余二３４８―４ 木内　雅之 卸売業、小売業 http://www.rloop.co.jp/

株式会社市川環境エンジニアリング 千葉県市川市田尻２―１１―２５ 岩楯　保
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.ike.co.jp/

岩渕薬品株式会社 千葉県佐倉市鏑木町５１ 岩渕　明弘 卸売業、小売業 http://www.iwabuchi-net.co.jp/

岡本硝子株式会社 千葉県柏市十余二３８０ 岡本　毅 製造業 https://ogc-jp.com/

株式会社オルガノサーキット 千葉県柏市柏の葉５－４－６ 中原　和幸 製造業 http://organo-circuit.com/

株式会社鴨川グランドホテル 千葉県鴨川市広場８２０ 鈴木　健史
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.kamogawagrandhotel.ne.jp

株式会社紀伊乃国屋 千葉県安房郡鋸南町竜島９７０－６ 蛭田　憲市
宿泊業、飲食サービス
業

https://www.awa-kinokuniya.com/

株式会社協同工芸社 千葉県千葉市美浜区新港１５２ 箕輪　晃 製造業 http://www.kyodokogei.co.jp/

有限会社協和デンタル・ラボラトリー 千葉県松戸市新松戸３－２６０－１ 木村　健二 医療、福祉 http://www.kyowa-dental.co.jp

株式会社小出ロール鐵工所 千葉県習志野市東習志野６－２１－８ 小出　明治 製造業 https://www.koideroll.co.jp

高級アルコール工業株式会社 千葉県成田市吉岡６４１－６　大栄工業団地 川合　清隆 製造業 http://www.kak.co.jp/

株式会社ジィ・シィ企画
千葉県佐倉市王子台１－２８－８　ちばぎん臼井
ビル３Ｆ

矢ヶ部　啓一 情報通信業 http://www.gck.co.jp/

しのはらプレスサービス株式会社 千葉県船橋市潮見町３４－２ 篠原　正幸 製造業 http://www.shinohara-press.co.jp/

白鳥製薬株式会社 千葉県習志野市茜浜２―３―７ 白鳥　悟嗣 製造業 http://www.shiratori-pharm.co.jp/

第一熱処理工業株式会社 千葉県船橋市潮見町１６―２ 曽根　光彰 製造業 http://www.ichi-netsu.co.jp/

http://www.imedex.co.jp/
http://www.rloop.co.jp/
http://www.ike.co.jp/
http://www.iwabuchi-net.co.jp/
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https://www.awa-kinokuniya.com/
http://www.kyodokogei.co.jp/
http://www.kyowa-dental.co.jp/
https://www.koideroll.co.jp/
http://www.kak.co.jp/
http://www.gck.co.jp/
http://www.shinohara-press.co.jp/
http://www.shiratori-pharm.co.jp/
http://www.ichi-netsu.co.jp/
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千葉オイレッシュ株式会社 千葉県君津市笹１２６６ 野村　進一 製造業 http://www.oilshu.co.jp

ツルヤマテクノス株式会社 千葉県市原市青柳北２―３―１ 鶴山　孝行 建設業 http://www.tsuruyama-tec.co.jp/

株式会社ティーエスケー 千葉県船橋市高瀬町３１―３ 竹内　一 建設業 http://www.kk-tsk.co.jp/

株式会社ディッジ
千葉県松戸市小根本４５－１２　早稲田ビル２Ｆ、
３Ｆ、５Ｆ、６Ｆ

柳　明宏 情報通信業 http://www.dh3d.co.jp

株式会社西川 千葉県勝浦市浜勝浦３９１ 齋藤　政宏 製造業 https://yamasan73.wixsite.com/nishikawacoltd

平山建設株式会社 千葉県成田市花崎町９４３－１ 平山　秀樹 建設業 http://www.hirayama.com

株式会社ヒロハマ 東京都墨田区石原２－２８－１１ 廣濱　泰久 製造業 https://www.cap-hirohama.com/

扶桑鋼管株式会社 千葉県浦安市美浜１―９―２ 江村　伸一 卸売業、小売業 http://www.fusoh-kokan.co.jp/

株式会社二葉科学 千葉県柏市旭町１－１２－１ 山岸　達也 製造業 http://www.futaba-kk.co.jp

株式会社宮田 千葉県松戸市和名ケ谷９５０―１ 宮田　修 卸売業、小売業 http://www.miyata-net.co.jp/

ヨシザワＬＡ株式会社 千葉県柏市新十余二１７－１ 佐久本　明 製造業 http://www.yoshizawa-la.co.jp/

芳源マッシュルーム株式会社 千葉県香取市米野井９３８－１ 菅佐原　芳夫 農業、林業 http://ｗｗw.ymush.co.jp

http://www.oilshu.co.jp/
http://www.tsuruyama-tec.co.jp/
http://www.kk-tsk.co.jp/
http://www.dh3d.co.jp/
https://yamasan73.wixsite.com/nishikawacoltd
http://www.hirayama.com/
https://www.cap-hirohama.com/
http://www.fusoh-kokan.co.jp/
http://www.futaba-kk.co.jp/
http://www.miyata-net.co.jp/
http://www.yoshizawa-la.co.jp/
http://www.ymush.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

東京都
事業者名 住所 代表者 業種 URL

石福金属興業株式会社 東京都千代田区内神田３―２０―７ 中村　茂幸 製造業 https://www.ishifuku.co.jp/

株式会社ウドノ医機 東京都八王子市元横山町２－１－９ 鵜殿　直子 製造業 http://udono.com

株式会社ケアコム 東京都調布市多摩川３―３５―４ 池川　充洋 製造業 http://www.carecom.jp/

株式会社コスモテック 東京都立川市錦町５－５－３５ 高見澤　友伸 製造業 https://www.cosmotec.ne.jp/

コダマコーポレーション株式会社
神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央３－１　センタ
－南ＳＫＹビル　４Ｆ

小玉　博幸 製造業 http://www.kodamacorp.co.jp

株式会社今野製作所 東京都足立区扇１－２２－４ 今野　浩好 製造業 http://konno-s.co.jp/

株式会社サーテック 東京都青梅市根ヶ布１－３８０ 石和田　順 製造業 http://www.stc-m.co.jp/

株式会社シミズオクト 東京都新宿区下落合１－４－１ 清水　卓治
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.shimizu-group.co.jp

株式会社秋東精工 東京都江戸川区船堀３－１０－２２ 柴田　忠利 製造業 http://www.syuto.jp/

株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス 東京都江東区南砂３―３―６ 手塚　栄司
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.thinkgroup.co.jp/

千住金属工業株式会社 東京都足立区千住橋戸町２３ 鈴木　良一 製造業 https://www.senju.com/

株式会社田中医科器械製作所 東京都北区田端新町２－１４－１８ 田中　一嘉 製造業 http://www.e-tanaka.co.jp/

株式会社チバダイス 東京都葛飾区高砂１－２６－２ 千葉　英樹 製造業 http://www.chibadies.co.jp/

株式会社千代田テクノル
東京都文京区湯島１―７―１２　千代田お茶の水
ビル

山口　和彦 卸売業、小売業 http://www.c-technol.co.jp/

東亜電気工業株式会社 東京都千代田区外神田５―１―４ 重田　明生 卸売業、小売業 https://www.toadenki.co.jp/company/

株式会社東京堂 東京都新宿区荒木町１３－３　ＣＦＬビル 鈴木　勝美 卸売業、小売業 https://www.e-tokyodo.com/

https://www.ishifuku.co.jp/
http://udono.com/
http://www.carecom.jp/
https://www.cosmotec.ne.jp/
http://www.kodamacorp.co.jp/
http://konno-s.co.jp/
http://www.stc-m.co.jp/
http://www.shimizu-group.co.jp/
http://www.syuto.jp/
http://www.thinkgroup.co.jp/
https://www.senju.com/
http://www.e-tanaka.co.jp/
http://www.chibadies.co.jp/
http://www.c-technol.co.jp/
https://www.toadenki.co.jp/company/
https://www.e-tokyodo.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

東工・バレックス株式会社 東京都江戸川区松島４－２－１７ 横山　達也 製造業 http://www.toko-valex.co.jp

日研トータルソーシング株式会社 東京都大田区西蒲田７―２３―３　日研第一ビル 清水　浩二
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.nikken-totalsourcing.jp/

日昭工業株式会社 東京都羽村市神明台４－５－１７ 久保　寛一 製造業 http://www.nissyo-ind.com

日成共益株式会社 東京都千代田区神田美土代町７　日成ビル 熊谷　和男 卸売業、小売業 http://www.nissei-jp.co.jp

パナック株式会社 東京都港区芝５―３１―１９　ラウンドクロス田町 渡辺　琢哉 卸売業、小売業 http://www.panac.co.jp/

株式会社ヒキフネ 東京都葛飾区東四つ木２－４－１２ 石川　英孝 製造業 http://www.hikifune.com

松山油脂株式会社 東京都墨田区東墨田２－１７－８ 松山　剛己 製造業 http://www.matsuyama.co.jp/

三鷹光器株式会社 東京都三鷹市野崎１－１８－８ 中村　勝重 製造業 http://www.mitakakohki.co.jp/

株式会社三ツ矢 東京都品川区西五反田３－８－１１ 草間　誠一郎 製造業 http://www.mitsuyanet.co.jp/

株式会社吉増製作所 東京都あきる野市二宮東３－６－１４ 吉増　弾司 製造業 http://www.yoshimasu.com

理化工業株式会社 東京都大田区久が原５―１６―６ 保知　輝英 製造業 http://www.rkcinst.co.jp/

http://www.toko-valex.co.jp/
http://www.nikken-totalsourcing.jp/
http://www.nissyo-ind.com/
http://www.nissei-jp.co.jp/
http://www.panac.co.jp/
http://www.hikifune.com/
http://www.matsuyama.co.jp/
http://www.mitakakohki.co.jp/
http://www.mitsuyanet.co.jp/
http://www.yoshimasu.com/
http://www.rkcinst.co.jp/
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神奈川県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイスコ 神奈川県横浜市泉区新橋町１２１２ 相原　貴久 卸売業、小売業 http://www.iceco.co.jp/

株式会社栄和産業 神奈川県綾瀬市吉岡東４－１５－５ 伊藤　正貴 製造業 http://www.eiwa-sangyou.co.jp/company.html

株式会社小田原エンジニアリング 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１５７７ 宮脇　伸郎 製造業 http://www.odawara-eng.co.jp

株式会社崎陽軒
神奈川県横浜市西区高島２―１２―６　ヨコハマ
ジャスト１号館

野並　直文 卸売業、小売業 http://www.kiyoken.com/

株式会社ＫＮコーポレーション 神奈川県横浜市都筑区荏田東１―２―１ 筆脇　敏光 建設業 http://knnet.co.jp/

コーケン化学株式会社 神奈川県横浜市金沢区福浦２―１１―５ 辻井　員文 製造業 http://www.kohkenc.co.jp/

ジャパンプローブ株式会社 神奈川県横浜市南区中村町１－１－１４ 小倉　幸夫 製造業 http://www.jp-probe.com/

株式会社昭和真空 神奈川県相模原市中央区田名３０６２－１０ 小俣　邦正 製造業 http://www.showashinku.co.jp

株式会社大和地所
神奈川県横浜市中区山下町７４―１　大和地所ビ
ル６階

押川　雅幸 不動産業、物品賃貸業 http://www.daiwajisyo.co.jp/

株式会社テクトレージ 神奈川県横浜市緑区青砥町２５８－３階 林　充 卸売業、小売業 http://www.techtrage.co.jp/

株式会社テクノステート 神奈川県藤沢市葛原１７１６ 植原　正光 製造業 http://www.techno-state.co.jp

電元社トーア株式会社 神奈川県川崎市多摩区枡形１―２３―１ 友野　吉二郎 製造業 http://www.dengenshatoa.co.jp

株式会社東部 神奈川県相模原市緑区下九沢１５０７―５ 鈴木　郁男 建設業 http://www.tobu21.co.jp/

東邦電気株式会社 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１６３８―１ 伊藤　一晃 製造業 http://www.tohodenki.co.jp

株式会社トライアングル
神奈川県横須賀市小川町２８－１　横須賀ハイム
２０１

鈴木　隆裕 運輸業、郵便業 https://www.tryangle-web.com/

奈良建設株式会社 神奈川県横浜市港北区新横浜１―１３―３ 植本　正太郎 建設業 http://www.nara-const.co.jp

http://www.iceco.co.jp/
http://www.eiwa-sangyou.co.jp/company.html
http://www.odawara-eng.co.jp/
http://www.kiyoken.com/
http://knnet.co.jp/
http://www.kohkenc.co.jp/
http://www.jp-probe.com/
http://www.showashinku.co.jp/
http://www.daiwajisyo.co.jp/
http://www.techtrage.co.jp/
http://www.techno-state.co.jp/
http://www.dengenshatoa.co.jp/
http://www.tobu21.co.jp/
http://www.tohodenki.co.jp/
https://www.tryangle-web.com/
http://www.nara-const.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

日新工業株式会社 神奈川県大和市上草柳１７２ 松下　芳博 製造業 http://www.nissin-kogyo.com

ノーブル電子工業株式会社 神奈川県綾瀬市上土棚北４－９－１６ 土橋　恒一 製造業 http://www.noble-ele.co.jp/index.html

有限会社光製作所 神奈川県綾瀬市深谷上８－２１－１７ 丸山　裕司 製造業 http://www.hikariss.jp/profile.html

守山乳業株式会社 神奈川県平塚市宮の前９―３２ 大塚　直人 製造業 http://www.fujimilk.co.jp

株式会社ヤチヨ 神奈川県横須賀市日の出町１－９ 鈴木　孝博 卸売業、小売業 http://yachiyo-gr.com/

株式会社リガルジョイント 神奈川県相模原市南区大野台１－９－４９ 稲場　純 製造業 http://www.rgl.co.jp/

http://www.nissin-kogyo.com/
http://www.noble-ele.co.jp/index.html
http://www.hikariss.jp/profile.html
http://www.fujimilk.co.jp/
http://yachiyo-gr.com/
http://www.rgl.co.jp/
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新潟県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

医療法人愛広会 新潟県新潟市北区木崎７６１ 池田　弘 医療、福祉 http://www.aiko.or.jp/

愛宕商事株式会社 新潟県新潟市中央区下大川前通４ノ町２１８６ 髙橋　秀之 卸売業、小売業 http://www.atagosyoji.co.jp

社会福祉法人愛宕福祉会 新潟県新潟市北区松潟１５１０ 石崎　昂一 医療、福祉 http://www.atago.or.jp

株式会社アルビレックス新潟 新潟県新潟市中央区美咲町２－１－１０ 中野　幸夫
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.albirex.co.jp

株式会社WELCON 新潟県新潟市秋葉区矢代田１５－１ 鈴木　裕 製造業 http://www.welcon.co.jp/

株式会社内山熔接工業 新潟県新潟市西蒲区小吉１９３０－１ 内山　繁男 製造業 http://uchiyama-inc.co.jp

エコー金属株式会社 新潟県燕市小中川１７８２ 田野　隆夫 卸売業、小売業 http://www.echo-k.co.jp

株式会社エステーリンク 新潟県燕市笈ケ島１３６５－１ 斎藤　孝二 製造業 http://www.st-link.co.jp

越後札紙株式会社 新潟県小千谷市上ノ山１－２－８ 高野　史郎 製造業 http://fudagami.co.jp

株式会社エデュースホールディングス
新潟県新潟市中央区弁天３－２－２０　弁天５０１
ビル６階

齋藤　進
学術研究、専門・技術
サービス業

https://www.educe-hd.jp/

株式会社エヌエスジー教育ネットワー
ク

新潟県新潟市中央区東大通１－１１－３２　２Ｆ 小野　隆樹 教育、学習支援業 http://www.nsg-e-net.co.jp

江部松商事株式会社 新潟県燕市物流センタ－３－２０ 江部　正浩 卸売業、小売業 http://www.ebematsu.co.jp/

株式会社欧州ぶどう栽培研究所 新潟県新潟市西蒲区角田浜１６６１ 今井　卓
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.docci.com

学校法人大彦学園 新潟県新潟市中央区弁天橋通１－４－１ 池田　祥護 教育、学習支援業 https://www.nsg.gr.jp/

株式会社加賀田組 新潟県新潟市中央区万代４―５―１５ 市村　稿 建設業 http://www.kagata.co.jp/

株式会社兼古製作所 新潟県三条市塚野目２２０１ 兼古　耕一 製造業 http://ｗｗｗ.ａｎｅｘｔｏｏｌ.ｃｏ.ｊｐ/

http://www.aiko.or.jp/
http://www.atagosyoji.co.jp/
http://www.atago.or.jp/
http://www.albirex.co.jp/
http://www.welcon.co.jp/
http://uchiyama-inc.co.jp/
http://www.echo-k.co.jp/
http://www.st-link.co.jp/
http://fudagami.co.jp/
https://www.educe-hd.jp/
http://www.nsg-e-net.co.jp/
http://www.ebematsu.co.jp/
http://www.docci.com/
https://www.nsg.gr.jp/
http://www.kagata.co.jp/
http://www.anextool.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

協立工業株式会社 新潟県燕市小関１５５０ 森下　一 製造業 https://www.kyoritsu-press.com/

株式会社栗山米菓 新潟県新潟市北区新崎２６６１ 栗山　敏昭 製造業 http://www.befco.jp/

株式会社サイカワ 新潟県柏崎市大字安田７５８６ 西川　正男 製造業 http://www.saikawa.co.jp

シゲル工業株式会社 新潟県上越市頸城区西福島４０１－２ 今井　辰美 製造業 http://www.shigeru-k.co.jp

昭栄印刷株式会社 新潟県新発田市住田９７ 坂井　雅之 製造業 http://www.shoei-p.jp/

上越マテリアル株式会社 新潟県上越市下名柄１６１８―１ 小池　作之
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.jev.joemate.co.jp/

株式会社新越ワークス 新潟県燕市小関６７０ 山後　春信 製造業 http://www.shin-works.co.jp/

シンワ測定株式会社 新潟県三条市興野３－１８－２１ 渡辺　徹 製造業 http://www.shinwasokutei.co.jp

株式会社せいだ 新潟県新発田市大伝５４０－１ 清田　雅人 卸売業、小売業 http://tonton-seida.co.jp/index.html

株式会社清和モールド 新潟県燕市道金４８２ 清水　眞佐夫 製造業 http://www.seiwamold.jp/

株式会社セキヤ 新潟県新潟市南区東萱場字土居下２１６１―１
関屋　園一（会長）、関
屋　雄一（社長）

卸売業、小売業 http://www.sekiya-eco.com/

株式会社第一測範製作所 新潟県小千谷市大字坪野８２６－２ 木村　敬知 製造業 http://www.issoku.jp

株式会社髙口又四郎商店 新潟県新潟市北区内島見８０９ 髙口　和則 製造業 https://www.takaguchi-m.com/

田中産業株式会社 新潟県上越市土橋１９２８ 田中　利之 建設業 http://www.tanakaind.co.jp/

中越運送株式会社 新潟県新潟市中央区美咲町１―２３―２６ 小林　和男 運輸業、郵便業 http://www.chuetsu-group.co.jp/

ツインバード工業株式会社 新潟県燕市吉田西太田字潟向２０８４－２ 野水　重明 製造業 https://www.twinbird.jp

ツバメロジス株式会社 新潟県燕市大関３５３ 山田　貢市 運輸業、郵便業 http://l-tsubame.com/

https://www.kyoritsu-press.com/
http://www.befco.jp/
http://www.saikawa.co.jp/
http://www.shigeru-k.co.jp/
http://www.shoei-p.jp/
http://www.jev.joemate.co.jp/
http://www.shin-works.co.jp/
http://www.shinwasokutei.co.jp/
http://tonton-seida.co.jp/index.html
http://www.seiwamold.jp/
http://www.sekiya-eco.com/
http://www.issoku.jp/
https://www.takaguchi-m.com/
http://www.tanakaind.co.jp/
http://www.chuetsu-group.co.jp/
https://www.twinbird.jp/
http://l-tsubame.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社テック長沢 新潟県柏崎市藤井１３５８－４ 長澤　智信 製造業 http://www.tec-naga.com/

藤次郎株式会社 新潟県燕市物流センタ－１－１３ 藤田　進 製造業 http://tojiro.net

新潟アライ株式会社 新潟県十日町市明石町５ 伊藤　衛佐 製造業 https://niigata-arai.jimdo.com/

新潟配電工事株式会社 新潟県新潟市江南区城所１―１０―６ 倉嶋　勝廣 建設業 http://nigatahaidenkoji.hp.gogo.jp/pc/

株式会社新潟プロバスケットボール 新潟県長岡市城内町２－５－３　樋熊ビル３階 小菅　学
生活関連サービス業、
娯楽業

https://www.albirex.com/

にいがた雪室ブランド事業協同組合
新潟県新潟市中央区女池神明　３－４－９（株式
会社アドハウスパブリック内）

佐藤　健之
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.yukimuroya.jp

日鉄住金工材株式会社 新潟県上越市川原町１０－２９ 石川　昌弘 製造業 http://www.nsz.co.jp/

日東アリマン株式会社 新潟県新発田市岡田１５７８－４ 齋藤　弥寿夫 製造業
http://www.nittobest.co.jp/company/office/factory/nitt
o-ariman.html

日本ベアリング株式会社 新潟県小千谷市千谷甲２８３３ 山﨑　亨 製造業 http://www.nb-linear.co.jp/

株式会社野島製作所 新潟県三条市三柳１３－１ 柴澤　敏行 製造業 http://www.puppy-nojima.jp

株式会社ハーモニック 新潟県三条市北入蔵３―１０―２０ 柄沢　利文 卸売業、小売業 http://www.harmonick.co.jp/

株式会社バイオテックジャパン 新潟県阿賀野市勝屋字横道下９１８－１１２ 江川　清貞 製造業 http://www.biotechjapan.co.jp/

株式会社ＢＳＮアイネット 新潟県新潟市中央区米山２－５－１ 梅津　雅之 情報通信業 https://www.bsnnet.co.jp/

株式会社廣瀬 新潟県新潟市西区善久８２３ 廣瀬　徳男 建設業 http://www.n-hirose.co.jp/

株式会社マルト長谷川工作所 新潟県三条市土場１６－１ 長谷川　直哉 製造業 https://www.keiba-tool.com

三星工業株式会社 新潟県上越市柿崎区法音寺３４５ 森本　富治 製造業 https://www.mitsuboshi-k.co.jp

株式会社宮野食品工業所 新潟県新発田市中田町３－１２９７－１ 宮野　紳一朗 製造業 http://www.miyano-mame.jp

http://www.tec-naga.com/
http://tojiro.net/
https://niigata-arai.jimdo.com/
http://nigatahaidenkoji.hp.gogo.jp/pc/
https://www.albirex.com/
http://www.yukimuroya.jp/
http://www.nsz.co.jp/
http://www.nittobest.co.jp/company/office/factory/nitto-ariman.html
http://www.nittobest.co.jp/company/office/factory/nitto-ariman.html
http://www.nb-linear.co.jp/
http://www.puppy-nojima.jp/
http://www.harmonick.co.jp/
http://www.biotechjapan.co.jp/
https://www.bsnnet.co.jp/
http://www.n-hirose.co.jp/
https://www.keiba-tool.com/
https://www.mitsuboshi-k.co.jp/
http://www.miyano-mame.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

明和工業株式会社 新潟県新潟市西蒲区打越１３５―１ 関根　壮至 製造業 http://www.meiwajp.com

株式会社山之内製作所 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－８－１８ 山内　慶次郎 製造業 http://www.ysec.jp/

吉田金属工業株式会社 新潟県燕市吉田西太田２０７８－３ 渡邉　正人 製造業 https://www.yoshikin.co.jp/jp/

http://www.meiwajp.com/
http://www.ysec.jp/
https://www.yoshikin.co.jp/jp/
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富山県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

ウッドリンク株式会社 富山県射水市寺塚原４１５ 原野　剛行 製造業 http://www.woodlink.co.jp/

株式会社カイスイマレン 富山県高岡市吉久１－２－４８ 能松　豊 製造業 http://www.kaisuimaren.co.jp/

協和マシン株式会社 富山県高岡市戸出春日７９５ 吉田　保雄 製造業 http://www.kyowam.co.jp

コンチネンタル株式会社 富山県富山市水橋沖１７２ 岡田　幸雄 製造業 https://www.continental-ltd.com/

三晶エムイーシー株式会社 富山県滑川市中新１０２９―１ 今家　英明 製造業 http://sansho-mec.co.jp

塩谷建設株式会社 富山県高岡市石瀬６－１ 塩谷　洋平 建設業 http://www.shiotani.co.jp/

株式会社シキノハイテック 富山県魚津市吉島８２９ 浜田　満広 製造業 https://www.shikino.co.jp/

新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市３２４ 布目　荘太 製造業 http://www.shinshin-yakuhin.co.jp

大栄建材株式会社 富山県射水市北高木１０５ 林　和彦 製造業 http://www.daieikenzai.com

株式会社タカギセイコー 富山県高岡市二塚３２２－３ 八十島　清吉 製造業 http://www.takagi-seiko.co.jp/

タカノギケン株式会社 富山県富山市八尾町石戸字浄円６２３－１ 髙野　惠子 製造業 http://www.takanogiken.co.jp

立山化成株式会社 富山県射水市大江１１３３ 片口　真 製造業 http://www.tateyamakasei.com

立山マシン株式会社 富山県富山市下番３０ 宮野　兼美 製造業 https://www.tateyama.jp/ma/index.html

テイカ製薬株式会社 富山県富山市荒川１－３－２７ 松井　竹史 製造業 http://www.teika.co.jp

有限会社テー・シー・富山 富山県中新川郡立山町五郎丸７３－１ 舟戸　公明 製造業 http://tctoyama.com

戸出化成株式会社 富山県高岡市戸出西部金屋４１４ 高畑　敏夫 製造業 http://h-tkc.co.jp/

http://www.woodlink.co.jp/
http://www.kaisuimaren.co.jp/
http://www.kyowam.co.jp/
https://www.continental-ltd.com/
http://sansho-mec.co.jp/
http://www.shiotani.co.jp/
https://www.shikino.co.jp/
http://www.shinshin-yakuhin.co.jp/
http://www.daieikenzai.com/
http://www.takagi-seiko.co.jp/
http://www.takanogiken.co.jp/
http://www.tateyamakasei.com/
https://www.tateyama.jp/ma/index.html
http://www.teika.co.jp/
http://tctoyama.com/
http://h-tkc.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

南陽吉久株式会社 富山県高岡市能町７５０ 中村　正治 卸売業、小売業 http://ny.sunnylive.jp

株式会社日本オープンシステムズ 富山県富山市上本町３―１６　上本町ビル７階 大蔵　政明 情報通信業 http://www.jops.co.jp

バイホロン株式会社 富山県富山市南央３７－１０ 高田　浩 製造業 https://www.biholon.co.jp

阪神化成工業株式会社 富山県富山市小中１６３ 高田　順一 製造業 http://www.hansin.co.jp

ファインテック株式会社 富山県富山市婦中町持田３１６－１ 鈴木　聡 製造業 https://www.finetec.co.jp/

ファインネクス株式会社 富山県中新川郡舟橋村舟橋４１５ 松田　竜彦 製造業 http://www.finecs.co.jp

北星ゴム工業株式会社 富山県黒部市岡３６２―１４ 米屋　慎一 製造業 http://www.hokusay-rubber.co.jp

北陸アルミニウム株式会社 富山県高岡市笹川２２６５ 荒井　毅 製造業 https://hokua.com/

前田薬品工業株式会社 富山県富山市向新庄町１－１８－４７ 前田　大介 製造業 http://www.maeda-ph.co.jp

株式会社ミズノマシナリー 富山県富山市婦中町板倉５１３－４ 水野　文政 製造業 http://www.mizuno-machinery.co.jp/index.html

株式会社松村精型 富山県高岡市長慶寺８０５ 松村　浩史 製造業 http://www.matsump.com/

明治薬品株式会社 富山県富山市三郷６ 石坂　俊光 製造業 http://www.meijiyakuhin.co.jp

株式会社ユニゾーン 富山県富山市綾田町１―９―３８ 梅田　雄一朗 製造業 http://www.unizone.co.jp

米原商事株式会社 富山県砺波市栄町６－２７ 内記　正弘 不動産業、物品賃貸業 https://www.yonehara.co.jp/

株式会社ランブール 富山県小矢部市名畑５３－５ 鴨島　榮治 製造業 https://www.ranbuhl.co.jp

http://ny.sunnylive.jp/
http://www.jops.co.jp/
https://www.biholon.co.jp/
http://www.hansin.co.jp/
https://www.finetec.co.jp/
http://www.finecs.co.jp/
http://www.hokusay-rubber.co.jp/
https://hokua.com/
http://www.maeda-ph.co.jp/
http://www.mizuno-machinery.co.jp/index.html
http://www.matsump.com/
http://www.meijiyakuhin.co.jp/
http://www.unizone.co.jp/
https://www.yonehara.co.jp/
https://www.ranbuhl.co.jp/
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石川県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイデン 石川県金沢市かたつ３ 池内　保朗 製造業 http://www.ai-den.jp

池田建設工業株式会社 石川県羽咋郡志賀町清水今江ル１９―２ 池田　政基 建設業 https://ikeda-kk.jp/

岩本工業株式会社 石川県白山市五歩市町４４６ 岩本　博之 製造業 http://www.iwmt-kg.co.jp/

株式会社エリオ 石川県加賀市宇谷町ヤ１―４６ 佐野　晃一 製造業 http://www.erio.co.jp

株式会社オンワード技研 石川県能美市吉原町ワ１３ 川畠　丈志 製造業 http://www.onwardgiken.jp/

株式会社加賀屋 石川県七尾市和倉町ヨ部８０ 小田　與之彦
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.kagaya.co.jp

数馬酒造株式会社 石川県鳳珠郡能登町宇出津へ３６ 数馬　嘉一郎 製造業 http://chikuha.co.jp

技研株式会社 石川県能美市下清水町３－２ 向　一雄 製造業 http://www.giken-jpn.com/

株式会社共和工業所 石川県小松市工業団地１―５７ 山口　真輝 製造業 https://www.kyowakogyosyo.co.jp/

株式会社金太 石川県金沢市泉本町５―６１ 南　志郎 卸売業、小売業 http://www.kk-kinta.co.jp/

株式会社ジェスクホリウチ 石川県金沢市泉３―１―６ 今井　秀夫 卸売業、小売業 http://www.jesk.co.jp/

昭和精工株式会社 石川県白山市湊町レ４８－９ 山田　律郎 製造業 http://www.showaseiko.co.jp/

株式会社高井製作所 石川県野々市市稲荷１－１ 高井　東一朗 製造業 http://www.takaitofu.com/

高桑美術印刷株式会社 石川県金沢市泉本町５－２０ 高桑　悟史 製造業 https://takakuwa.wave.jp/

東亜電機工業株式会社 石川県金沢市増泉２―１８―１５ 安井　大輔 製造業 http://www.toa-ele.co.jp/

土肥研磨工業株式会社 石川県白山市横江町１４７７ 土肥　志朗 製造業 http://www.dohi.co.jp/

http://www.ai-den.jp/
https://ikeda-kk.jp/
http://www.iwmt-kg.co.jp/
http://www.erio.co.jp/
http://www.onwardgiken.jp/
http://www.kagaya.co.jp/
http://chikuha.co.jp/
http://www.giken-jpn.com/
https://www.kyowakogyosyo.co.jp/
http://www.kk-kinta.co.jp/
http://www.jesk.co.jp/
http://www.showaseiko.co.jp/
http://www.takaitofu.com/
https://takakuwa.wave.jp/
http://www.toa-ele.co.jp/
http://www.dohi.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社日本パーツセンター 石川県金沢市湊３－１２－３ 中田　誠一郎 製造業 http://www.n-parts.jp

根上工業株式会社 石川県能美市道林町ロ２２ 菅野　俊司 製造業 http://www.negamikogyo.co.jp/

株式会社ノトアロイ 石川県羽咋郡志賀町若葉台２６ 宗行　伸一郎 製造業 http://www.notoalloy.co.jp

株式会社ポーラスター 石川県白山市木津町１６１３ 石野　祐次 製造業 http://www.polar-star.co.jp/

株式会社大和 石川県小松市串町３５－１７ 津田　隆太郎 製造業 http://food-yamato.co.jp/index.html

ユニベール株式会社 石川県金沢市湊１－１５－２ 山田　修平 卸売業、小売業 http://www.univers-kys.co.jp/

http://www.n-parts.jp/
http://www.negamikogyo.co.jp/
http://www.notoalloy.co.jp/
http://www.polar-star.co.jp/
http://food-yamato.co.jp/index.html
http://www.univers-kys.co.jp/
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福井県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

イーゲート株式会社 福井県福井市川合鷲塚町４０－１０ 野坂　鐵郎 製造業 http://www.e-gate.global

株式会社ウエキグミ 福井県越前市府中三丁目府中３－９－１ 上木　雅晴 建設業 http://www.uekigumi.com

株式会社奥井海生堂 福井県敦賀市神楽町１－４－１０ 奥井　隆 卸売業、小売業 http://www.konbu.co.jp

株式会社カズマ 福井県福井市八重巻町１０５ 数馬　奈穂子 製造業 http://e-kazuma.jp

金子眼鏡株式会社 福井県鯖江市吉江町７１２―２ 金子　真也 卸売業、小売業 http://www.kaneko-optical.co.jp/

上中化学株式会社 福井県三方上中郡若狭町玉置５１―２０ 佐藤　勝彦 製造業 http://www.kaminaka-kagaku.co.jp

技建工業株式会社 福井県福井市手寄１―１７―１３ 上田　祐広 建設業 http://www.giken-corp.co.jp/

キョーセー株式会社 福井県越前市妙法寺町２９－２ 春田　憲一 製造業 http://www.kiosei.co.jp

ケイ・エス・ティ・ワールド株式会社 福井県福井市下六条町１３－２３ 川﨑　正寛 製造業 http://www.kstworld.co.jp

サニーマート株式会社 福井県大飯郡高浜町宮崎８６－５－１ 高田　明 卸売業、小売業 https://sunnymart-wakasa.com

株式会社鯖江工業所 福井県鯖江市下野田町２６―１―１ 宇野　伸彦 製造業 http://www.sabako.jp/

鯖江精機株式会社 福井県丹生郡越前町気比庄２２－８ 浅井　滋 製造業 http://www.sabaeseiki.jp/

ジェイ・エス株式会社 福井県福井市問屋町１－２０４ 溜北　雅隆 製造業 -

株式会社下村漆器店 福井県鯖江市片山町８－７ 下村　昭夫 製造業 http://www.shimomurashikki.co.jp

株式会社ジャクエツ 福井県敦賀市若葉町２－１７７０ 徳本　達郎 卸売業、小売業 https://www.jakuetsu.co.jp

ジャパン・ポリマーク株式会社 福井県福井市清水杉谷町４５－３００ 久保　浩章 製造業 http://www.polymark.co.jp/

http://www.e-gate.global/
http://www.uekigumi.com/
http://www.konbu.co.jp/
http://e-kazuma.jp/
http://www.kaneko-optical.co.jp/
http://www.kaminaka-kagaku.co.jp/
http://www.giken-corp.co.jp/
http://www.kiosei.co.jp/
http://www.kstworld.co.jp/
https://sunnymart-wakasa.com/
http://www.sabako.jp/
http://www.sabaeseiki.jp/
http://www.shimomurashikki.co.jp/
https://www.jakuetsu.co.jp/
http://www.polymark.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

大日メタックス株式会社 福井県福井市森行町２－５ 加藤　邦夫 製造業 http://www.dainichimetax.co.jp

東工シャッター株式会社 福井県鯖江市熊田町１－１００ 佐々木　知也 製造業 https://www.toko-ss.co.jp/

トーヨーマシックス株式会社 福井県福井市下江守町５４－２－２５ 竹内　秀和 製造業 -

株式会社TOP 福井県越前市今宿町２０－１ 山本　惠一 製造業 http://www.top-corp.jp/index.html

株式会社日本エー・エム・シー 福井県福井市市波町１３－８ 山口　康生 製造業 https://www.j-amc.co.jp/

株式会社日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 有馬　浩史 建設業 https://nipponps.co.jp/

株式会社ネスティ 福井県福井市羽水２－４０２ 進藤　哲次 情報通信業 http://www.nesty-g.co.jp/

浜本テクニカル株式会社 福井県鯖江市神中町２―５０１―３０ 浜本　将成 製造業 http://www.hamatec.co.jp/

有限会社平田木材店 福井県大飯郡高浜町和田１－２８ 平田　寛明 製造業 https:/www.hirata-wood.co.jp

株式会社ふじや食品 福井県越前市矢船町１－７－１ 白崎　弘康 製造業 http://www.fuziya-food.co.jp/

株式会社ホクコン 福井県福井市今市町６６－２０－２ 花村　進治 製造業 https://www.hokukon.co.jp

株式会社ホクシン 福井県福井市経田１―１０４ 前野　光正 卸売業、小売業 https://www.hokusin-web.co.jp/

北陸トラック運送株式会社 福井県福井市上細江町２０―１ 水島　正芳 運輸業、郵便業 http://hokutora.co.jp

株式会社松浦機械製作所 福井県福井市漆原町１－１ 松浦　勝俊 製造業 http://www.matsuura.co.jp

村中建設株式会社 福井県福井市日之出３―２―１ 村中　昌弘 建設業 http://www.muranaka-g.co.jp

安田蒲鉾株式会社 福井県福井市高柳１－２５１２ 安田　泰三 製造業 http://www.yasuda-kamaboko.com/

山田技研株式会社 福井県福井市花堂南２－５－１２ 山田　忠幸 製造業 http://www.yamada-giken.co.jp/

http://www.dainichimetax.co.jp/
https://www.toko-ss.co.jp/
http://www.top-corp.jp/index.html
https://www.j-amc.co.jp/
https://nipponps.co.jp/
http://www.nesty-g.co.jp/
http://www.hamatec.co.jp/
http://www.fuziya-food.co.jp/
https://www.hokukon.co.jp/
https://www.hokusin-web.co.jp/
http://hokutora.co.jp/
http://www.matsuura.co.jp/
http://www.muranaka-g.co.jp/
http://www.yasuda-kamaboko.com/
http://www.yamada-giken.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社龍泉刃物 福井県越前市池ノ上町４９－１－５ 増谷　浩司 製造業 http://www.ryusen-hamono.com

http://www.ryusen-hamono.com/
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山梨県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

雨宮工業株式会社 山梨県甲府市荒川２―６―４２ 雨宮　正 建設業 http://www.amemiya-kogyo.co.jp/

飯田鉄工株式会社 山梨県笛吹市境川町石橋１３１４ 飯田　康雄 製造業 http://www.iida-tekko.co.jp

株式会社石山 東京都墨田区菊川２－１３－９ 石山　和夫 製造業 http://ishiyamapack.co.jp/company/outline.html

株式会社ＡＳフーズ 山梨県中央市一町畑１０８５－６ 小田切　一哉 製造業 http://www.as-foods.jp/

株式会社塩山製作所 山梨県甲州市塩山下於曽２７６ 松坂　浩志 製造業 http://www.enzan.com/

オオタ総合食品株式会社 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１７４１－１ 多田　勝 卸売業、小売業 http://www.smile-ohta.jp/

株式会社角屋ハウジング 山梨県上野原市上野原２６ 秦　孝延 不動産業、物品賃貸業 http://kadoya-group.co.jp/

株式会社桔梗屋 山梨県笛吹市一宮町坪井１９２８ 中丸　輝江 製造業 http://www.kikyouya.co.jp

旭陽電気株式会社 山梨県韮崎市神山町鍋山３００ 金山　光雄 製造業 http://www.kyokuyo-e.co.jp

金精軒製菓株式会社 山梨県北杜市白州町台ケ原２２１１ 小野　光一 製造業 https://kinseiken.co.jp

株式会社クスリのサンロード 山梨県甲府市後屋町４５２ 樋口　俊英 卸売業、小売業 http://www.kusurinosunroad.com

クラウンファスナー株式会社
埼玉県志木市上宗岡４－７－３１（クラウン精密
工業㈱内）

望月　厚志 製造業 http://www.crown-f.co.jp

株式会社ＫＦＫファクトリー 山梨県笛吹市八代町南２４９－１２ 川口　正人 製造業 -

株式会社光・彩 山梨県甲斐市竜地３０４９ 深沢　栄二 製造業 http://www.kohsai-qq.co.jp

株式会社光電製作所 山梨県上野原市上野原５２７８ 加藤　毅 製造業 https://www.koden-electronics.co.jp/

株式会社サン．フーズ 山梨県甲州市塩山熊野１２０５－１ 田中　良治 製造業 https://sanfoodskumano.jp/

http://www.amemiya-kogyo.co.jp/
http://www.iida-tekko.co.jp/
http://ishiyamapack.co.jp/company/outline.html
http://www.as-foods.jp/
http://www.enzan.com/
http://www.smile-ohta.jp/
http://kadoya-group.co.jp/
http://www.kikyouya.co.jp/
http://www.kyokuyo-e.co.jp/
https://kinseiken.co.jp/
http://www.kusurinosunroad.com/
http://www.crown-f.co.jp/
http://www.kohsai-qq.co.jp/
https://www.koden-electronics.co.jp/
https://sanfoodskumano.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社信和 山梨県韮崎市穂坂町三ツ澤７７５―３ 濵上　森孝 製造業 http://al-shinwa.jp

株式会社タンザワ 山梨県甲府市朝気１－１－４ 丹沢　大一 卸売業、小売業 http://www.tanzawa-net.co.jp/

株式会社電溶工業 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１６４８－５ 中村　章男 製造業 http://denyojp.com/

株式会社中家製作所 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居１６４１－８ 望月　英昭 製造業 http://www.nakayass.co.jp/

芙蓉実業株式会社 山梨県富士吉田市上吉田東３－１１－１４ 山下　佐一郎 建設業 http://www.fuyouj.jp

株式会社プログレス 山梨県都留市小野２６０ 西村　央 製造業 http://www.progress-dc.com

株式会社ＹＳＫｅ－ｃｏｍ 山梨県甲府市湯田１―１３―２ 飯室　元邦 情報通信業 http://www.ysk.co.jp

http://al-shinwa.jp/
http://www.tanzawa-net.co.jp/
http://denyojp.com/
http://www.nakayass.co.jp/
http://www.fuyouj.jp/
http://www.progress-dc.com/
http://www.ysk.co.jp/
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長野県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

アスザック株式会社 長野県上高井郡高山村大字中山９８１ 久保　正直 製造業 http://www.asuzac.co.jp/

株式会社アルプス 長野県塩尻市塩尻町２６０ 矢ヶ崎　学 製造業 https://alpswine.com

カイシン工業株式会社 長野県長野市大字下駒沢８００－１０ 堀　豊 製造業 http://kaisin-g.com/

株式会社カウベルエンジニアリング 長野県佐久市長土呂１７３９－１ 坂川　和志 製造業 http://www.cowbell.co.jp

加賀ワークス株式会社 長野県飯田市下殿岡７３３－１ 溝口　治 製造業 -

株式会社カクイチ 長野県長野市鶴賀緑町１４１５ 田中　離有 製造業 http://www.kaku-ichi.co.jp

株式会社共進 長野県諏訪市中洲４６５０ 五味　武嗣 製造業 http://www.kyoshin-h.com/

神稲建設株式会社 長野県飯田市主税町１８ 福澤　栄夫 建設業 https://www.kumashiro.co.jp

株式会社小松精機工作所 長野県諏訪市大字四賀９４２－２ 小松　滋 製造業 http://www.komatsuseiki.co.jp/

三和ロボティクス株式会社 長野県飯田市川路７５７６－３ 沢　宏宣 製造業 https://sanwa-robotics.co.jp/index.html

シナノケンシ株式会社 長野県上田市上丸子１０７８ 金子　元昭 製造業 http://www.shinanokenshi.com

株式会社スドージャム 長野県松本市大字笹賀５９５８ 須藤　尚孝 製造業 http://www.sudo-jam.co.jp/

株式会社ダイシン 長野県塩尻市片丘今泉９８２８－１５ 古田　光 製造業 http://www.kdaishin.com

株式会社ダイヤ精機製作所 長野県岡谷市長地片間町１－４－２０ 小口　裕司 製造業 http://www.daiya.co.jp/

太陽工業株式会社 長野県諏訪市四賀１０７ 小平　直史 製造業 http://www.taiyo-ind.co.jp/

株式会社都筑製作所 長野県埴科郡坂城町大字坂城６６４９－１ 栗田　有樹 製造業 http://www.tsuzuki-mfg.co.jp/

http://www.asuzac.co.jp/
https://alpswine.com/
http://kaisin-g.com/
http://www.cowbell.co.jp/
http://www.kaku-ichi.co.jp/
http://www.kyoshin-h.com/
https://www.kumashiro.co.jp/
http://www.komatsuseiki.co.jp/
https://sanwa-robotics.co.jp/index.html
http://www.shinanokenshi.com/
http://www.sudo-jam.co.jp/
http://www.kdaishin.com/
http://www.daiya.co.jp/
http://www.taiyo-ind.co.jp/
http://www.tsuzuki-mfg.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ツルヤ 長野県小諸市御幸町２―１―２０ 掛川　健三 卸売業、小売業 https://www.tsuruya-corp.co.jp/

株式会社デリカ 長野県松本市和田５５１１－１１ 金子　孝彦 製造業 http://www.delica-kk.co.jp/

登喜和冷凍食品株式会社 長野県伊那市西町５０５７ 登内　英雄 製造業 http://www.tsuruhabutae.co.jp/

直富商事株式会社 長野県長野市大豆島３３９７―６ 木下　繁夫
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.naotomi.co.jp/

長野興農株式会社 長野県長野市青木島町綱島７６５―２ 塩入　敏夫 製造業 https://www.naganokono.co.jp/

長野鍛工株式会社 長野県長野市大字穂保字中之配２９１－１ 中村　千夏 製造業 http://www.nagatan.co.jp/

株式会社南信精機製作所 長野県上伊那郡飯島町七久保８１５ 片桐　良晃 製造業 http://www.nanshinss.co.jp/

NiKKiFron株式会社 長野県長野市穂保４０９－２ 春日　孝之 製造業 http://www.nikkifron.com

日穀製粉株式会社 長野県長野市南千歳１－１６－２ 小山　紀雄 製造業 https://www.nikkoku.co.jp/

ハナマルキ株式会社 長野県伊那市西箕輪２７０１ 花岡　俊夫 製造業 http://www.hanamaruki.co.jp

ひかり味噌株式会社 長野県諏訪郡下諏訪町４８４８－１ 林　善博 製造業 https://www.hikarimiso.co.jp/

株式会社平出精密 長野県岡谷市今井１６８０－１ 平出　正彦 製造業 http://www.hiraide.co.jp

株式会社マツザワ 長野県下伊那郡高森町下市田３１２３ 松澤　徹 卸売業、小売業 http://www.matsuzawa.gr.jp/

株式会社松本山雅 長野県松本市並柳１－１０－２０ 神田　文之
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.yamaga-fc.com/

松山株式会社 長野県上田市塩川５１５５ 松山　信久 製造業 https://www.niplo.co.jp/

株式会社丸眞製作所 長野県岡谷市１００１６－４７１ 髙木　克彦 製造業 http://www.marushinss.co.jp/

マルヤス機械株式会社 長野県岡谷市成田町２－１１－６ 林　広一郎 製造業 http://www.maruyasukikai.co.jp/

https://www.tsuruya-corp.co.jp/
http://www.delica-kk.co.jp/
http://www.tsuruhabutae.co.jp/
http://www.naotomi.co.jp/
https://www.naganokono.co.jp/
http://www.nagatan.co.jp/
http://www.nanshinss.co.jp/
http://www.nikkifron.com/
https://www.nikkoku.co.jp/
http://www.hanamaruki.co.jp/
https://www.hikarimiso.co.jp/
http://www.hiraide.co.jp/
http://www.matsuzawa.gr.jp/
http://www.yamaga-fc.com/
https://www.niplo.co.jp/
http://www.marushinss.co.jp/
http://www.maruyasukikai.co.jp/
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株式会社ミクロ発條 長野県諏訪市小和田南２２－６ 小島　拓也 製造業 http://www.mikuro-spring.com

宮坂ゴム株式会社 長野県茅野市豊平５３５０ 宮坂　孝雄 製造業 http://www.miyasaka.co.jp

宮下製氷冷蔵株式会社 長野県飯田市松尾代田９００ 宮下　茂樹 製造業 http://www.m-ice.co.jp/

株式会社みやま 長野県茅野市ちの１７６－５ 百瀬　真希 製造業 http://www.miyama-gr.co.jp/company/

ミヤマ精工株式会社 長野県千曲市雨宮２３５８－１ 南澤　文明 製造業 http://www.miyamask.co.jp

株式会社山崎屋木工製作所 長野県千曲市大字小島２８１７ 山﨑　慎一郎 製造業 http://www.yamazakiyamokko.co.jp/

株式会社綿谷製作所 長野県上田市上丸子１０８２ 綿谷　憲一 製造業 http://www.wataya-co.jp

http://www.mikuro-spring.com/
http://www.miyasaka.co.jp/
http://www.m-ice.co.jp/
http://www.miyama-gr.co.jp/company/
http://www.miyamask.co.jp/
http://www.yamazakiyamokko.co.jp/
http://www.wataya-co.jp/
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岐阜県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

旭金属工業株式会社
京都府京都市上京区下立売通智恵光院西入下
ル丸屋町５０３

山中　泰宏 製造業 http://www.akg.co.jp

アラフカゴム工業株式会社 岐阜県山県市岩佐８８８ 荒深　喜晴 製造業 http://www.agk-rubber.co.jp/

イビデン物産株式会社 岐阜県本巣市有里３３９ 匂坂　克巳 製造業 http://www.ibiden-bussan.co.jp/index.html

株式会社打江精機 岐阜県高山市匠ケ丘町２３９－１ 打江　信夫 製造業 http://www.utsue.co.jp

株式会社エヌ・エス・ピー 岐阜県中津川市苗木９１６７ 鈴木　欣也 卸売業，小売業 http://www.kknsp.jp/

株式会社エヌビーシー 岐阜県大垣市世安町４－３１ 日比　利雄 製造業 http://www.nbc-corp.co.jp/

カーボンファイバーリサイクル工業株
式会社

岐阜県可児郡御嵩町御嵩２１９３－１０２ 板津　秀人 製造業 http://cfri.co.jp/

柏木工株式会社 岐阜県高山市上岡本町１－２６０ 関　道朗 製造業 http://www.kashiwa.gr.jp

株式会社岐阜多田精機 岐阜県岐阜市東改田字鶴田９３ 多田　憲生 製造業 http://www.tada.co.jp/

株式会社コラント 岐阜県羽島市上中町長間１８８１ 堀　雅利 卸売業，小売業 https://valentijapan.com/

三甲株式会社 岐阜県瑞穂市本田４７４－１ 後藤　利彦 製造業 http://www.sanko-kk.co.jp

昭和コンクリート工業株式会社 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 村瀬　大一郎 製造業 http://www.showa-con.co.jp

新日本金属工業株式会社 岐阜県岐阜市矢倉町１ 後藤　浩 製造業 http://www.shinnihon-kinzoku.co.jp/

関ヶ原石材株式会社 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原２６８２ 矢橋　達郎 建設業 http://www.sekistone.com/

ダイキャスト東和産業株式会社 岐阜県多治見市京町１－２５ 松尾　精介 製造業 http://www.dc-towa.com/

太平洋精工株式会社 岐阜県大垣市桧町４５０ 小川　貴久 製造業 https://www.pecj.co.jp/

http://www.akg.co.jp/
http://www.agk-rubber.co.jp/
http://www.ibiden-bussan.co.jp/index.html
http://www.utsue.co.jp/
http://www.kknsp.jp/
http://www.nbc-corp.co.jp/
http://cfri.co.jp/
http://www.kashiwa.gr.jp/
http://www.tada.co.jp/
https://valentijapan.com/
http://www.sanko-kk.co.jp/
http://www.showa-con.co.jp/
http://www.shinnihon-kinzoku.co.jp/
http://www.sekistone.com/
http://www.dc-towa.com/
https://www.pecj.co.jp/
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太陽社電気株式会社 岐阜県多治見市小田町６－１ 桑原　雅之 製造業 http://www.taiyoshadenki.co.jp

タニカ電器株式会社 岐阜県多治見市上野町５－５ 谷口　幸子 製造業 https://tanica.jp/

トーカイフーズ株式会社 岐阜県羽島市江吉良町２１９７ 松尾　隆之
宿泊業，飲食サービス
業

https://www.tokai-corp.com/food/foodscontents/

株式会社中島窯業 岐阜県多治見市笠原町４０２４－２６ 中島　廣明 製造業 http://www.e-naka.net/

株式会社ナガセインテグレックス 岐阜県関市武芸川町跡部１３３３－１ 長瀬　幸泰 製造業 http://nagase-i.jp/

日幸製菓株式会社 岐阜県各務原市那加山崎町４１ 可児　直往 製造業 http://nikkoh-web.com

長谷虎紡績株式会社 岐阜県羽島市江吉良町１９７－１ 長谷　和治 製造業 http://www.hasetora.co.jp

飛騨産業株式会社 岐阜県高山市漆垣内町３１８０ 岡田　贊三 製造業  http://www.kitutuki.co.jp/

福寿工業株式会社 岐阜県羽島市小熊町西小熊４００５ 高木　豊 製造業 http://www.fukujukk.co.jp

有限会社舩坂酒造店 岐阜県高山市上三之町１０５ 有巣　弘城 製造業 http://www.funasaka-shuzo.co.jp

株式会社文溪堂 岐阜県羽島市江吉良町江中７－１ 水谷　泰三 情報通信業 http://www.bunkei.co.jp/

株式会社水生活製作所 岐阜県山県市東深瀬９４－２ 早川　徹 製造業 https://www.mizsei.co.jp/

ヤマガタヤ産業株式会社 岐阜県羽島郡岐南町みやまち１－３ 吉田　芳治 卸売業，小売業 http://www.ymg-s.co.jp/

株式会社山本製作所 岐阜県山県市岩佐１１３０－３ 山本　貴通 製造業 http://www.k-yyy.co.jp

ユニオン機工株式会社 岐阜県恵那市三郷町野井２１４７－４ 麦島　正一 製造業 http://www.union-kikou.co.jp

有限会社渡辺酒造店 岐阜県飛騨市古川町壱之町７－７ 渡邉　久憲 製造業 http://www.sake-hourai.co.jp/

http://www.taiyoshadenki.co.jp/
https://tanica.jp/
https://www.tokai-corp.com/food/foodscontents/
http://www.e-naka.net/
http://nagase-i.jp/
http://nikkoh-web.com/
http://www.hasetora.co.jp/
http://www.fukujukk.co.jp/
http://www.funasaka-shuzo.co.jp/
http://www.bunkei.co.jp/
https://www.mizsei.co.jp/
http://www.ymg-s.co.jp/
http://www.k-yyy.co.jp/
http://www.union-kikou.co.jp/
http://www.sake-hourai.co.jp/
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静岡県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

秋元水産株式会社 静岡県沼津市大塚３７－１ 秋元　一視 製造業 http://www.akimoto-suisan.co.jp

株式会社アツミテック 静岡県浜松市中区高丘西４－６－１ 鈴木　秀幸 製造業 http://www.atsumitec.co.jp/

株式会社イズラシ 静岡県沼津市大岡４０４４－２９ 堤　親朗 製造業 http://www.izurashi.co.jp/home.html

イデシギョー株式会社 静岡県富士市島田町２－１９８ 井出　芳則 製造業 http://www.ideshigyo.co.jp

株式会社大村総業 静岡県富士市蓼原４９－４ 等々力　けい子 運輸業、郵便業 http://www.ohmura-sogyo.com/

奥田精工株式会社 静岡県島田市神座２６２０－３ 奥田　新一 製造業 http://www.okuda-seiko.com/kaisyaannai.html

株式会社カクサ 静岡県静岡市清水区由比６７３－１ 笹間　崇久 製造業 https://www.kakusa.co.jp

神谷理研株式会社 静岡県浜松市東区上新屋町１５６ 神谷　文吾 製造業 https://www.kamiyariken.co.jp/

株式会社元気広場
静岡県静岡市葵区御幸町１１－３０　エクセルワ
－ド静岡ビル１４Ｆ

竹内　豪一 医療，福祉 http://www.genkihiroba.jp

五條製紙株式会社 静岡県富士市原田４５１－１ 川口　幸一郎 製造業 http://www.gojo.co.jp

サカイ産業株式会社 静岡県島田市細島１３４９－１ 酒井　昌浩 製造業 http://www.sakai-grp.co.jp/

佐々木製茶株式会社 静岡県掛川市上内田３５０ 佐々木　余志彦 製造業 https://sasaki-seicha.net/

沢根スプリング株式会社 静岡県浜松市南区小沢渡町１３５６ 沢根　孝佳 製造業 https://www.sawane.co.jp

サンコー精産株式会社 静岡県牧之原市白井６２２－１４ 山本　晃 製造業 http://www.sanko-ss.com/

三明機工株式会社 静岡県静岡市清水区袖師町９４０ 久保田　和雄 製造業 http://www.sanmei-kikou.co.jp

静パック有限会社 静岡県静岡市駿河区７１３ 佐野　智紀 分類不能の産業 http://shizupack.jp

http://www.akimoto-suisan.co.jp/
http://www.atsumitec.co.jp/
http://www.izurashi.co.jp/home.html
http://www.ideshigyo.co.jp/
http://www.ohmura-sogyo.com/
http://www.okuda-seiko.com/kaisyaannai.html
https://www.kakusa.co.jp/
https://www.kamiyariken.co.jp/
http://www.genkihiroba.jp/
http://www.gojo.co.jp/
http://www.sakai-grp.co.jp/
https://sasaki-seicha.net/
https://www.sawane.co.jp/
http://www.sanko-ss.com/
http://www.sanmei-kikou.co.jp/
http://shizupack.jp/
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株式会社ソミック石川 静岡県浜松市南区古川町５００ 石川　雅洋 製造業 http://www.somic.co.jp

第一工業株式会社 静岡県浜松市東区大島町９５５－９ 西野　信昭 製造業 http://www.daiichikogyo.co.jp

大興金属株式会社 静岡県浜松市東区天王町２０２５ 山本　慶輝 卸売業、小売業 http://www.taikokinzoku.co.jp

大昭和紙工産業株式会社 静岡県富士市依田橋６１－１ 齊藤　了介 製造業 http://www.daishowasiko.com

テクノコート株式会社 静岡県藤枝市仮宿１４５８－３ 青嶋　健太 製造業 http://www.technocoat.co.jp/

株式会社電業社機械製作所 静岡県三島市三好町３―２７ 土屋　忠博 製造業 http://www.dmw.co.jp/

土井製菓株式会社 静岡県沼津市足高２９２－２３ 土井　隆司 製造業 http://www.doi-seika.co.jp

東海カプセル株式会社 静岡県富士市久沢１６８ 若尾　文人 製造業 http://www.tokai-cap.co.jp

株式会社東平商会 静岡県駿東郡長泉町下土狩７２－１ 山本　雅弘 卸売業，小売業 http://www.tohey.co.jp/

株式会社トーヨーアサノ 静岡県沼津市原３１５―２ 植松　泰右 製造業 http://www.toyoasano.co.jp/

株式会社トライ・カンパニー
静岡県沼津市双葉町９－１１－４　沼津双葉テク
ノパ－ク

髙安　るみ子 製造業 http://www.trycompany.co.jp

トライ産業株式会社 静岡県静岡市清水区清開２－２－９ 石川　年生 卸売業，小売業 http://www.try-sangyou.co.jp/

永田部品製造株式会社 静岡県静岡市駿河区北丸子１－３１－５０ 永田　和久 製造業 http://www.nagatabuhin.co.jp

株式会社ナントー 静岡県沼津市宮本１７３ 石渡　暉夫 製造業 https://www.nantoh.jp

日研フード株式会社 静岡県袋井市春岡７２３－１ 越智　康倫 製造業 http://www.nikkenfoods.co.jp

ニットク株式会社 静岡県富士市今泉５１４－１ 井出　純一 製造業 http://www.nittoku-fuji.com/

日本オーガニック株式会社 静岡県静岡市葵区流通センタ－１１－１０ 水谷　久美子 農業，林業 http://www.nihon-organic.co.jp

http://www.somic.co.jp/
http://www.daiichikogyo.co.jp/
http://www.taikokinzoku.co.jp/
http://www.daishowasiko.com/
http://www.technocoat.co.jp/
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http://www.doi-seika.co.jp/
http://www.tokai-cap.co.jp/
http://www.tohey.co.jp/
http://www.toyoasano.co.jp/
http://www.trycompany.co.jp/
http://www.try-sangyou.co.jp/
http://www.nagatabuhin.co.jp/
https://www.nantoh.jp/
http://www.nikkenfoods.co.jp/
http://www.nittoku-fuji.com/
http://www.nihon-organic.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社日本設計工業 静岡県浜松市北区大原町５００ 名倉　慎太郎 製造業 http://www.nissetsuko.co.jp/

株式会社HappyQuality 静岡県袋井市広岡１０８７ 宮地　誠 卸売業，小売業 https://happy-quality.jp/

パルステック工業株式会社 静岡県浜松市北区細江町中川７０００－３５ 鈴木　幸博 製造業 https://www.pulstec.co.jp

株式会社万城食品 静岡県三島市八反畑１０３－１ 米山　一郎 製造業 http://www.banjo.co.jp

福一漁業株式会社 静岡県焼津市中港５－９－２５　太神ビル２階 近藤　一成 卸売業、小売業 http://fukuichi-world.jp/

株式会社富士セラミックス 静岡県富士宮市山宮２３２０－１１ 清治　裕 製造業 http://www.fujicera.co.jp

株式会社ブローチ研削工業所 静岡県浜松市北区大原町４１８－１ 小粥　隆太郎 製造業 http://www.bkk-hamamatsu.co.jp/

株式会社平成建設 静岡県沼津市大岡１５４０－１ 秋元　久雄 建設業 http://www.heiseikensetu.co.jp

増田工業株式会社 静岡県牧之原市波津１６８ 増田　貴士 製造業 http://www.masudakogyo.co.jp

丸一化成株式会社 静岡県沼津市桃里１２６－２ 坂倉　久慶 製造業 http://www.maruichikasei.co.jp

株式会社マルカイ 静岡県静岡市駿河区用宗５－２０－２０ 海野　光弘 製造業 http://marukai1.com/

株式会社マルハチ村松 静岡県焼津市城之腰６５－１ 村松　善八 製造業 http://www.08m.jp/

株式会社ミダック 静岡県浜松市東区有玉南町２１６３ 矢板橋　一志
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.midac.jp/

南富士株式会社 静岡県三島市萩６５－１ 杉山　定久 建設業 http://www.minamifuji.com/

株式会社村上開明堂 静岡県静岡市葵区伝馬町１１－５ 村上　太郎 製造業 http://www.murakami-kaimeido.co.jp/

株式会社メガネトップ
静岡県静岡市葵区伝馬町８－６　トップセンター
ビル

冨澤　昌宏 卸売業、小売業 http://www.meganetop.co.jp

株式会社ヤナギハラメカックス 静岡県榛原郡吉田町住吉１５４１ 柳原　一清 製造業 http://www.y-mechax.com
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http://www.08m.jp/
http://www.midac.jp/
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http://www.y-mechax.com/
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株式会社柳屋本店 静岡県焼津市東小川２－１－１０ 村松　康範 製造業 http://yanagiya.co.jp

ヨシコン株式会社 静岡県静岡市葵区常磐町１－４－１２ 吉田　立志 不動産業、物品賃貸業 http://www.yoshicon.co.jp/

株式会社吉村 東京都品川区戸越４－７－１５ 橋本　久美子 製造業 https://www.yoshimura-pack.co.jp/

株式会社ヨシモト印刷社 静岡県静岡市葵区安倍口新田３９３ 吉本　孝志 製造業 http://www.yoshimoto-p.jp/

http://yanagiya.co.jp/
http://www.yoshicon.co.jp/
https://www.yoshimura-pack.co.jp/
http://www.yoshimoto-p.jp/
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愛知県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

愛知ドビー株式会社 愛知県名古屋市中川区宗円町１－２８ 土方　邦裕 製造業 https://www.vermicular.jp/company/

株式会社青山製作所 愛知県丹羽郡大口町高橋１－８ 青山　幸義 製造業 http://www.asj-fasteners.co.jp/

アスカ株式会社 愛知県刈谷市一里山町東吹戸１１ 片山　義規 製造業 https://www.aska.co.jp

磯貝製作所株式会社 愛知県碧南市田尻町４－７０ 磯貝　暢宏 製造業 http://www.isogai-s.com

伊藤光学工業株式会社 愛知県蒲郡市宮成町３－１９ 伊藤　寛 製造業 http://www.itohopt.co.jp

株式会社ウォンツ 愛知県名古屋市中区栄３－１０－２２　東朋ビル 松下　剛幸
学術研究，専門・技術
サービス業

http://www.wantsinc.jp

株式会社エムエス製作所 愛知県清須市春日立作５４－２ 迫田　幸博 製造業 http://www.msgroup.co.jp

株式会社オティックス 愛知県西尾市中畑町浜田下１０ 小田井　博茂 製造業 http://www.otics.co.jp

カリツー株式会社 愛知県安城市三河安城町１―４―４ 加藤　正則 運輸業、郵便業 http://www.karitsu.co.jp/

株式会社カンドリ工業 愛知県額田郡幸田町大字深溝字松井８－１ 神取　勇 製造業 http://www.kandori.jp/

木下精密工業株式会社 愛知県名古屋市北区丸新町２０１ 木下　治彦 製造業 https://kinoshita-abc.jp

久野金属工業株式会社 愛知県名古屋市緑区野末町２０１ 久野　忠博 製造業 http://www.kunokin.com

株式会社興和工業所 愛知県名古屋市瑞穂区二野町２―２８ 六車　壽夫 製造業 http://www.at-kowa.co.jp/

毎味水産株式会社 愛知県西尾市一色町坂田新田沖向１０３－２ 藤井　崇悟 卸売業，小売業 http://kotomi-suisan.co.jp/

五洋ホールディングス株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅３―２８―１２　大名
古屋ビルヂング１８階

田村　淳 運輸業、郵便業 http://goyo-company.com/

株式会社三光製作所 愛知県あま市七宝町安松３－９ 奥村　清志 製造業 http://www.sankomfg.co.jp

https://www.vermicular.jp/company/
http://www.asj-fasteners.co.jp/
https://www.aska.co.jp/
http://www.isogai-s.com/
http://www.itohopt.co.jp/
http://www.wantsinc.jp/
http://www.msgroup.co.jp/
http://www.otics.co.jp/
http://www.karitsu.co.jp/
http://www.kandori.jp/
https://kinoshita-abc.jp/
http://www.kunokin.com/
http://www.at-kowa.co.jp/
http://kotomi-suisan.co.jp/
http://goyo-company.com/
http://www.sankomfg.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社三琇プレシジョン 愛知県高浜市稗田町４－１－５５ 岡本　徹 製造業 http://www.sansyu-pr.co.jp/jp/index.htm

柴田工業株式会社 愛知県西尾市下矢田町治部田１５－１ 柴田　高広 製造業 http://www.shibatakk.com

株式会社志水製作所 愛知県一宮市明地字南古城５－１ 志水　義幸 製造業 http://www.shimizu-seisakusyo.co.jp/

シヤチハタ株式会社 愛知県名古屋市西区天塚町４―６９ 舟橋　正剛 製造業 http://www.shachihata.co.jp/

株式会社松鶴園 愛知県西尾市上町南荒子５０－２ 若杉　秀樹 卸売業，小売業 http://www.shokakuen.jp

新日本ウエックス株式会社 愛知県名古屋市港区木場町８－１５８ 廣瀬　純平
生活関連サービス業，
娯楽業

http://www.wex.co.jp

株式会社鈴木商館 東京都板橋区舟渡１－１２－１１ 鈴木　慶彦 卸売業，小売業 http://www.suzukishokan.co.jp/

株式会社スペック 愛知県刈谷市小垣江町御茶屋下５７－１ 岩瀬　高志 製造業 http://kk-spec.com/

大榮産業株式会社 愛知県名古屋市中村区本陣通４―１８ 伊藤　明敏 卸売業、小売業 http://www.daiei-sangyo.co.jp

大成株式会社 愛知県名古屋市中区栄３―３１―１２　大成ビル 加藤　憲司
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.taisei-bm.co.jp/

株式会社中外陶園 愛知県瀬戸市薬師町５０ 鈴木　政成 製造業 http://www.chugaitoen.co.jp/

株式会社中部シイアイシイ研究所 愛知県豊橋市菰口町３－８ 山口　弘修
生活関連サービス業，
娯楽業

http://www.ccic.co.jp

株式会社ツルタ製作所 愛知県刈谷市一里山町南大根１２－１ 鶴田　昌宏 製造業 http://www.katch.ne.jp/~turutass/

勅使川原産業株式会社 愛知県あま市新居屋山１３１－１ 勅使川原　賢 運輸業，郵便業 http://teshi.co.jp/

TMW株式会社 愛知県稲沢市奥田大沢町２７ 立松　宏樹 製造業 http://www.tatematsu-mold.co.jp

株式会社東郷製作所 愛知県愛知郡東郷町大字春木字蛭池１ 相羽　繁生 製造業 http://www.togoh.co.jp

株式会社トヨテック 愛知県豊川市西豊町２－３５ 小野　喜明 製造業 http://www.toyotec.com
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県名古屋市天白区野並２－２１３ 山口　寛 情報通信業 http://www.nakasha.co.jp

中日本興業株式会社
愛知県名古屋市中村区名駅４－５－２８　桜通豊
田ビル１０階

服部　徹
生活関連サービス業，
娯楽業

http://www.nakanihonkogyo.co.jp

中日本鋳工株式会社 愛知県西尾市港町６－６ 鳥居　祥雄 製造業 http://www.nakachuko.co.jp

西島株式会社 愛知県豊橋市石巻西川町字大原１２ 西島　豊 製造業 http://www.nishijima.co.jp

日進工業株式会社 愛知県碧南市港本町４―３９ 長田　和徳 製造業 http://www.enissin.com

株式会社ニデック 愛知県蒲郡市拾石町前浜３４－１４ 小澤　素生 製造業 http://www.nidek.co.jp

日本ゼネラルフード株式会社
愛知県名古屋市中区千代田５―７―５　パークヒ
ルズ千代田８Ｆ

西脇　司 卸売業、小売業 https://www.ngf-penguin.co.jp

株式会社丹羽鉄工所 愛知県岡崎市渡町字薬師畔１ 丹羽　良治 製造業 http://www.niwagroup.com/index.html

ハジメ産業株式会社 愛知県一宮市丹陽町九日市場字上田２６－４ 日比野　潤 製造業 http://www.hajime-industry.jp

株式会社ハナノキ 愛知県北名古屋市井瀬木井の元３６ 池山　真一郎 卸売業，小売業 http://www.hananoki.co.jp

株式会社半谷製作所 愛知県大府市北崎町大島１３－３ 半谷　眞一郎 製造業 http://www.hanya-net.co.jp/index.html

ＰＤエアロスペース株式会社 愛知県名古屋市緑区有松３５１９ 緒川　修治 製造業 https://pdas.co.jp/

フジクリーン工業株式会社 愛知県名古屋市千種区今池４―１―４　渡辺ビル 木村　秀昭 製造業 https://www.fujiclean.co.jp

富士特殊紙業株式会社 愛知県瀬戸市暁町３－１４３ 杉山　真一郎 製造業 http://www.fujitoku.net/

株式会社豊栄商会 愛知県豊田市堤町寺池６６ 樹神　康之 製造業 http://www.hoei-shokai.co.jp/

本多電子株式会社 愛知県豊橋市大岩町小山塚２０ 本多　洋介 製造業 https://www.honda-el.co.jp/

本多プラス株式会社 愛知県新城市川路字夜燈２３－２ 本多　孝充 製造業 http://www.hondaplus.co.jp
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株式会社マキテック 愛知県名古屋市熱田区旗屋１－９－２１ 大野　裕幸 製造業 http://www.makitech.co.jp

株式会社丸上製作所 愛知県豊川市御津町佐脇浜二号地１－１９ 小松　義博 製造業 http://www.marujyou.co.jp

マルヤス工業株式会社 愛知県名古屋市昭和区白金２－７－１１ 山田　泰一郎 製造業 http://www.maruyasu.co.jp/

株式会社宮崎 愛知県清須市西須ケ口９３ 梅田　慎吾 卸売業、小売業 https://www.miyazaki-recycle.com

宮崎精鋼株式会社 愛知県名古屋市中川区丸米町１―１ 宮﨑　薫 製造業 http://www.miyazaki-seiko.co.jp/

株式会社美和製作所 愛知県あま市篠田遠原１ 山田　恭敬 製造業 http://www.miwasei.co.jp/

株式会社名光精機 愛知県津島市鹿伏兎町西清水４７ 松原　光作 製造業 http://meikoseiki-ltd.co.jp

安田塗装工業株式会社 愛知県安城市根崎町西新切８３－１ 安田　利久 製造業 http://www.yasudatoso.co.jp/outline/index.html

山八歯材工業株式会社 愛知県蒲郡市西浦町大知柄５４－１ 遠山　昌志 製造業 http://www.yamahachi-dental.co.jp/

株式会社柳風水野商店 愛知県名古屋市千種区上野２－１４－４ 水野　年生 製造業 http://www.ryufu.co.jp

レンテック大敬株式会社 愛知県豊橋市大岩町岩田１１－１ 嵩　明美 不動産業，物品賃貸業 http://www.daikei-gr.jp/
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三重県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社赤福 三重県伊勢市朝熊町２０１５ 濱田　勝子 製造業 http://www.akafuku.co.jp/

朝明精工株式会社 三重県三重郡川越町大字豊田１０４２－３ 廣田　正雄 製造業 http://www.asake-seiko.co.jp

石光工業株式会社 愛知県あま市甚目寺町山王３５ 石原　政則 製造業 http://www.ishi-mitsu.co.jp/company/

株式会社伊藤英男鉄工所 三重県桑名市大字星川２３５０ 伊藤　國和 製造業 http://www.itohide.co.jp/

株式会社エッチ・エム・イー 三重県桑名市蓮花寺惣作４２５－１ 服部　一彌 製造業 http://hme.ne.jp/hme/

株式会社尾崎畜産御浜ファーム 三重県南牟婁郡紀宝町井田２１８０－６ 尾崎　光広 農業、林業 http://www.mihama-farm.jp/

釜屋株式会社 三重県四日市市中部８―２１ 山本　佳孝 卸売業、小売業 http://www.kamaya-net.co.jp

カメヤマ株式会社 大阪府大阪市北区大淀中２－９－１１ 谷川　花子 製造業 http://www.kameyama.co.jp

高洋電機株式会社 三重県度会郡玉城町中楽６３９－１ 高祖　雅規 製造業 http://koyofirst.jp

五光山彦株式会社 三重県四日市市昌栄町４番５号 神　隆 卸売業、小売業 http://gokoyamahiko.co.jp/

株式会社スエヒロＥＰＭ 三重県四日市市末広町２－４ 清水　啓一 製造業 http://www.suehiroepm.co.jp/index.html

株式会社扇港産業 三重県四日市市中川原２－５－２３ 大倉　良介 卸売業、小売業 http://www.senko-sangyo.co.jp

東陽精機株式会社 愛知県豊田市高岡本町秋葉１３７－１ 犬飼　徹 製造業 http://www.toyo-sk.co.jp/

豊臣機工株式会社 愛知県安城市今本町東向山７ 後呂　幸彦 製造業 http://www.toyotomi-kiko.co.jp/index.html

株式会社中村製作所 三重県四日市市広永町１２４５ 山添　卓也 製造業 http://www.nakamuraseisakusyo.co.jp

株式会社葉山電器製作所 三重県津市美里町五百野１２８５ 葉山　俊郎 製造業 http://www.e-hayama.co.jp/
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株式会社平野組 三重県北牟婁郡紀北町島原１００９ 平野　金人 建設業 http://hiranogumi.com/

廣瀬精工株式会社 三重県伊勢市小俣町本町７７０ 広瀬　誠 製造業 http://www.hsk-ltd.co.jp

株式会社ブランカ 三重県鳥羽市鳥羽３－１５－３ 石井　あき 製造業 http://www.blanca.co.jp/

松阪興産株式会社 三重県松阪市鎌田町２５３－５ 中川　治 製造業 http://www.matsusaka-kosan.co.jp/

丸亀産業株式会社 三重県松阪市高町４５０－１ 竹上　亀代司 建設業 http://www.marukame.jp

三重化学工業株式会社 三重県松阪市大口町２６２－１ 山川　大輔 製造業 http://www.miekagaku.co.jp

三重機械鉄工株式会社 三重県四日市市楠町小倉１７０１ 佐藤　俊平 製造業 http://www.miekikai-hp.jp/

三重金属工業株式会社 三重県津市半田５６４－１ 平谷　雅弘 製造業 http://www.miekin.co.jp

三重精機株式会社 三重県桑名市上野９７０ 加藤　峰幸 製造業 http://mie-seiki.co.jp/

御木本製薬株式会社 三重県伊勢市黒瀬町１４２５ 田中　利尚 製造業 https://www.mikimoto-cosme.com/

森岡産業株式会社
三重県三重郡川越町亀崎新田字下新田７７－５
７４

松浦　美千穂 製造業 http://www.morioka-ind.co.jp/

株式会社ヨシザワ 三重県鈴鹿市三日市町１８２３－１ 吉澤　健 製造業 http://www.yoshipack.co.jp
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滋賀県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイテス 滋賀県野洲市市三宅８００ 五十嵐　靖行 製造業 https://www.ites.co.jp

株式会社アルナ矢野特車 滋賀県米原市村居田１２７３ 矢野　彰一 製造業 http://www.alnayano.co.jp/

株式会社市金工業社 滋賀県草津市野村４－３－１０ 川口　剛史 製造業 http://www.ichikin.co.jp/

近江度量衡株式会社 滋賀県草津市東矢倉３－１１－７０ 田中　秀康 製造業 http://www.omiscale.co.jp

近江ユニキャリア販売株式会社 滋賀県近江八幡市上田町８４－７ 木村　隆司 卸売業、小売業 http://www.omi-uc.co.jp

大津観光株式会社 滋賀県大津市雄琴１－９－２８ 宇津木　公一
宿泊業，飲食サービス
業

http://www.yuzanso.co.jp/

堅田電機株式会社 滋賀県大津市真野６－２－６ 中川　巧 製造業 http://www.katata.co.jp/

株式会社Kamogawa 京都府京都市南区西九条川原城町１１２ 三上　敦 卸売業，小売業 http://www.kamog.co.jp

草津電機株式会社 滋賀県草津市東草津２－３－３８ 北村　嘉英 製造業 http://www.kusatsu.jp

光亜興産株式会社 大阪府門真市末広町４３－１ 川村　光世 不動産業，物品賃貸業 http://www.koakosan.co.jp

甲西高周波工業株式会社 滋賀県湖南市石部北５－６－５ 佐々木　正宏 製造業 http://kdgnet.com/

株式会社佐藤医科器械製作所
京都府京都市中京区西洞院通御池上ル押西洞
院町６０６

佐藤　進平 製造業 http://www.satoika.co.jp

株式会社ジャッカル 滋賀県大津市真野５－２２－７ 小野　俊郎 製造業 http://www.jackall.co.jp/

株式会社昭建 滋賀県大津市浜大津２－５－９ 桑田　保正 建設業 http://www.kk-shoken.co.jp/

新旭電子工業株式会社 滋賀県高島市新旭町藁園２５８８ 大島　節子 製造業 http://www.s-asahi.co.jp/

株式会社シンセイ 滋賀県彦根市高宮町２８０４－１ 古川　良治 製造業 http://www.sinnsei.co.jp/
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新生化学工業株式会社 滋賀県大津市蓮池町６－１２ 宮田　陽一 製造業 http://www.shinsei-shiga.co.jp/

ツジコー株式会社 滋賀県甲賀市水口町北脇１７５０－１ 辻　昭久 製造業 http://www.tsujiko.com/

東洋化学株式会社 滋賀県蒲生郡日野町寺尻１００８ 岡　圭二 製造業 http://www.toyokagaku.com

株式会社中谷組 滋賀県大津市大江６－２－１４ 中谷　典生 建設業 http://nakatanigumi.net/

株式会社ナンガ 滋賀県米原市本市場１８２－１ 横田　智之 製造業 http://nanga-schlaf.com/

日光化成株式会社 大阪府大阪市北区大淀北１－６－４１ 利倉　一彰 製造業 http://www.nikkokasei.co.jp/

日本ソフト開発株式会社 滋賀県米原市米原西２３ 藤田　義嗣 情報通信業 https://www.nihonsoft.co.jp

株式会社パンテック 滋賀県大津市一里山５－１９－１３ 黒木　正明 卸売業，小売業 https://www.pantechco.jp/

株式会社比叡ゆば本舗ゆば八 滋賀県大津市中央４－３－１０ 八木　裕 製造業 http://hieiyuba.jp/

日野精機株式会社 滋賀県蒲生郡日野町西大路２１４０ 福田　弘 製造業 http://www.hinoseiki.com

株式会社ミヤジマ 滋賀県犬上郡多賀町多賀１００８ 宮嶋　誠一郎 製造業 http://miyajima-jp.com/

株式会社山崎機械製作所 滋賀県湖南市日枝町３－２ 井上　寿一 製造業 http://www.yamazaki-kikai.co.jp/

株式会社山﨑砂利商店 滋賀県大津市浜大津４－７－６ 山﨑　公信
鉱業，採石業，砂利採
取業

http://yamazaki-jari.co.jp/

有限会社竜王興産 滋賀県草津市矢橋町６４９－１１ 竹島　慎泰 建設業 http://www.ryuo-k.com/

株式会社麗光 京都府京都市右京区西京極豆田町１９ 岩井　順一 製造業 http://www.reiko.co.jp

http://www.shinsei-shiga.co.jp/
http://www.tsujiko.com/
http://www.toyokagaku.com/
http://nakatanigumi.net/
http://nanga-schlaf.com/
http://www.nikkokasei.co.jp/
https://www.nihonsoft.co.jp/
https://www.pantechco.jp/
http://hieiyuba.jp/
http://www.hinoseiki.com/
http://miyajima-jp.com/
http://www.yamazaki-kikai.co.jp/
http://yamazaki-jari.co.jp/
http://www.ryuo-k.com/
http://www.reiko.co.jp/
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京都府
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社浅田可鍛鋳鉄所 京都府福知山市長田野町１－２９ 浅田　博史 製造業 http://www.asada-katan.co.jp

株式会社アドインテ
京都府京都市下京区新町通四条下る四条町３４
７－１　ＣＵＢＥ西烏丸７Ｆ

十河　慎治 情報通信業 http://adinte.co.jp/

株式会社飯尾醸造 京都府宮津市字小田宿野３７３ 飯尾　彰浩 製造業 http://www.iio-jozo.co.jp

井上株式会社 京都府福知山市篠尾新町３－３ 井上　大輔 卸売業，小売業 http://www.inouekabu.com

株式会社ウミヒラ 京都府京都市南区久世殿城町１２６ 海平　富男 製造業 http://www.umihira.co.jp/

株式会社エージェンシーアシスト 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷６６－１ 増井　博行 卸売業，小売業 https://ｗｗｗ.agency-assist.co.jp/

株式会社金山精機製作所 京都府京都市山科区川田清水焼団地町４－９ 金山　隆 製造業 http://www.kanayamajapan.com/company/

河長樹脂工業株式会社 京都府向日市森本町下町田２６ 河原　祐己 製造業 http://www.kawacho.co.jp/index.html#

株式会社幹細胞&デバイス研究所
京都府京都市下京区鶏鉾町４８０　オフィス・ワン
四条烏丸　１１階

加藤　謙介 製造業 http://scad-kyoto.com/

株式会社衣川製作所 京都府京都市伏見区深草新門丈町１０６－４ 衣川　隆文 製造業 http://www.kinugawa-fact.co.jp

京都ＥＩＣ株式会社 京都府久世郡久御山町佐山西ノ口１－４ 藤田　正樹 製造業 http://kyotoeic.jp/

旭光精工株式会社 京都府京都市南区久世殿城町８８ 瀬川　晋弘 製造業 http://www.kyokko-seiko.co.jp/

株式会社グラフィック 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町３３ 西野　能央 製造業 http://www.graphic.co.jp/

光映工芸株式会社 京都府京都市中京区西ノ京伯楽町２４ 和田　光正 製造業 http://www.wada-mitsumasa.com/

株式会社ゴードーキコー 京都府久世郡久御山町田井西荒見１７－５ 沖野　重知 製造業 http://www.godokiko.co.jp/

株式会社坂ノ途中 京都府京都市下京区西七条八幡町２１ 小野　邦彦 卸売業，小売業 https://www.on-the-slope.com/

http://www.asada-katan.co.jp/
http://adinte.co.jp/
http://www.iio-jozo.co.jp/
http://www.inouekabu.com/
http://www.umihira.co.jp/
https://www.agency-assist.co.jp/
http://www.kanayamajapan.com/company/
http://www.kawacho.co.jp/index.html
http://scad-kyoto.com/
http://www.kinugawa-fact.co.jp/
http://kyotoeic.jp/
http://www.kyokko-seiko.co.jp/
http://www.graphic.co.jp/
http://www.wada-mitsumasa.com/
http://www.godokiko.co.jp/
https://www.on-the-slope.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

佐々木酒造株式会社
京都府	上京区日暮通椹木町下ル北伊勢屋町７２
７

佐々木　晃 製造業 http://www.jurakudai.com

大東工業株式会社 京都府宇治市槇島町十一１７０－３ 森　誠一 製造業 http://www.daito-industry.com/

株式会社ツー・ナイン・ジャパン 京都府京都市南区唐橋高田町３７ 二九　規長 製造業 http://www.29japan.co.jp/

株式会社特殊高所技術 京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町１ 和田　聖司
学術研究，専門・技術
サービス業

http://www.tokusyu-kousyo.co.jp/

株式会社西村衛生ボーロ本舗 京都府京都市中京区間ノ町二条上ル夷町５８０ 西村　淑子 製造業 http://www.eiseiboro.com/

西村陶業株式会社 京都府京都市山科区川田清水焼団地町３－２ 西村　嘉浩 製造業 https://nishimuratougyou.co.jp/

ニンバリ株式会社 京都府福知山市長田野町２－３８ 杉山　俊輔 製造業 http://www.ninbari.co.jp/

株式会社パシフィックウエーブ 京都府舞鶴市京田１８７－１ 田中　啓介 製造業 http://geltron.jp/

株式会社服部商店 愛知県名古屋市中区丸の内２－１８－１ 服部　信一郎 製造業 http://www.hattori-shoten.co.jp/

光伝導機株式会社 京都府京都市南区吉祥院石原京道町１―１ 中尾　俊博 卸売業、小売業 http://www.hikaridendoki.jp/

株式会社菱六
京都府京都市東山区松原通大和大路東入２丁
目轆轤町７９

助野　彰彦 製造業 -

有限会社フクオカ機業
京都府京都市上京区浄福寺通五辻東入一色町
３５－７

福岡　裕典 製造業 http://www.fukuoka-k.co.jp/

株式会社FLOSFIA
京都府京都市西京区御陵大原１－３６　京大桂
ベンチャ－プラザ北館

人羅　俊実 製造業 http://flosfia.com/

株式会社増田医科器械 京都府京都市伏見区竹田藁屋町５０ 戸島　耕二 卸売業、小売業 http://www.masudaika.co.jp/

マルホ発條工業株式会社 京都府京都市下京区中堂寺南町１３４ 今井　良平 製造業 http://www.maruho-htj.co.jp

株式会社横井製作所 京都府宇治市伊勢田町浮面２８１ 横井　洋治 製造業 http://yokoiss.com

http://www.jurakudai.com/
http://www.daito-industry.com/
http://www.29japan.co.jp/
http://www.tokusyu-kousyo.co.jp/
http://www.eiseiboro.com/
https://nishimuratougyou.co.jp/
http://www.ninbari.co.jp/
http://geltron.jp/
http://www.hattori-shoten.co.jp/
http://www.hikaridendoki.jp/
http://www.fukuoka-k.co.jp/
http://flosfia.com/
http://www.masudaika.co.jp/
http://www.maruho-htj.co.jp/
http://yokoiss.com/
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大阪府
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社青木松風庵 大阪府泉南郡田尻町大字吉見７１５－７ 青木　啓一 製造業 https://www.shofuan.co.jp

株式会社アテックス 大阪府東大阪市加納３－１３－１５ 浅野　典成 製造業 http://www.atecs-corp.co.jp/

植田アルマイト工業株式会社 大阪府堺市東区石原町１－１０３ 植田　信夫 製造業 http://www.uedaalmite.co.jp/

栄光技研株式会社 大阪府門真市三ツ島４－２０－２ 平岩　志郎 製造業 http://www.eiko-sp.co.jp

株式会社ＨＣＩ 大阪府泉大津市式内町６－３０ 奥山　剛旭 製造業 http://www.hci-ltd.co.jp/

株式会社エスエスケイ 大阪府大阪市中央区上本町西１－２－１９ 佐々木　恭一 卸売業、小売業 http://www.ssksports.com

稀産金属株式会社 大阪府大阪市西淀川区中島２－１３－５７ 末包　恵一郎 製造業 http://www.kisankinzoku.co.jp

木田バルブ・ボール株式会社 大阪府東大阪市玉串町東３－１－３６ 木田　浩史 製造業 http://www.kvb.jp

木ノ本伸線株式会社 大阪府東大阪市弥生町２－５６ 木ノ本　裕 製造業 https://www.kinomoto.co.jp/

株式会社近計システム 大阪府大阪市住之江区南港東８－２－６１ 長澤　隆士 製造業 http://www.kinkei.co.jp/

錦城護謨株式会社 大阪府八尾市跡部北の町１－４－２５ 太田　泰造 製造業 http://www.kinjogomu.jp/

久保井インキ株式会社 大阪府大阪市東成区東今里２－１１－２３ 久保井　伸輔 製造業 http://www.kuboi.co.jp/

グリーンシステム株式会社 大阪府大阪市中央区久太郎町１－９－１２ 北野　泰弘 建設業 http://www.greensystem.co.jp

株式会社小泉製作所 大阪府堺市堺区鉄砲町１８ 小泉　達哉 製造業 http://www.koizumi-ss.co.jp

株式会社木幡計器製作所 大阪府大阪市大正区南恩加島５－８－６ 木幡　巌 製造業 https://kobata.co.jp/

一般社団法人セレッソ大阪スポーツク
ラブ

大阪府大阪市東住吉区長居公園１－１ 宮本　功 分類不能の産業 http://www.cerezo-sportsclub.or.jp/

https://www.shofuan.co.jp/
http://www.atecs-corp.co.jp/
http://www.uedaalmite.co.jp/
http://www.eiko-sp.co.jp/
http://www.hci-ltd.co.jp/
http://www.ssksports.com/
http://www.kisankinzoku.co.jp/
http://www.kvb.jp/
https://www.kinomoto.co.jp/
http://www.kinkei.co.jp/
http://www.kinjogomu.jp/
http://www.kuboi.co.jp/
http://www.greensystem.co.jp/
http://www.koizumi-ss.co.jp/
https://kobata.co.jp/
http://www.cerezo-sportsclub.or.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

大喜工業株式会社 大阪府岸和田市臨海町２０－６１ 西浦　孝彰 製造業 http://www.daikikougyo.com

大同機械製造株式会社 大阪府高槻市深沢町１－２６－２６ 大田　龍一郎 製造業 http://daidopmp.co.jp/

太陽ケーブルテック株式会社
大阪府大阪市北区梅田３－３－２０　明治安田生
命大阪梅田ビル２１階

谷口　直純 製造業 http://www.taiyocable.com/

辰巳工業株式会社 大阪府茨木市佐保４８ 辰巳　毅 製造業 http://www.tatsumi-cast.co.jp

知能技術株式会社
大阪府大阪市北区西天満２－６－８　堂島ビルヂ
ング４１４

大津　良司 製造業 http://www.chinou.co.jp

株式会社テクノタイヨー 大阪府堺市東区石原町１－１５３ 水野　敏雄 製造業 http://www.techno-t.co.jp/company/

中嶋産業株式会社 大阪府大阪市住之江区南港南５－４－１０８ 中嶋　秀一 製造業 http://www.nkjm.co.jp

株式会社中瀬製作所 大阪府大阪市東成区東中本３－９－２８ 藤本　宗正 製造業 https://kohsukefujimoto.wixsite.com/mysite

株式会社中田製作所 大阪府八尾市上尾町５－１－１５ 中田　寛 製造業 http://www.nakata-ss.co.jp

松浪硝子工業株式会社 大阪府岸和田市八阪町２－１－１０ 松浪　明 製造業 http://www.matsunami-glass.co.jp

株式会社二宮システム 大阪府大阪市西淀川区福町１－１０－１７ 二河　啓 製造業 http://www.ninomiya-sys.co.jp

日本コルマー株式会社
大阪府大阪市中央区伏見町４－４－１　日生伏
見町ビル本館４Ｆ

神崎　義英 製造業 http://www.kolmar.co.jp

BCC株式会社
大阪府大阪市西区京町堀１－８－５　明星ビル１
２階

伊藤　一彦
サービス業（他に分類
されないもの）

https://www.e-bcc.jp/

福栄鋼材株式会社
大阪府大阪市中央区道修町３－６－１　京阪神
御堂筋ビル８階

竹林　泰治 卸売業、小売業 http://www.fukuei-steel.co.jp

株式会社藤原電子工業 大阪府八尾市南木の本２－５１ 藤原　義春 製造業 http://fdk-ltd.jp/

株式会社ベルカデイア 大阪府大阪市西区新町２－２－２ 辰野　岳史 卸売業、小売業 http://www.montbell.jp

有限会社マサカツ鋼材 大阪府枚方市春日西町１－２６－１ 中坂　征洋 卸売業，小売業 http://masakatsu-kouzai.co.jp/

http://www.daikikougyo.com/
http://daidopmp.co.jp/
http://www.taiyocable.com/
http://www.tatsumi-cast.co.jp/
http://www.chinou.co.jp/
http://www.techno-t.co.jp/company/
http://www.nkjm.co.jp/
https://kohsukefujimoto.wixsite.com/mysite
http://www.nakata-ss.co.jp/
http://www.matsunami-glass.co.jp/
http://www.ninomiya-sys.co.jp/
http://www.kolmar.co.jp/
https://www.e-bcc.jp/
http://www.fukuei-steel.co.jp/
http://fdk-ltd.jp/
http://www.montbell.jp/
http://masakatsu-kouzai.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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株式会社マックス 大阪府八尾市植松町２－９－２９ 大野　範子 製造業 http://www.soapmax.co.jp

村上精機株式会社 大阪府堺市堺区山本町５－９７－３ 村上　周三 製造業 http://www.murakamiseiki.co.jp/

モアコスメティックス株式会社 大阪府堺市美原区木材通４－１２－１５ 亀田　宗一 製造業 http://www.morecosmetics.co.jp/

森田化学工業株式会社
大阪府大阪市中央区久太郎町４－１－３　大阪
センタービル６階

森田　康夫 製造業 http://www.morita-kagaku.co.jp

株式会社モンベル 大阪府大阪市西区新町２－２－２ 辰野　勇 卸売業、小売業 http://www.montbell.jp

ヤマコー株式会社 大阪府東大阪市加納４－３－２６ 伊藤　恵津子 製造業 https://www.yamaco-forging.co.jp/

株式会社ヤマナカゴーキン 大阪府東大阪市加納４－４－２４ 山中　雅仁 製造業 http://www.yamanaka-eng.co.jp

株式会社山本金属製作所 大阪府大阪市平野区背戸口２－４－７ 山本　憲吾 製造業 http://www.yama-kin.co.jp

山本光学株式会社 大阪府東大阪市長堂３－２５－８ 山本　直之 製造業 https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/

株式会社ユヤマ 大阪府豊中市名神口３－３－１ 早川　文昭 製造業 http://www.yuyama.co.jp

株式会社リーガル不動産
大阪府大阪市北区堂山町３－３　日本生命梅田
ビル１０階

平野　哲司 不動産業、物品賃貸業 https://www.legal-corp.co.jp/

http://www.soapmax.co.jp/
http://www.murakamiseiki.co.jp/
http://www.morecosmetics.co.jp/
http://www.morita-kagaku.co.jp/
http://www.montbell.jp/
https://www.yamaco-forging.co.jp/
http://www.yamanaka-eng.co.jp/
http://www.yama-kin.co.jp/
https://www.yamamoto-kogaku.co.jp/
http://www.yuyama.co.jp/
https://www.legal-corp.co.jp/
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兵庫県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

赤穂化成株式会社 兵庫県赤穂市坂越３２９ 池上　良成 製造業 https://web.ako-kasei.co.jp/

株式会社あみだ池大黒 兵庫県西宮市西宮浜１－４－１ 小林　昌平 製造業 http://www.daikoku.ne.jp/

有限会社アリノベ 兵庫県多可郡多可町中区茂利２０７－１ 有延　秀棋 製造業 https://arinobe.co.jp/

株式会社有馬芳香堂 兵庫県加古郡稲美町加古３６２７－３ 有馬　英一 製造業 http://www.arima.co.jp

石光商事株式会社 兵庫県神戸市灘区岩屋南町４－４０ 石脇　智広 卸売業、小売業 http://www.ishimitsu.co.jp/

株式会社一宮電機 兵庫県宍粟市一宮町閏賀３５８ 秋田　博史 製造業 http://www.ime-group.co.jp/index.html

ウシオ精工株式会社 兵庫県神埼郡福崎町南田原６９６ 谷口　守男 製造業 http://ushioseiko.com/

オークラ輸送機株式会社 兵庫県加古川市野口町古大内９００ 大庫　良一 建設業 http://www.okurayusoki.co.jp/

株式会社大智鍜造所 兵庫県川西市加茂６－４５－１ 大智　靖志 製造業 https://www.ohchi-forging.jp/

株式会社岡崎製作所 兵庫県神戸市中央区御幸通３－１－３ 岡崎　一雄 製造業 https://www.okazaki-mfg.com/

沖物産株式会社 兵庫県淡路市志筑３１１２－１０ 村上　俊二 卸売業，小売業 http://www.okiproducts.co.jp

株式会社奥谷金網製作所 兵庫県神戸市中央区相生町４－５－５ 奥谷　智彦 製造業 https://www.okutanikanaami.co.jp/

株式会社桂スチール 兵庫県姫路市忍町２０６　ＫＳ十二所前ビル４Ｆ 三木　桂吾 製造業 http://www.katsura-steel.co.jp/

株式会社兼廣 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和７７７－１ 橋本　廣 製造業 http://www.kanehiro-inc.com

株式会社関西工事 兵庫県尼崎市東初島町２－４０ 久木元　悦子 建設業 http://www.kansaikouji.jp/

共栄株式会社 兵庫県神戸市中央区栄町通２－３－９　共栄ビル 郡　義信 卸売業、小売業 http://www.kyoyei.com

https://web.ako-kasei.co.jp/
http://www.daikoku.ne.jp/
https://arinobe.co.jp/
http://www.arima.co.jp/
http://www.ishimitsu.co.jp/
http://www.ime-group.co.jp/index.html
http://ushioseiko.com/
http://www.okurayusoki.co.jp/
https://www.ohchi-forging.jp/
https://www.okazaki-mfg.com/
http://www.okiproducts.co.jp/
https://www.okutanikanaami.co.jp/
http://www.katsura-steel.co.jp/
http://www.kanehiro-inc.com/
http://www.kansaikouji.jp/
http://www.kyoyei.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

協和食品株式会社 兵庫県丹波市春日町七日市７５ 瀧下　正和 製造業 -

株式会社ケーニヒスクローネ 兵庫県神戸市中央区御幸通４－１－６ 濱田　秀世 製造業 http://konigs-krone.co.jp

ケンミン食品株式会社 兵庫県神戸市中央区海岸通５－１－１ 高村　一成 製造業 http://www.kenmin.co.jp/

小泉製麻株式会社 兵庫県神戸市灘区新在家南町１－２－１ 小泉　康史 製造業 http://www.koizumiseima.co.jp

株式会社コーアツ 兵庫県伊丹市北本町１－３１０ 脇田　勇 製造業 https://www.koatsu.co.jp/

株式会社伍魚福 兵庫県神戸市神戸市長田区野田町８－５－１４  山中　勧 製造業 http://www.gogyofuku.co.jp/

五島海運株式会社 兵庫県神戸市中央区小野浜町５－１１ 大野　正剛
サービス業（他に分類
されないもの）

http://gosima.co.jp/

是常精工株式会社 兵庫県加西市網引町２００１－４４ 是常　克博 製造業 http://www.koretsune.co.jp

株式会社斎藤商店 兵庫県西脇市郷瀬町５５４ 齋藤　太紀雄 製造業 http://www.saito-tex.co.jp/index.html

サンナッツ食品株式会社 兵庫県神戸市灘区都通１－１－２７ 鈴木　泰一 製造業 http://www.sunnuts.co.jp

株式会社山陽 兵庫県姫路市亀山２３１―２ 金城　裕満 卸売業、小売業 https://www.sk-sanyo.co.jp/

三和テクノ株式会社 兵庫県神戸市兵庫区高松町２－２８ 福井　和郎 製造業 http://www.t-sanwa.co.jp/

株式会社シマブンコーポレーション 兵庫県神戸市灘区岩屋中町４－２－７ 木谷　謙介 卸売業、小売業 http://www.shimabun.co.jp/

シン・エナジー株式会社 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６ 乾　正博
電気・ガス・熱供給・水
道業

https://www.symenergy.co.jp/

新生電子株式会社
兵庫県尼崎市西長洲町２－６－２５　新生電子第
一ビル

山下　重憲 製造業 http://www.shinsei-denshi.co.jp

竹内鉄工株式会社 兵庫県西脇市板波町１２７－２ 竹内　俊行 製造業 http://www.t-takeuchi.co.jp

株式会社千代田精機 兵庫県神戸市長田区東尻池町７－９－２１ 谷口　義博 製造業 http://www.chiyoda-seiki.co.jp/

http://konigs-krone.co.jp/
http://www.kenmin.co.jp/
http://www.koizumiseima.co.jp/
https://www.koatsu.co.jp/
http://www.gogyofuku.co.jp/
http://gosima.co.jp/
http://www.koretsune.co.jp/
http://www.saito-tex.co.jp/index.html
http://www.sunnuts.co.jp/
https://www.sk-sanyo.co.jp/
http://www.t-sanwa.co.jp/
http://www.shimabun.co.jp/
https://www.symenergy.co.jp/
http://www.shinsei-denshi.co.jp/
http://www.t-takeuchi.co.jp/
http://www.chiyoda-seiki.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社テイエルブイ 兵庫県加古川市野口町長砂８８１ 藤原　良康 製造業 https://www.tlv.com/ja/

東海バネ工業株式会社
大阪府大阪市西区西本町２－３－１０　西本町イ
ンテス１２階

夏目　直一 製造業 https://www.tokaibane.com/

株式会社東豊精工 兵庫県豊岡市下陰４０４－１ 岡本　慎二 製造業 http://ｗｗｗ.tohoseiko.co.jp/

東洋ナッツ食品株式会社 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３０ 中島　洋人 製造業 http://www.toyonut.co.jp/

トクセン工業株式会社 兵庫県小野市住吉町南山１０８１ 金井　宏実 製造業 http://www.tokusen.co.jp/

株式会社ニチリン
兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１東町・江戸町
ビル

前田　龍一 製造業 http://www.nichirin.co.jp/index.html

日本電研工業株式会社 兵庫県姫路市御国野町御着２６６ 糴川　英毅 製造業 https://www.denkenk.co.jp/

株式会社ノバック 兵庫県姫路市北条１－９２ 立花　充 建設業 https://www.novac-cnst.co.jp/

浜田化学株式会社 兵庫県尼崎市東海岸町１－４ 岡野　嘉市
サービス業（他に分類
されないもの）

http://hamadakagaku.co.jp

ハリマ共和物産株式会社 兵庫県姫路市飾東町庄３１３ 津田　信也 卸売業、小売業 http://www.harimakb.co.jp

株式会社フジ・データ・システム 兵庫県尼崎市難波町５－２１－１４ 藤嶋　純子 情報通信業 http://www.fdsnet.co.jp/

冨士発條株式会社 兵庫県朝来市和田山町筒江１６５－５１ 藤井　啓 製造業 http://www.fuji-springs.co.jp/index.html

株式会社ベル 兵庫県神戸市長田区大橋町１－２－１１ 高山　雅晴 製造業 http://www.belle-co.jp

株式会社MANIX 兵庫県神戸市田区御屋敷通５－１－１６ 松田　幸治 卸売業，小売業 http://www.manix.co.jp/index.html

まねき食品株式会社 兵庫県姫路市北条９５３ 竹田　佑一 製造業 http://www.maneki-co.com/

株式会社マルヤナギ小倉屋 兵庫県神戸市東灘区御影塚町４－９－２１ 柳本　一郎 製造業 https://www.maruyanagi.co.jp/

美樹工業株式会社 兵庫県姫路市東延末２－５０ 岡田　尚一郎 建設業 http://www.mikikogyo.co.jp/

https://www.tlv.com/ja/
https://www.tokaibane.com/
http://www.tohoseiko.co.jp/
http://www.toyonut.co.jp/
http://www.tokusen.co.jp/
http://www.nichirin.co.jp/index.html
https://www.denkenk.co.jp/
https://www.novac-cnst.co.jp/
http://hamadakagaku.co.jp/
http://www.harimakb.co.jp/
http://www.fdsnet.co.jp/
http://www.fuji-springs.co.jp/index.html
http://www.belle-co.jp/
http://www.manix.co.jp/index.html
http://www.maneki-co.com/
https://www.maruyanagi.co.jp/
http://www.mikikogyo.co.jp/
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三木弘鋼材株式会社 兵庫県たつの市龍野町北龍野３６４ 三木　弘義 製造業 http://www.mikikk.jp/index.php

ミサキ電機株式会社 兵庫県洲本市五色町鮎原西１１０ 河野　佳史 製造業 http://www.misakidenki.co.jp/index.html

株式会社ミヤナガ 兵庫県三木市福井２３９３ 宮永　淳 製造業 http://www.miyanaga.co.jp/jp/

ミヤモトエンジニアリング株式会社 兵庫県三木市別所町巴３１ 宮本　均 製造業 http://www.gear-mec.co.jp

明昌機工株式会社 兵庫県丹波市氷上町沼１４８ 岡本　利樹 製造業 http://www.meisyo.co.jp/index.html

ヤマサ蒲鉾株式会社 兵庫県姫路市夢前町置本３２７－１６ 名田　和由 製造業 http://www.e-yamasa.com/company/

大和製衡株式会社 兵庫県明石市茶園場町５－２２ 川西　勝三 製造業 https://www.yamato-scale.co.jp/

http://www.mikikk.jp/index.php
http://www.misakidenki.co.jp/index.html
http://www.miyanaga.co.jp/jp/
http://www.gear-mec.co.jp/
http://www.meisyo.co.jp/index.html
http://www.e-yamasa.com/company/
https://www.yamato-scale.co.jp/
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奈良県
住所 住所 代表者 業種 URL

斑鳩産業株式会社 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺２－２－３５ 井上　雅仁 不動産業，物品賃貸業 http://ikaruga-s.com/

梅乃宿酒造株式会社 奈良県葛城市東室２７ 濱渕　佳代 製造業 http://umenoyado.com

大浦貴金属工業株式会社 奈良県奈良市西ノ京町２８４ 大浦　良幸 製造業 http://www.ohura.co.jp/

株式会社オーカワ 奈良県吉野郡下市町栃本１－１ 大川　博史 製造業  http://www.ohkawa-net.co.jp

葛城工業株式会社 奈良県北葛城郡広陵町沢３３８ 吉岡　弘修 製造業 http://www.ktrg.co.jp

河村繊維株式会社 奈良県大和高田市野口２１８ 河村　圭三 製造業 http://www.kawamura-group.co.jp

クオリカプス株式会社 奈良県大和郡山市池沢町３２１－５ 森　正治、信原　一朗 製造業 http://www.qualicaps.co.jp/

国広産業株式会社 奈良県葛城市新村３９ 影石　崇 製造業 http://www.kunihirosangyou.co.jp/

光洋サーモシステム株式会社 奈良県天理市嘉幡町２２９ 北村　昌之 製造業 http://www.koyo-thermos.co.jp

国際化工株式会社 奈良県御所市蛇穴２３０ 神末　宗和 製造業 http://www.kokusai-kako.co.jp

株式会社櫻井 奈良県吉野郡吉野町丹治１５－１ 櫻井　信孝 製造業
http://www2.gol.com/users/marushou11/comp/index.ht
ml

株式会社三晃 奈良県大和郡山市池沢町２３０ 黒田　久一 製造業 http://www.frux.jp

伸光工業株式会社 奈良県橿原市曲川町６－７－１ 荒巻　伸行 製造業 http://www.shinko-365.co.jp

株式会社前忠 奈良県吉野郡下市町大字下市２４２６ 前　忠吾 卸売業，小売業 -

ダイシン化工株式会社 奈良県奈良市杏町２０３－１ 真柴　幸雄 製造業 http://www.daishinkk.co.jp

大和化学工業株式会社 奈良県北葛城郡広陵町南郷９８６－１ 東田　誠次 製造業 http://www.daiwaci.co.jp/

http://ikaruga-s.com/
http://umenoyado.com/
http://www.ohura.co.jp/
http://www.ktrg.co.jp/
http://www.kawamura-group.co.jp/
http://www.qualicaps.co.jp/
http://www.kunihirosangyou.co.jp/
http://www.koyo-thermos.co.jp/
http://www.kokusai-kako.co.jp/
http://www2.gol.com/users/marushou11/comp/index.html
http://www2.gol.com/users/marushou11/comp/index.html
http://www.frux.jp/
http://www.shinko-365.co.jp/
http://www.daishinkk.co.jp/
http://www.daiwaci.co.jp/
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住所 住所 代表者 業種 URL

株式会社高木包装 奈良県葛城市薑７４－２ 高木　美香 製造業 http://www.takagi-hoso.co.jp

田村薬品工業株式会社
大阪府大阪市中央区道修町２－１－１０　Ｔ・Ｍ・
Ｂ　道修町ビル

田村　大作 製造業 http://www.tamura-p.co.jp

株式会社ナカガワ 奈良県大和高田市東中２－１２－２５ 中川　基成 卸売業、小売業 http://www.kk-nakagawa.co.jp/

日ポリ化工株式会社 奈良県山辺郡山添村切幡１２６－４ 中塚　伊三郎 製造業 http://www.nippori.co.jp

株式会社ヒラノテクシード 奈良県北葛城郡河合町川合１０１－１ 岡田　薫 製造業 http://www.hirano-tec.co.jp/

堀田晃和株式会社 奈良県大和高田市今里川合方９６ 堀田　幸治郎 卸売業、小売業 http://www.horitakowa.co.jp/

株式会社桝忠銘木店 奈良県五條市住川町１３０３ 桝田　忠浩 製造業 http://masuchu.co.jp

株式会社三輪山本 奈良県桜井市大字箸中８８０ 山本　太治 製造業 http://www.miwayama.co.jp/

山本商事株式会社 奈良県御所市城山台５８７－３ 山本　譲二
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.yamamoto-group.co.jp

吉野銘木製造販売株式会社 奈良県吉野郡下市町大字新住９９１－１ 貝本　拓路 製造業 http://www.yoshinomeiboku.com/index.html

ヨシリツ株式会社 奈良県吉野郡大淀町大字越部１５６３ 吉條　宏 製造業 http://www.yoshiritsu.com

http://www.takagi-hoso.co.jp/
http://www.tamura-p.co.jp/
http://www.kk-nakagawa.co.jp/
http://www.nippori.co.jp/
http://www.hirano-tec.co.jp/
http://www.horitakowa.co.jp/
http://masuchu.co.jp/
http://www.miwayama.co.jp/
http://www.yamamoto-group.co.jp/
http://www.yoshinomeiboku.com/index.html
http://www.yoshiritsu.com/
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和歌山県
事業所名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイセン 和歌山県海南市小野田２５８ 理塀　方一 製造業 http://www.aisen.co.jp/

株式会社アストライン 和歌山県和歌山市新中通４―３７ 中谷　義和 運輸業、郵便業 http://www.astline.co.jp/

株式会社インテリックス 和歌山県和歌山市里１７４－１ 木村　明人 製造業 http://www.interix.co.jp

株式会社ヴァイオス 和歌山県和歌山市西庄２９５－９ 吉村　英樹
サービス業（他に分類
されないもの）

https://vioce.jp/

株式会社オーエ 和歌山県海南市大野中１０１０ 大工　博史 卸売業、小売業 http://www.ohe-co.co.jp/

オカジ紙業株式会社 和歌山県海南市山崎町３－１－１０ 大岡　久起 製造業 http://okaji.co.jp/

株式会社オカトー 和歌山県海南市九品寺２５６ 岡本　俊文 卸売業、小売業 http://www.okato-lo.co.jp/

笠野興産株式会社 和歌山県和歌山市井ノ口５５０－１ 笠野　晃 製造業 http://www.kasano.co.jp

川口水産株式会社 和歌山県有田市宮原町滝川原２１２ 川口　泰史 製造業 http://www.unagiya.com/

河西運輸株式会社 和歌山県和歌山市梶取２４５ 福地　達明 運輸業、郵便業 http://www.kawanishi-unyu.com

有限会社菊井鋏製作所 和歌山県和歌山市小雑賀２－２－３１ 菊井　健一 製造業 http://www.scissors.co.jp/

紀州ファスナー工業株式会社 和歌山県御坊市塩屋町北塩屋５２１－１ 中江　良一 製造業 http://www.kishuf.co.jp

株式会社共栄テクシード 和歌山県紀の川市桃山町調月１６２４－８ 的場　祐二 製造業 http://kyoei-tc.co.jp/

株式会社玉林園 和歌山県和歌山市出島４８－１ 林　和宏 製造業 http://www.gyokurin-en.co.jp/

サカイキャニング株式会社 和歌山県橋本市高野口町小田５３０ 阪井　克行 製造業 http://www.sakai-canning.co.jp

株式会社白浜館 和歌山県西牟婁郡白浜町１８２１ 中田　力文
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.keyterrace.co.jp

http://www.aisen.co.jp/
http://www.astline.co.jp/
http://www.interix.co.jp/
https://vioce.jp/
http://www.ohe-co.co.jp/
http://okaji.co.jp/
http://www.okato-lo.co.jp/
http://www.kasano.co.jp/
http://www.unagiya.com/
http://www.kawanishi-unyu.com/
http://www.scissors.co.jp/
http://www.kishuf.co.jp/
http://kyoei-tc.co.jp/
http://www.gyokurin-en.co.jp/
http://www.sakai-canning.co.jp/
http://www.keyterrace.co.jp/
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事業所名 住所 代表者 業種 URL

セイコーメディカル株式会社 和歌山県和歌山市築港６－９－１０ 高橋　正和 卸売業、小売業 http://www.skmnet.co.jp/

大十バス株式会社 和歌山県海草郡紀美野町下佐々１０３７ 畠山　博充 運輸業、郵便業 http://www.daijyu-bus.co.jp

大洋化学株式会社 和歌山県御坊市島５８４ 上西　一永 製造業 http://www.taiyo-chemicals.co.jp/

太陽シールパック株式会社 和歌山県和歌山市西浜１６６０－７００ 糟谷　雅隆 製造業 http://www.taiyosealpack.co.jp

大和歯車製作株式会社 大阪府東大阪市西堤学園町１－２－２３ 津井　克己 製造業 http://www.daiwa-gear.jp/index.html

髙木彫刻株式会社 和歌山県和歌山市中之島１５２５ 髙木　秀仁 製造業 http://www.takagi-chokoku.co.jp/

竹島鉄工建設株式会社 和歌山県有田郡有田川町西丹生図２８５－１ 竹島　徹 製造業 http://www.takeshima-tekko.com

橘電装工業株式会社 和歌山県和歌山市坂田１８３－４ 橘　真人 製造業 http://tachibana-denso.co.jp/

株式会社たにぐち 大阪府大阪市東住吉区桑津３－２８－７ 谷口　壽 製造業 http://www.taniguchi-net.com/

デュプロ精工株式会社 和歌山県紀の川市上田井３５３ 池田　弘樹 製造業 https://www.duplo-seiko.co.jp/

東亜ドラム油業株式会社 和歌山県有田市初島町浜１０００ 橋本　拓也 製造業 http://toa-d.co.jp/index2.html

東洋ライス株式会社 和歌山県和歌山市黒田１２ 雑賀　慶二 製造業 http://www.toyo-rice.jp/

株式会社とち亀物産 和歌山県有田郡湯浅町湯浅２８１４－２ 上野　真歳 卸売業、小売業 http://bunza.co.jp

株式会社長尾製缶所 和歌山県有田郡有田川町野田１４４ 長尾　浩志 製造業 http://www.nagaocan.co.jp/

ハグルマ株式会社 和歌山県紀の川市桃山町調月１７５８－８ 中野　秀彦 製造業 http://k-haguruma.co.jp/

菱岡工業株式会社 和歌山県和歌山市中島５２８ 岡田　亜紀 製造業 http://hishioka.co.jp/

古由青果株式会社 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１０７４ 古田　順一 卸売業、小売業 http://www.furuyoshi.com

http://www.skmnet.co.jp/
http://www.daijyu-bus.co.jp/
http://www.taiyo-chemicals.co.jp/
http://www.taiyosealpack.co.jp/
http://www.daiwa-gear.jp/index.html
http://www.takagi-chokoku.co.jp/
http://www.takeshima-tekko.com/
http://tachibana-denso.co.jp/
http://www.taniguchi-net.com/
https://www.duplo-seiko.co.jp/
http://toa-d.co.jp/index2.html
http://www.toyo-rice.jp/
http://bunza.co.jp/
http://www.nagaocan.co.jp/
http://k-haguruma.co.jp/
http://hishioka.co.jp/
http://www.furuyoshi.com/
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事業所名 住所 代表者 業種 URL

桝谷精工株式会社 和歌山県和歌山市川辺４１６－１ 桝谷　将秀 製造業 http://www.msk-w.co.jp/

株式会社豆紀 和歌山県和歌山市井ノ口５５０―１ 笠野　晃 卸売業、小売業 http://www.mameki.com

丸長水産株式会社 和歌山県田辺市上の山２－２３－３５ 柴田　隆治 卸売業、小売業 http://www.marucho.co.jp/suisan/

三木理研工業株式会社 和歌山県和歌山市六十谷１２３４－９ 三木　保典 製造業 http://www.mikiriken.co.jp

株式会社宮本工業 和歌山県和歌山市西浜１６６０－５０ 宮本　次朗 製造業 http://www.miyamoto-group.co.jp/

株式会社むさし 和歌山県西牟婁郡白浜町８６８ 沼田　久博
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.yado-musashi.co.jp/

株式会社保田鉄工所 和歌山県紀の川市桃山町最上５―２ 保田　吉郎 製造業 http://www.yasudatec.co.jp

株式会社山田利 和歌山県海南市野上新７３８ 山田　芳生 製造業 -

湯浅醤油有限会社 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１４６４ 新古　敏朗 製造業 https://www.yuasasyouyu.co.jp/

株式会社ユニワールド 和歌山県有田市千田７２ 江川　正文 卸売業、小売業 http://www.uniworld.jp/

和歌山電鐵株式会社 和歌山県和歌山市伊太祈曽７３ 小嶋　光信 運輸業、郵便業 https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/

ワコー株式会社 和歌山県海南市大野中５１２ 石田　侃 製造業 http://www.wakog.com/

株式会社和田物流 和歌山県和歌山市直川１８５―１２ 和田　耕司 運輸業、郵便業 http://www.wada-b.co.jp

http://www.msk-w.co.jp/
http://www.mameki.com/
http://www.marucho.co.jp/suisan/
http://www.mikiriken.co.jp/
http://www.miyamoto-group.co.jp/
http://www.yado-musashi.co.jp/
http://www.yasudatec.co.jp/
https://www.yuasasyouyu.co.jp/
http://www.uniworld.jp/
https://www.wakayama-dentetsu.co.jp/
http://www.wakog.com/
http://www.wada-b.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

鳥取県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

あおやサイエンス株式会社 鳥取県鳥取市青谷町善田１－４ 細川　晃志郎 製造業 http://aoya.jp/

株式会社阿波どり 鳥取県米子市淀江町中間５８０ 島原　道範 製造業 -

馬野建設株式会社 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１８４０―１ 馬野　慎一郎 建設業 http://www.umano.co.jp/

久大建材株式会社 鳥取県鳥取市叶１１０―１ 霜村　芳照 建設業 http://www.kyudai.co.jp/

後藤工業株式会社 鳥取県米子市日ノ出町２―１―１ 西尾　利和 製造業 http://gkk-yonago.co.jp

サンクリーン株式会社 鳥取県米子市西福原５－４－６ 竹ノ内　賢一郎
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.sanclean.net/

三光株式会社 鳥取県境港市昭和町５－１７ 三輪　昌輝
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.sankokk-net.co.jp/

三洋製紙株式会社 鳥取県鳥取市古市１８５ 井川　和永 製造業 http://www.sanyopaper.co.jp

株式会社城洋 兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南１－６８－１ 角田　城治 製造業 http://www.jys-joyo.co.jp/

瑞光明有限会社 鳥取県東伯郡琴浦町箆津１６０－１ 明穂　宏昭 製造業 http://zuikoumei.co.jp/

株式会社大協組 鳥取県米子市蚊屋２３５－２ 小山　典久 建設業 http://www.daikyou-g.co.jp/

大和設備株式会社 鳥取県鳥取市商栄町２２７ 古川　純一 建設業 http://amedia-daiwa.co.jp/

谷口・青谷和紙株式会社 鳥取県鳥取市青谷町河原３５８－１ 谷口　博文 製造業 http://www.aoyawashi.co.jp/

智頭石油株式会社 鳥取県八頭郡智頭町智頭６４０－１ 米井　哲郎 卸売業、小売業 http://www.chizu-sekiyu.com/

千代電子工業株式会社 鳥取県八頭郡智頭町１８６１－１ 松村　亮一 製造業 http://www.chiyodenshi.co.jp/index.php

北陽冷蔵株式会社 鳥取県境港市昭和町１２－２４ 竹中　弘治 製造業 http://www.hokuyoreizo.co.jp/

http://aoya.jp/
http://www.umano.co.jp/
http://www.kyudai.co.jp/
http://gkk-yonago.co.jp/
http://www.sanclean.net/
http://www.sankokk-net.co.jp/
http://www.sanyopaper.co.jp/
http://www.jys-joyo.co.jp/
http://zuikoumei.co.jp/
http://www.daikyou-g.co.jp/
http://amedia-daiwa.co.jp/
http://www.aoyawashi.co.jp/
http://www.chizu-sekiyu.com/
http://www.chiyodenshi.co.jp/index.php
http://www.hokuyoreizo.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

美保テクノス株式会社 鳥取県米子市昭和町２５ 野津　一成 建設業 https://www.miho.co.jp

株式会社ミヨシ産業 鳥取県米子市両三柳２３６０―８ 谷野　利宏 卸売業、小売業 http://www.miyoshi-san.co.jp/

有限会社森の国 鳥取県西伯郡大山町赤松６３４ 伊澤　大介
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.sanin.com/daisen/morinokuni/

学校法人矢谷学園鳥取城北日本語学
校

鳥取県鳥取市西品治８４８ 石浦　外喜義 教育、学習支援業 http://www.yatani-gakuen.ac.jp/

株式会社ヤマタホーム 鳥取県鳥取市千代水２―１３０ 山田　時好 建設業 http://www.yamata.co.jp/

弓ヶ浜水産株式会社 鳥取県境港市竹内団地２０５ 竹下　朗 漁業 http://www.yumisui.jp/

リバードコーポレーション株式会社 鳥取県鳥取市徳尾４３３－１ 川口　大輔 卸売業、小売業 http://www.kawaguchi-group.jp/

https://www.miho.co.jp/
http://www.miyoshi-san.co.jp/
http://www.sanin.com/daisen/morinokuni/
http://www.yatani-gakuen.ac.jp/
http://www.yamata.co.jp/
http://www.yumisui.jp/
http://www.kawaguchi-group.jp/
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島根県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社浅野歯車製作所 島根県松江市矢田町２５０－１０８ 橋本　雅 製造業 http://www.asano-g.co.jp/

出雲造機株式会社 島根県安来市恵乃島町１３４ 宮内　幸一 製造業 http://www.zoki.co.jp/

今井産業株式会社 島根県江津市桜江町川戸４７２―１ 今井　久師 建設業 http://www.imai-corp.co.jp/

株式会社今井書店グループ 島根県松江市殿町６３ 島　秀佳 卸売業、小売業 http://www.imaibooks.co.jp

今岡工業株式会社 島根県出雲市塩冶神前２―８―１６ 今岡　幹晴 建設業 http://imaokakogyo.com

株式会社石見銀山生活文化研究所 島根県大田市大森町ハ１８３ 松場　登美 製造業 http://www.gungendo.co.jp

上田コールド株式会社 島根県出雲市神西沖町２０８８―１ 上田　広美 運輸業、郵便業 http://www.ueda-cold.co.jp/

Ｌ物流株式会社 島根県安来市伯太町東母里１１８３―１７ 久保　徳明 運輸業、郵便業 http://www.lbutsuryuu.co.jp

株式会社キヌヤ 島根県益田市常盤町４－３８ 領家　元康 卸売業、小売業 http://www.kinuya.co.jp

協栄金属工業株式会社 島根県雲南市掛合町掛合１８６５ 小山　久紀 製造業 http://www.kyoei-kakeya.co.jp

株式会社研電社 島根県出雲市長浜町１３７２－１５ 石飛  龍一 製造業 http://www.kendensha.co.jp

山陰クボタ水道用材株式会社 島根県松江市平成町１８２―１５ 杉谷　雅祥 建設業 http://www.saninkubota.co.jp/

株式会社さんびる 島根県松江市乃白町薬師前３－３ 田中　正彦
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.sanbg.com/

株式会社さんれい製造 島根県安来市安来町１０５４ 小笹　宏典 製造業 http://www.sanrei-foods.co.jp/seizou/

株式会社シーエスエー 島根県出雲市今市町３９６－３ 和田　正志 情報通信業 http://www.raiden.co.jp

株式会社シバオ 島根県大田市水上町白坏６５８－１ 芝尾　宜秀 製造業 https://www.shibao.co.jp/

http://www.asano-g.co.jp/
http://www.zoki.co.jp/
http://www.imai-corp.co.jp/
http://www.imaibooks.co.jp/
http://imaokakogyo.com/
http://www.gungendo.co.jp/
http://www.ueda-cold.co.jp/
http://www.lbutsuryuu.co.jp/
http://www.kinuya.co.jp/
http://www.kyoei-kakeya.co.jp/
http://www.kendensha.co.jp/
http://www.saninkubota.co.jp/
http://www.sanbg.com/
http://www.sanrei-foods.co.jp/seizou/
http://www.raiden.co.jp/
https://www.shibao.co.jp/
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協同組合島根県鐵工会 島根県松江市西津田１―９―５０ 児玉　泰州 卸売業、小売業 https://tekkokai.jp

株式会社島根情報処理センター 島根県出雲市今市町３２１－３ 北村　功 情報通信業 https://www.sjc-inc.co.jp

有限会社玉造皆美 島根県松江市玉湯町１２１８－８ 皆美　佳邦
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.kasuien-minami.jp

株式会社ナカサ 島根県安来市恵乃島町１１３－１５ 大場　信康 製造業 http://www.nakasa.co.jp/instanthp/page01.html

有限会社なにわ旅館 島根県松江市千鳥町６３ 勝谷　有史
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.naniwa-i.com

株式会社原工務所 島根県江津市敬川町１３０６―３ 原　諭 建設業 http://www.harakoumusyo.co.jp/

株式会社原商 島根県松江市宍道町白石８１―１０ 秀浦　義久 卸売業、小売業 http://www.harasho.co.jp

有限会社福島造船鉄工所 島根県松江市御手船場町５６１ 福島　伸光 製造業 http://fukuship.co.jp

馬潟工業有限会社 島根県松江市八幡町７８６ 松尾　和夫 製造業 https://www.makatakg.com/

株式会社松永牧場 島根県益田市種村町イ１７８０－１ 松永　和平 農業、林業 https://www.matunaga-gyu.com/

丸高工業株式会社 島根県松江市東出雲町下意東１５２４－１ 高倉　完治 製造業 https://www.marutaka50.com/

李白酒造有限会社 島根県松江市石橋町３３５ 田中　裕一郎 製造業 http://www.rihaku.co.jp/

和幸電通株式会社 島根県松江市古志原２―２２―１４ 山下　剛史 建設業 http://www.wako-grp.com

株式会社渡部製鋼所 島根県出雲市大津町１３７８ 渡部　正治 製造業 http://www.w-seiko.co.jp/index.html

https://tekkokai.jp/
https://www.sjc-inc.co.jp/
http://www.kasuien-minami.jp/
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http://www.harasho.co.jp/
http://fukuship.co.jp/
https://www.makatakg.com/
https://www.matunaga-gyu.com/
https://www.marutaka50.com/
http://www.rihaku.co.jp/
http://www.wako-grp.com/
http://www.w-seiko.co.jp/index.html
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岡山県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アキオカ 岡山県倉敷市玉島乙島８２５２－３５ 秋岡　義典 製造業 http://www.akioka1966.co.jp

アサゴエ工業株式会社 岡山県岡山市南区箕島５５７－４ 藤原　愼二 製造業 http://asagoe-net.co.jp/

株式会社荒木組 岡山県岡山市北区天瀬４ー３３ 荒木　雷太 建設業 http://www.arakigumi.com/

株式会社ウォーク 岡山県岡山市東区東平島１５７５－６７ 市原　誠二
生活関連サービス業、
娯楽業

http://okayama.v-seagulls.co.jp/

エヌ、イー、シール株式会社 岡山県加賀郡吉備中央町湯山１３００－１５ 沼本　成人 製造業 http://neseal.co.jp/

オカネツ工業株式会社 岡山県岡山市東区九蟠１１１９－１ 和田　俊博 製造業 http://www.okanetu.Co.jp

株式会社小坂田建設 岡山県岡山市北区建部町川口１４１７ 小坂田　英明 建設業 http://www.osakada.co.jp

株式会社カイタックトレーディング 岡山県岡山市北区昭和町３―１２ 赤木　政一 卸売業、小売業 http://www.caitac.co.jp/company/group/index01.html

菅田株式会社 岡山県津山市川崎１９０２－３ 菅田　拓平 卸売業、小売業 http://www.jkanda.co.jp/

株式会社北原産業 岡山県倉敷市新倉敷駅前５―１４１ 北原　忠 卸売業、小売業 http://www.starpack.co.jp/

株式会社機能性食品開発研究所 岡山県岡山市北区津高１０５６－７ 池田　昭 製造業 http://ffc-okayama.com/

倉敷ボーリング機工株式会社 岡山県倉敷市松江２－４－２０ 佐古　さや香 製造業 http://www.kbknet.co.jp

倉敷レーザー株式会社 岡山県倉敷市船穂町船穂２０９５－８ 難波　慶太 製造業 http://www.k-lasergroup.com/

株式会社ジップ 岡山県瀬戸内市長船町長船３０１―１１ 三鍋　英治
サービス業（他に分類
されないもの）

https://www.zip-inc.co.jp/

株式会社タイガーマシン製作所 岡山県高梁市落合町阿部２３２７ 北原　哲五郎 製造業 https://www.tiger-machine.com/

タナカマシーナリー株式会社 岡山県総社市下林７００－１１ 田中　秀明 製造業 http://www.tanakaworks.jp/

http://www.akioka1966.co.jp/
http://asagoe-net.co.jp/
http://www.arakigumi.com/
http://okayama.v-seagulls.co.jp/
http://neseal.co.jp/
http://www.okanetu.co.jp/
http://www.osakada.co.jp/
http://www.caitac.co.jp/company/group/index01.html
http://www.jkanda.co.jp/
http://www.starpack.co.jp/
http://ffc-okayama.com/
http://www.kbknet.co.jp/
http://www.k-lasergroup.com/
https://www.zip-inc.co.jp/
https://www.tiger-machine.com/
http://www.tanakaworks.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

中島硝子工業株式会社 岡山県井原市木之子町５３０１―２ 勇木　健 製造業 http://www.ngci.co.jp/

ナカシマプロペラ株式会社 岡山県岡山市東区上道北方６８８―１ 中島　基善 製造業 http://www.nakashima.co.jp/

株式会社中原製作所 岡山県岡山市中区乙多見４６３ 中原　健一 製造業 https://www.nkhr.info/

株式会社ナンバ 岡山県津山市材木町１３２８－２５ 難波　賢治 卸売業、小売業 http://www.nanbahc.co.jp/

株式会社ニッコーテック 岡山県倉敷市安江４６１－８ 野口　享志 製造業 https://nikkotech.jimdo.com/

株式会社ヒラタ 岡山県岡山市中区平井１１６２―１ 平田　知之 卸売業、小売業 http://www.k-hirata.co.jp/

有限会社ファインアートかわばた 岡山県津山市下野田３８７－１ 牛垣　和弘 建設業 http://fainkawa.e-tsuyama.com

株式会社フジワラテクノアート 岡山県岡山市北区富吉２８２７―３ 藤原　恵子 製造業 http://www.fujiwara-jp.com/

株式会社マルイ 岡山県津山市戸島８９３－１５ 松田　欣也 卸売業、小売業 http://www.maruilife.co.jp/

株式会社丸五 岡山県倉敷市茶屋町１６８０―１ 藤木　茂彦 卸売業、小売業 http://www.marugo.ne.jp

宮下酒造株式会社 岡山県岡山市中区西川原１８４ 宮下　武一郎 製造業 http://www.msb.co.jp/

株式会社ヤマシタ 岡山県岡山市北区下中野３１２―１０２ 山下　英一 卸売業、小売業 http://www.woody-yamashita.jp/

株式会社両備システムズ 岡山県岡山市南区豊成２―７―１６ 松田　久
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.ryobi.co.jp/

リンク＆リンケージ株式会社 岡山県岡山市中区神下５６５ 野津　基弘 運輸業、郵便業 http://www.link-linkage.com/

http://www.ngci.co.jp/
http://www.nakashima.co.jp/
https://www.nkhr.info/
http://www.nanbahc.co.jp/
https://nikkotech.jimdo.com/
http://www.k-hirata.co.jp/
http://fainkawa.e-tsuyama.com/
http://www.fujiwara-jp.com/
http://www.maruilife.co.jp/
http://www.marugo.ne.jp/
http://www.msb.co.jp/
http://www.woody-yamashita.jp/
http://www.ryobi.co.jp/
http://www.link-linkage.com/
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広島県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アキタ 広島県福山市光南町３―７―３０ 秋田　善祺 卸売業、小売業 http://www.akitatamago.co.jp

荻野工業株式会社 広島県安芸郡熊野町平谷１－１２－１ 荻野　武男 製造業 http://www.oginokk.co.jp/

株式会社キャステム 広島県福山市御幸町大字中津原１８０８－１ 戸田　拓夫 製造業 http://www.castem.co.jp

キングパーツ株式会社 広島県福山市御幸町下岩成８７９－１ 高橋　大治 製造業 https://www.kingparts.co.jp/

株式会社熊平製作所 広島県広島市南区宇品東２－１－４２ 熊平　明宣 製造業 http://www.kumahira.co.jp/

広成建設株式会社 広島県広島市東区上大須賀町１―１ 國廣　敏彦 建設業 https://www.koseikensetsu.co.jp/

株式会社晃祐堂 広島県安芸郡熊野町出来庭６－６－２８ 植松　藤盛 製造業 http://www.koyudo.co.jp/

株式会社サタケ 東京都千代田区西条西本町２－３０ 佐竹　利子 製造業 https://satake-japan.co.jp/

三建産業株式会社 広島県広島市安佐南区伴西３―１―２ 大田　公生 建設業 http://www.sanken-sangyo.co.jp/

株式会社ダイサン 広島県廿日市市阿品台２―１６―１２ 峠元　幹也 建設業 http://www.daisun-web.com/

中国醸造株式会社 広島県廿日市市桜尾１－１２－１ 白井　浩一郎 製造業 https://www.chugoku-jozo.co.jp/

株式会社ツーセル
広島県広島市南区比治山本町１６－３５　広島産
業文化センタ－１１階

辻　紘一郎
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.twocells.com/

デルタ工業株式会社 広島県安芸郡府中町新地１―１４ 藤田　均 製造業 http://www.deltakogyo.co.jp/

株式会社なかやま牧場 広島県福山市駅家町法成寺１５７５―１６ 増成　幸子 卸売業、小売業 https://www.nakayama-farm.jp/

南条装備工業株式会社
広島県広島市南区西荒神町１―８　テリハ広島５
階

山口　雄司 製造業 http://www.nanjo.co.jp/

株式会社日本エンジニア 広島県福山市入船町２―８―１ 滝本　正 建設業 http://www.nihon-engineer.co.jp
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http://www.castem.co.jp/
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http://www.daisun-web.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社HIVEC 広島県東広島市西大沢２－１－２１ 清水　隆司 製造業 http://www.hivec.com

株式会社八天堂 広島県三原市宮浦３－３１－７ 森光　孝雅 製造業 http://hattendo.jp/

株式会社ハマダ 広島県安芸郡府中町茂陰１－９－４１ 濵田　忠彦 製造業 http://www.kk-hamada.co.jp

株式会社広島精機 広島県廿日市市宮内工業団地２－３ 柳原　邦典 製造業 http://www.hiroshima-seiki.co.jp

株式会社広島ドラゴンフライズ
広島県広島市中区八丁堀１１－８ｆスペ－スビル
７Ｆ

浦　伸嘉
生活関連サービス業、
娯楽業

https://hiroshimadragonflies.com/

福德技研株式会社 広島県広島市中区東千田町２－３－２６ 德納　剛 建設業 http://www.fukutoku-group.co.jp/

株式会社藤崎商会 広島県広島市中区江波南２－１０－６ 藤崎　和彦 製造業 http://www.fujisaki-shokai.co.jp

株式会社vegeta 広島県庄原市東城町帝釈宇山７９７ 谷口　浩一 農業、林業 -

ベンダ工業株式会社 広島県呉市苗代町久井ヶ内１００９８－３ 八代　一成 製造業 http://www.benda.co.jp

舛元木工株式会社 広島県庄原市是松町５０２０－２３ 舛元　幸起 製造業 https://masumoto-mokko.jimdo.com/

松本重工業株式会社 広島県呉市音戸町波多見１－３４－２８ 加藤　守 製造業 http://www.matsumoto-jukogyo.co.jp

真辺工業株式会社 広島県府中市鵜飼町８００－１１２ 真邉　正男 製造業 http://www.manabe-ind.co.jp

株式会社マルニ木工 広島県広島市佐伯区湯来町白砂２４ 山中　武 製造業 http://www.maruni.com/

株式会社モルテン 広島県広島市西区横川新町１－８ 民秋　清史 製造業 http://www.molten.co.jp/

ヨシワ工業株式会社 広島県安芸郡海田町明神町１－４８ 荒木 健史 製造業 http://www.yoshiwa.co.jp/

株式会社ラックス 広島県福山市曙町４－３－１８ 山田　哲矢 建設業 http://www.lucks.co.jp

株式会社ロジコム 広島県広島市東区矢賀新町５―７―４ 大上　正治 運輸業、郵便業 http://www.net-logicom.co.jp/
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山口県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社秋川牧園 山口県山口市仁保下郷３１７ 秋川　正 製造業 https://www.akikawabokuen.com/

株式会社アクシス 山口県下関市菊川町日新１１４２－１ 古田　陽介 製造業 http://www.axs-jp.com

株式会社アデリー 山口県柳井市柳井１１１７１－１ 小野　典子 卸売業、小売業 http://www.ad-e.co.jp/

株式会社伊藤 山口県光市浅江６－１８－１９ 伊藤　榮次 製造業 http://k-itoh.com/index.html#information

井森工業株式会社 山口県柳井市伊保庄４９０７ 吉崎　雅弘 建設業 http://www.imori.co.jp

株式会社MOT総合研究所
山口県宇部市常盤台２－１６－１　（山口大学常
盤キャンパス内）

木村　俊之
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.mot-ri.co.jp/

株式会社エムビーエス 山口県宇部市西岐波１１７３―１６２ 山本　貴士 建設業 https://www.homemakeup.co.jp/

株式会社菊浜 山口県周南市新田２―７―５３ 石丸　朋文 製造業 http://www.kikuhama.co.jp/

株式会社木原製作所 山口県山口市秋穂西３１０６－１ 木原　康博 製造業 http://www.kiharaworks.com/

株式会社コタベ 山口県下関市長府港町１０―４４ 小田部　正治 卸売業、小売業 http://www.kotabe.co.jp

株式会社サン精機 山口県萩市東浜崎町１１－１０ 楠牟禮　勲 製造業 http://www.sanseiki.co.jp/

嶋田工業株式会社 山口県山陽小野田市西高泊６３１―１１ 嶋田　栄作 建設業 http://www.shimata.co.jp

澄川工業有限会社 山口県下松市新川３―４―５ 澄川　正則 製造業 http://sumikawa-ind.com/

株式会社テクノウェル 山口県光市光井７－４９－２ 伊ヶ﨑　哲成 製造業 http://www.technowell.co.jp/

株式会社ナカオ 山口県下関市菊川町楢崎１２７８―１ 中尾　許弘 製造業 http://www.k-nakao.co.jp/

株式会社開工業所 山口県下関市長府港町７－１５ 開　憲二 製造業 -

https://www.akikawabokuen.com/
http://www.axs-jp.com/
http://www.ad-e.co.jp/
http://k-itoh.com/index.html#information�
http://www.imori.co.jp/
http://www.mot-ri.co.jp/
https://www.homemakeup.co.jp/
http://www.kikuhama.co.jp/
http://www.kiharaworks.com/
http://www.kotabe.co.jp/
http://www.sanseiki.co.jp/
http://www.shimata.co.jp/
http://sumikawa-ind.com/
http://www.technowell.co.jp/
http://www.k-nakao.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

冨士高圧フレキシブルホース株式会
社

山口県光市島田６―２―２０ 藤井　佑三 製造業 http://www.fujikoatsu.co.jp

株式会社松岡 山口県下関市東大和町１―１０―１２ 松岡　隆雄 卸売業、小売業 http://www.matsuoka.co.jp/

株式会社ミヤハラ 山口県周南市大字栗屋字奈切５０－４７ 松原　忠彦 製造業 http://k-miyahara.co.jp

有限会社森板金製作所 山口県萩市大字明木２５５１－３ 森　政三 製造業 http://www.moriban.co.jp/index.html

株式会社山下工業所 山口県下松市東海岸通り１－２７ 山下　竜登 製造業 http://www.yamashita-kogyosho.com

http://www.fujikoatsu.co.jp/
http://www.matsuoka.co.jp/
http://k-miyahara.co.jp/
http://www.moriban.co.jp/index.html
http://www.yamashita-kogyosho.com/
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徳島県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社イシイ 徳島県徳島市国府町矢野４８５ 竹内　正博 農業、林業 http://ishii1969.com

株式会社イシイフーズ 徳島県名西郡石井町高川原字加茂野６５ 大島　用三 製造業 http://ishiifoods.co.jp

石井養鶏農業協同組合 徳島県名西郡石井町石井字白鳥３１０ 竹内　正之 農業、林業 http://www.ishii-hiyoko.jp/

株式会社栄工製作所 徳島県美馬市脇町字北星１６１－３ 仲西　智 製造業 http://www.sus-eiko.co.jp/index.html

株式会社オーム技研 徳島県板野郡松茂町瑞穂字瑞穂開拓１４６ 米花　基文 製造業 http://www.ohmgiken.jp

岡元木材株式会社 徳島県徳島市津田海岸町５－５９ 岡元　修平 卸売業、小売業 http://www.okamoku.com/index.html

化研テクノ株式会社 徳島県徳島市東沖洲２―１７ 伊丹　章 卸売業、小売業 http://www.kaken-techno.co.jp

貞光食糧工業株式会社 徳島県美馬郡つるぎ町貞光字馬出４３－１０ 辻　貴博 製造業 http://www.sadamitsu-shokuryo.jp

株式会社シケン 徳島県小松島市芝生町字西居屋敷５５－１ 島　隆寛 医療、福祉 https://www.shiken-jp.com

志満や運送株式会社 徳島県阿南市橘町土井崎２９―１ 湯浅　恭介 運輸業、郵便業 http://www.e-shimaya.net/

船場化成株式会社 徳島県徳島市国府町観音寺梨子ノ木６６６―１ 美馬　直秀 製造業 http://www.senbakasei.com

徳島青果株式会社 徳島県徳島市北沖洲４―１―３８ 林　嘉彦 卸売業、小売業 http://tokushima-seika.co.jp/

西精工株式会社 徳島県徳島市南矢三町１－１１－４ 西　泰宏 製造業 http://www.nishi-seiko.co.jp

NISMOC株式会社 徳島県三好市池田町中西ナガウチ２７４－１ 長瀬　光宏 製造業 http://www.nismoc.com/

株式会社フジタ建設コンサルタント 徳島県板野郡北島町鯛浜字原８７―１ 藤田　達也
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.fujitacc.co.jp

藤田商事株式会社 徳島県美馬市脇町大字猪尻字西分９ 藤田　育美 卸売業、小売業 http://www.fujita-group.co.jp/

http://ishii1969.com/
http://ishiifoods.co.jp/
http://www.ishii-hiyoko.jp/
http://www.sus-eiko.co.jp/index.html
http://www.ohmgiken.jp/
http://www.okamoku.com/index.html
http://www.kaken-techno.co.jp/
http://www.sadamitsu-shokuryo.jp/
https://www.shiken-jp.com/
http://www.e-shimaya.net/
http://www.senbakasei.com/
http://tokushima-seika.co.jp/
http://www.nishi-seiko.co.jp/
http://www.nismoc.com/
http://www.fujitacc.co.jp/
http://www.fujita-group.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社マルハ物産 徳島県板野郡松茂町住吉４－３ 林　香与子 製造業 http://www.maruha.org/

株式会社メディング 徳島県板野郡藍住町住吉字神蔵５―１ 玉村　和哲 卸売業、小売業 http://www.meding.co.jp

株式会社ヨコタコーポレーション 徳島県吉野川市川島町学字辻４－２ 横田　賢二 製造業 http://www.yokota-inc.com/

http://www.maruha.org/
http://www.meding.co.jp/
http://www.yokota-inc.com/


地域未来牽引企業　選定一覧
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香川県
住所 住所 代表者 業種 URL

朝日スチール工業株式会社 香川県高松市花園町１－２－２９ 中山　保博 製造業 http://www.asahi-fence.co.jp

石丸製麺株式会社 香川県高松市香南町岡７０１ 石丸　芳樹 製造業 http:/www.isimaru.co.jp

株式会社オールインワン 香川県東かがわ市三本松２１２３ 三谷　廣 製造業 -

株式会社川上板金工業所 香川県仲多度郡琴平町榎井６３１－１１ 川上　正城 建設業 http://www.kawakamibankin.co.jp/

協和化学工業株式会社 香川県坂出市林田町４０３５ 大石　俊二 製造業 http://kyowa-chem.jp/

小松印刷株式会社 香川県高松市香南町由佐２１００―１ 小松　秀敏 製造業 https://www.komatsuprinting.co.jp/

株式会社シコク 香川県さぬき市津田町鶴羽１１１８－１５ 古瀬　圭一朗 製造業 https://sk-shikoku.co.jp

四国物産株式会社 香川県観音寺市昭和町２－４－５ 守谷　通 製造業 http://www.shikokubussan.co.jp

株式会社瀬戸製作所 香川県三豊市三野町大見甲２０２２ 藤田　晃 製造業 http://seto-mfg.co.jp/

大豊産業株式会社 香川県高松市寿町１－１－２ 乾　篤之 卸売業、小売業 http://www.taihos.co.jp/

株式会社タカハタ 香川県高松市三谷町３２３４－１０ 高畑　洋輔 製造業 http://www.takahata.cc/

株式会社高畑精麦 香川県善通寺市吉原町２３９２－１ 高畑　光宏 製造業 http://www.takabatake.co.jp/

宝田電産株式会社 香川県三豊市財田町財田上１３３５－１７ 石田　貴志 製造業 http://www.takarada-net.co.jp/

帝國製薬株式会社 香川県東かがわ市三本松５６７番 藤岡　実佐子 製造業 https://www.teikoku.co.jp/

ナベプロセス株式会社 香川県高松市木太町２４７７－１ 鍋坂　信也 製造業 http://www.nabeprocess.co.jp/

仁尾興産株式会社 香川県三豊市仁尾町仁尾辛１ 塩田　健一 製造業 http://www.navio.ne.jp

http://www.asahi-fence.co.jp/
http://www.kawakamibankin.co.jp/
http://kyowa-chem.jp/
https://www.komatsuprinting.co.jp/
https://sk-shikoku.co.jp/
http://www.shikokubussan.co.jp/
http://seto-mfg.co.jp/
http://www.taihos.co.jp/
http://www.takahata.cc/
http://www.takabatake.co.jp/
http://www.takarada-net.co.jp/
https://www.teikoku.co.jp/
http://www.nabeprocess.co.jp/
http://www.navio.ne.jp/
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住所 住所 代表者 業種 URL

日生化学株式会社 香川県東かがわ市馬篠１ 田中　秀和 製造業 http://www.nissei-grp.com/

株式会社ヒカリ 香川県丸亀市田村町１２３８ 池田　孝道 建設業 http://www.hikari-c.co.jp

株式会社ヒューテック 香川県高松市林町１２１７ 平田　一郎 製造業 http://www.futec.co.jp/

株式会社フードテック 香川県三豊市詫間町詫間２１１２－１４４ 青山　光一 製造業 http://www.foodtec.co.jp/

株式会社富士クリーン 香川県綾歌郡綾川町山田下２９９４－１ 馬場　一雄
サービス業（他に分類
されないもの）

http://web.fujicl.mixh.jp/

富士建設株式会社 香川県三豊市詫間町詫間３００－１ 真鍋　有紀子 建設業 http://www.fujikensetsu.jp/

株式会社マキタ 香川県高松市朝日町４－１－１ 槙田　裕 製造業 http://www.makita-corp.com

株式会社牧包装 香川県三豊市豊中町下高野１１２３－１ 牧　幹夫 製造業 http://www.makipack.co.jp

株式会社松本光春商店 香川県高松市今里町２―２９―１５ 松本　伸幸 卸売業、小売業 http://www.paper-recycle.jp/

株式会社村上組 香川県高松市東ハゼ町８７７ 村上　博信 建設業 http://www.murakamigumi.co.jp/

山城金属株式会社 香川県丸亀市綾歌町岡田上１７８５ 山城　秀一 製造業 http://www.yama-shiro.co.jp/

株式会社レクザム
大阪府大阪市中央区南本町２－１－８　創建本
町ビル

岡野　晋滋 製造業 http://www.rexxam.co.jp/

http://www.nissei-grp.com/
http://www.hikari-c.co.jp/
http://www.futec.co.jp/
http://www.foodtec.co.jp/
http://web.fujicl.mixh.jp/
http://www.fujikensetsu.jp/
http://www.makita-corp.com/
http://www.makipack.co.jp/
http://www.paper-recycle.jp/
http://www.murakamigumi.co.jp/
http://www.yama-shiro.co.jp/
http://www.rexxam.co.jp/
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愛媛県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

アイエン工業株式会社 愛媛県今治市波止浜赤崎６―１１３ 山下　峰彦 建設業 http://www.aien.biz/

株式会社アイテック 愛媛県大洲市新谷乙１３８２ 久保　登 製造業 http://www.aitec-dc.com

青野海運株式会社 愛媛県新居浜市新田町１－１－１７ 青野　力 運輸業、郵便業 http://www.aono.co.jp

株式会社アテックス 愛媛県松山市衣山１－２－５ 村田　雅弘 製造業 http://www.atexnet.co.jp

イヨスイ株式会社 愛媛県宇和島市住吉町３ー１ー８ 荻原　達也 卸売業、小売業 http://www.iyosui.co.jp

渦潮電機株式会社 愛媛県今治市野間甲１０５ 小田　雅人 製造業 http://www.bemac-uzushio.com/

宇和国産材加工協同組合 愛媛県西予市宇和町野田４００ー４ 井上　誠一郎 製造業 http://www.uwakoku.jp/

株式会社宇和島プロジェクト 愛媛県宇和島市坂下津甲９４－１３ 木和田　権一 卸売業、小売業 http://project-u.jp/

株式会社大石工作所 愛媛県新居浜市多喜浜６－２ー４５ 大石　憲一 建設業 http://ois.gr.jp/

オオノ開發株式会社 愛媛県松山市北梅本町甲184 大野　剛嗣
サービス業（他に分類
されないもの）

http://ohno-as.jp/

協和紙工株式会社 愛媛県四国中央市中之庄町１６９４―２ 篠原　聡一 卸売業、小売業 http://www.kyowa-shiko.co.jp/

株式会社げんき本舗 愛媛県宇和島市坂下津甲４０７－４９ 鈴木　弘幸 製造業 https://www.genki-honpo.com/

薦田紙工業株式会社 愛媛県四国中央市寒川町４７８９ 薦田　拓大 卸売業、小売業 http://komoda-paper.com/

株式会社コラボハウス 愛媛県松山市束本１―６―１０ 清家　修吾 建設業 https://collabohouse.info

三光機械工業株式会社 愛媛県新居浜市多喜浜６－６ー５０ 小野　幸男 製造業 -

サンヨー食品株式会社 愛媛県四国中央市川之江町４１０５ー１７ 森川　恵二 製造業 http://www.sanyo-syokuhin.jp

http://www.aien.biz/
http://www.aitec-dc.com/
http://www.aono.co.jp/
http://www.atexnet.co.jp/
http://www.iyosui.co.jp/
http://www.bemac-uzushio.com/
http://www.uwakoku.jp/
http://project-u.jp/
http://ois.gr.jp/
http://ohno-as.jp/
http://www.kyowa-shiko.co.jp/
https://www.genki-honpo.com/
http://komoda-paper.com/
https://collabohouse.info/
http://www.sanyo-syokuhin.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ジツタ 愛媛県松山市三番町４－９ー１２ 山内　延恭 卸売業、小売業 http://www.jitsuta.co.jp/

ジャスティン株式会社 愛媛県四国中央市川之江町３１２５ー３ 種田　宗司 製造業 http://justin.jp/

常裕パルプ工業株式会社 愛媛県四国中央市寒川町８３０ 井川　達也 製造業 http://joyu.co.jp/

株式会社ステップコミュニケーション 愛媛県八幡浜市字中深１２２０ー７ 山本　誠 卸売業、小売業 http://step-com.jp/

セキ株式会社 愛媛県松山市湊町７－７ー１ 関　宏孝 製造業 https://www.seki.co.jp/

株式会社曽我部鐵工所 愛媛県新居浜市阿島１－４－２５ 曽我部　謙一 製造業 http://www.sogabe-iw.jp/

大黒工業株式会社 愛媛県四国中央市中曽根町１５９３ 石川　忠彦 卸売業、小売業 http://daikoku-com.jp/

有限会社太陽ファーム 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地１２２―１ 本田　和也 農業、林業 http://www.taiyofarm.com/

株式会社中温 愛媛県松山市小栗１－２－２８ 大澤　邦夫 製造業 http://www.chuon.co.jp

東和工業株式会社 愛媛県新居浜市西原町２－７－３８ 神野　恵介 製造業 http://touwakogyo.com/

株式会社南予ビージョイ 愛媛県宇和島市坂下津甲３８１―９１ 宮内　圭三 卸売業、小売業 http://www.nanyo-bejoy.co.jp/

日泉化学株式会社 愛媛県新居浜市西原町２－４ー３４ 園部　烈志 製造業 https://nissen-chem.jp/

株式会社濱崎組 愛媛県松山市和泉北１―１３―３９ 濱崎　増司 建設業 http://www.hamasakigumi.co.jp/

檜垣造船株式会社 愛媛県今治市小浦町１－４－２５ 檜垣　宏彰 製造業 http://www.higaki.co.jp/

丸住製紙株式会社 愛媛県四国中央市川之江町８２６ 星川一冶 製造業 http://www.marusumi.co.jp/

株式会社三好鉄工所 愛媛県新居浜市新田町３－３ー５ 三好　陽平
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.miyoshi.gr.jp

株式会社村上鉄工所 愛媛県今治市大西町脇コウ７３３－３ 村上　雅浩 製造業 -

http://www.jitsuta.co.jp/
http://justin.jp/
http://joyu.co.jp/
http://step-com.jp/
https://www.seki.co.jp/
http://www.sogabe-iw.jp/
http://daikoku-com.jp/
http://www.taiyofarm.com/
http://www.chuon.co.jp/
http://touwakogyo.com/
http://www.nanyo-bejoy.co.jp/
https://nissen-chem.jp/
http://www.hamasakigumi.co.jp/
http://www.higaki.co.jp/
http://www.marusumi.co.jp/
http://www.miyoshi.gr.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ユタカ 愛媛県松山市西垣生町８２２―２ 二神　久光 製造業 http://www.kk-yutaka.co.jp/

http://www.kk-yutaka.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

高知県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社あさの 高知県香美市土佐山田町旭町１－５－２５ 浅野　平二郎 卸売業、小売業 http://www.shouga.jp/

株式会社エス・ケー・ケー 高知県高知市横浜西町１－３ 牛窓　正剛 製造業 http://www.skk-crane.co.jp/

株式会社かね岩海苔 高知県高知市池字遅越２８２－５３ 岩﨑　定之 製造業 http://www.kaneiwanori.co.jp

株式会社岸之上工務店 高知県高知市西秦泉寺４３５－１ 岸之上　憲一 建設業 http://www.kishinoue.co.jp/

四国情報管理センター株式会社 高知県高知市一ツ橋町１－３６ 中城　一 情報通信業 https://www.jokan.co.jp/

有限会社七祐建設 高知県南国市奈路８８ 前田　耕作 建設業 -

澁谷食品株式会社 高知県高岡郡日高村本郷７１６ 澁谷　伸一 製造業 http://www.shibuya-foods.co.jp/shibuya_foods.html

有限会社タカシン水産 高知県高知市五台山北タナスカ５０２１ 山本　力 製造業 http://www.takashin-suisan.co.jp

東洋電化工業株式会社 高知県高知市萩町２－２－２５ 入交　建太 製造業 http://www.toyodenka.co.jp/

東陽特紙株式会社 高知県吾川郡いの町幸町１１２－１ 森木　穂高 製造業 http://www.toyotokushi.jp/

土佐酒造株式会社 高知県土佐郡土佐町田井４１８ 松本　宗己 製造業 http://www.keigetsu.co.jp/

有限会社野村煎豆加工店 高知県高知市大津乙１９１０－３ 野村　純司 製造業 http://www.nomura-net.co.jp/

株式会社ビルボ 高知県高知市薊野北町２－１２－１３ 武内　正文
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.bilbo.co.jp/

松田医薬品株式会社 高知県吾川郡いの町３８０６－イ 松田　康弘 卸売業、小売業 http://www.matsudaiyaku.co.jp/

丸栄運輸株式会社 高知県高知市長浜４４０４－５ 森本　敬一 運輸業、郵便業 http://www.marueiunyu.jp/

宮地電機株式会社 高知県高知市本町３－３－１ 宮地　貴嗣 卸売業、小売業 http://www4.miyajidenki.com/

http://www.shouga.jp/
http://www.skk-crane.co.jp/
http://www.kaneiwanori.co.jp/
http://www.kishinoue.co.jp/
https://www.jokan.co.jp/
http://www.shibuya-foods.co.jp/shibuya_foods.html
http://www.takashin-suisan.co.jp/
http://www.toyodenka.co.jp/
http://www.toyotokushi.jp/
http://www.keigetsu.co.jp/
http://www.nomura-net.co.jp/
http://www.bilbo.co.jp/
http://www.matsudaiyaku.co.jp/
http://www.marueiunyu.jp/
http://www4.miyajidenki.com/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ミロク製作所 高知県南国市篠原５３７－１ 弥勒　美彦 製造業 http://www.miroku-jp.com/

柳生基礎センター株式会社 高知県高知市仁井田４６１０ 福留　利章 建設業 http://www.yagyukiso.co.jp/

株式会社ワークウェイ 高知県高知市百石町１－１－２１ 奥村　恭明 卸売業、小売業 http://www.workway.jp/

http://www.miroku-jp.com/
http://www.yagyukiso.co.jp/
http://www.workway.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

福岡県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アクタ 福岡県古賀市鹿部３３５－１ 柴田　伊智郎 製造業 http://www.acta-web.co.jp/

株式会社アグリス 福岡県八女市鵜池４７７－１ 中村　裕之 製造業 http://www.aglis.co.jp/index.html

アスカコーポレーション株式会社 福岡県直方市下境字黍田４２７－８ 阪　文孝 製造業 http://www.aska-plating.co.jp

池田興業株式会社 福岡県北九州市門司区大里本町２－２－５ 池田　哲 運輸業、郵便業 http://www.ikeda-kogyo.co.jp/

株式会社イケヒコ・コーポレーション 福岡県三潴郡大木町三八松１０５２ 猪口　耕成 製造業 https://www.ikehiko.com/index.html

株式会社イシモク・コーポレーション 福岡県大川市向島１７０３ 石井　泰彦 製造業 https://www.ishimok.co.jp/

井上製氷冷蔵株式会社 福岡県柳川市三橋町蒲船津１１２ 井上　裕文 運輸業、郵便業 http://www.inoue-ice.co.jp

株式会社ヴィンテージ
福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１　ＡＩＭビ
ル７Ｆ

郷田　和正 情報通信業 https://vintage.ne.jp/

上野精機株式会社 福岡県遠賀郡水巻町下二西１－２－１８ 上野　昇 製造業 http://www.ueno-seiki.co.jp/

株式会社Ｍ・Ｋロジ 福岡県糟屋郡宇美町井野３６９－１１　２Ｆ 馬場　正和 運輸業、郵便業 http://www.mklogi.com/

株式会社オーレック 福岡県八女郡広川町日吉５４８－２２ 今村　健二 製造業 https://www.orec-jp.com/

株式会社オートシステム 福岡県福岡市西区拾六町２－２－２８ 徳安　健司 製造業 http://www.auto-system.co.jp/

株式会社海千 福岡県宗像市王丸７７０－４ 井川　英治 製造業 https://kai-sen.jp

株式会社かがし屋 福岡県うきは市吉井町清瀬４７７－４ 半田　元博 卸売業、小売業 http://www.kagasiya.co.jp/

佳秀工業株式会社 福岡県北九州市若松区南二島２－２４－１０ 寺本　久 製造業 https://kasyu-kogyo.com/

九州計測器株式会社 福岡県福岡市博多区１－６－１８ 岩倉　弘隆 卸売業、小売業 http://www.qk-net.co.jp/

http://www.acta-web.co.jp/
http://www.aglis.co.jp/index.html
http://www.aska-plating.co.jp/
http://www.ikeda-kogyo.co.jp/
https://www.ikehiko.com/index.html
https://www.ishimok.co.jp/
http://www.inoue-ice.co.jp/
https://vintage.ne.jp/
http://www.ueno-seiki.co.jp/
http://www.mklogi.com/
https://www.orec-jp.com/
http://www.auto-system.co.jp/
https://kai-sen.jp/
http://www.kagasiya.co.jp/
https://kasyu-kogyo.com/
http://www.qk-net.co.jp/
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※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

九州木材工業株式会社 福岡県筑後市大字和泉３０９－１ 角　博 製造業 http://www.kyumoku.co.jp/index.php

九星飲料工業株式会社 福岡県糸島市波多江字中川原１００ 仲原　孝志 製造業 https://www.kyusei.co.jp

株式会社クライミング 福岡県みやま市瀬高町松田６３０－１ 濱地　信 製造業 http://www.climbing-web.com/

久留米印刷株式会社 福岡県八女郡広川町日吉５４８－２５ 熊丸　正憲 製造業 http://www.kurume-insatsu.co.jp

計測検査株式会社 福岡県北九州市八幡西区陣原１－８－３ 坂本　敏弘
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.keisokukensa.co.jp/index.html

コゲツ産業株式会社 福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸３－２ 本村　道生 卸売業、小売業 http://www.kogetsu-g.co.jp/

株式会社新興精機 福岡県福岡市東区馬出６－１４－１７ 松井　英享 卸売業、小売業 http://shinkouseiki.co.jp/

株式会社関家具 福岡県大川市幡保２０１－１ 関　文彦 卸売業、小売業 http://www.sekikagu.co.jp/

タカハ機工株式会社 福岡県飯塚市有安９５８－９ 大久保　泰輔 製造業 http://www.takaha.co.jp/index.htm

株式会社タケシタ 福岡県三潴郡大木町大字大藪８７１ 竹下　義人 製造業 http://www.takeshita.co.jp/

株式会社タケマン 福岡県糸島市神在１３０１－７ 吉野　秋彦 製造業 http://mennma-takeman.jp/

株式会社テノ．ホールディングス
福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１０　呉服町
ビジネスセンタ－　５Ｆ

池内　比呂子 医療、福祉 https://www.teno.co.jp/ja/index.html

株式会社戸畑製作所 福岡県北九州市小倉南区新曽根８－２１ 松本　敏治 製造業 http://www.tobata-s.com/

ナゴヤパッキング製造株式会社 愛知県名古屋市中区千代田２－３－１９ 榊原　康洋 製造業 https://japan.npc-group.com/

パシフィックパワー株式会社 東京都千代田区神田錦町３－２２ 栗栖　達
電気・ガス・熱供給・水
道業

https://pacific-power.co.jp/

福岡県醤油醸造協同組合 福岡県筑紫野市大字牛島６５ 中村　菊人 製造業 http://www.fsjk.or.jp

株式会社富士製作所 福岡県久留米市大善寺町宮本２９３ 三浦　晃義 製造業 http://www.fujiworld.com

http://www.kyumoku.co.jp/index.php
https://www.kyusei.co.jp/
http://www.climbing-web.com/
http://www.kurume-insatsu.co.jp/
http://www.keisokukensa.co.jp/index.html
http://www.kogetsu-g.co.jp/
http://shinkouseiki.co.jp/
http://www.sekikagu.co.jp/
http://www.takaha.co.jp/index.htm
http://www.takeshita.co.jp/
http://mennma-takeman.jp/
https://www.teno.co.jp/ja/index.html
http://www.tobata-s.com/
https://japan.npc-group.com/
https://pacific-power.co.jp/
http://www.fsjk.or.jp/
http://www.fujiworld.com/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

ベルテクネ株式会社 福岡県糟屋郡須恵町大字上須惠１４９５－１ 鐘川　喜久治 製造業 https://belltechne.co.jp/

株式会社丸信 福岡県久留米市山川市ノ上町７－２０ 平木　洋二 製造業 https://www.maru-sin.co.jp/

株式会社森鐵工所 福岡県久留米市大石町１８ 森　春樹 製造業 http://www.moridrum.co.jp

株式会社やまやコミュニケーションズ 福岡県福岡市東区松島５－２７－５ 山本　正秀 製造業 http://www.yamaya.com/

株式会社レイメイ藤井 福岡県福岡市博多区古門戸町５―１５ 藤井　章生 卸売業、小売業 http://www.raymay.co.jp/

株式会社ワークス 福岡県遠賀郡遠賀町虫生津１４４５－１ 三重野　計滋 製造業 http://www.wks-co.com

https://belltechne.co.jp/
https://www.maru-sin.co.jp/
http://www.moridrum.co.jp/
http://www.yamaya.com/
http://www.raymay.co.jp/
http://www.wks-co.com/
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佐賀県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社一ノ瀬畜産 佐賀県嬉野市塩田町久間乙２５７７－１ 一ノ瀬　定信 卸売業、小売業 http://www.ichinosechikusan.com/

株式会社大石膏盛堂 佐賀県鳥栖市本町１－９３３ 野中　良司 製造業 http://www.o-koseido.co.jp

株式会社大橋 佐賀県神埼市千代田町﨑村４０１ 大橋　弘幸 製造業 http://www.ohashi-inc.com/

株式会社唐津プレシジョン 佐賀県唐津市二夕子３－１２－４１ 竹尾　啓助 製造業 http://www.karats.co.jp

神埼工業株式会社 佐賀県神埼市神埼町鶴３３１８ 鶴　克也 製造業 http://kanzaki-industry.com/

共立エレックス株式会社 佐賀県西松浦郡有田町立部甲１７０－１ 西山　研吾 製造業 http://www.kyoritsu-po.co.jp

コトブキ製紙株式会社 佐賀県小城市牛津町勝１３１８ 武藤　泰輔 製造業 http://www.kotobukiseishi.com/

佐賀酒類販売株式会社 佐賀県佐賀市開成６－１０－１６ 矢野　善紀 卸売業、小売業 http://sagasake.co.jp/

西研グラフィックス株式会社 佐賀県吉野ヶ里町吉田１３５ 並田　正太 製造業 http://www.seiken-g.com/

田中鉄工株式会社 佐賀県三養基郡基山町小倉６２９－７ 古賀　武志 建設業 http://www.tanaka-iron-works.com/

株式会社東馬 佐賀県神埼市千代田町直鳥１７３８ 東島　眞介 製造業 http://www.tohma.net/

株式会社戸上電機製作所 佐賀県佐賀市大財北町１－１ 戸上　信一 製造業 https://www.togami-elec.co.jp/

鳥飼建設株式会社 佐賀県三養基郡基山町宮浦９９１－２ 鳥飼　善治 建設業 http://www.torikaiken.co.jp/

株式会社中島製作所 佐賀県佐賀市蓮池町蓮池６６ 中島　弘喜 製造業 https://www.nakashima-mec.co.jp/

株式会社西村鐵工所 佐賀県小城市牛津町柿樋瀬２８６－４ 西村　明浩 製造業 http://www.nisitec.co.jp

株式会社福岡商店 佐賀県佐賀市水ケ江１－２－３３ 福岡　桂 卸売業、小売業 http://www.fuku-st.co.jp/

http://www.ichinosechikusan.com/
http://www.o-koseido.co.jp/
http://www.ohashi-inc.com/
http://www.karats.co.jp/
http://kanzaki-industry.com/
http://www.kyoritsu-po.co.jp/
http://www.kotobukiseishi.com/
http://sagasake.co.jp/
http://www.seiken-g.com/
http://www.tanaka-iron-works.com/
http://www.tohma.net/
https://www.togami-elec.co.jp/
http://www.torikaiken.co.jp/
https://www.nakashima-mec.co.jp/
http://www.nisitec.co.jp/
http://www.fuku-st.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

松浦通運株式会社 佐賀県唐津市中瀬通１０－３７ 馬渡　雅敏 運輸業、郵便業 http://www.mecnet.co.jp/

宮島醤油株式会社 佐賀県唐津市船宮町２３１８ 宮島　清一 製造業 https://www.miyajima-soy.co.jp/

株式会社百田陶園 佐賀県西松浦郡有田町赤坂アリタセラ 百田　憲由 卸売業、小売業 http://www.momota-touen.jp

http://www.mecnet.co.jp/
https://www.miyajima-soy.co.jp/
http://www.momota-touen.jp/
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長崎県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイコック 長崎県諫早市津久葉町６－４１ 井嵜　弘文
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.icoc.co.jp

アイティーアイ株式会社 長崎県長崎市興善町６－７ 市川　誠一郎 卸売業、小売業 http://www.iti-e.co.jp

有田工業株式会社 長崎県諫早市貝津町１７６９－１ 有田　能子 製造業 http://www.arita-k.co.jp/

株式会社イシマル 長崎県長崎市田中町５８７－１ 石丸　利行 卸売業、小売業 http://www.ishimaru.ne.jp

岩永工業株式会社 長崎県西彼杵郡時津町西時津郷１０００－１３７ 岩永　洋尚 建設業 http://www.ikk-nagasaki.co.jp

株式会社ウヱノ 長崎県長崎市宿町１６３－６ 上野　英剛 建設業 https://www.ueno-inc.com

株式会社三恵 長崎県諫早市小川町１－１ 木村　暢義 製造業 http://zen-sankei.co.jp/

株式会社松翁軒 長崎県長崎市魚の町３－１９ 山口　喜三 製造業  http://www.shooken.com

髙瀬建設株式会社 長崎県大村市岩松町２６－１ 髙瀬　嘉博 建設業 http://www.takase-net.jp

株式会社谷川建設 長崎県長崎市岡町９－１ 谷川　喜一 建設業 http://www.tg-k.jp/

長工醤油味噌協同組合 長崎県長崎市西坂町２－７ 久保田　泰雄 製造業 http://choko.co.jp/

株式会社テレビ長崎 長崎県長崎市金屋町１－７ 宮前　周司 情報通信業 http://www.ktn.co.jp

東七株式会社 長崎県佐世保市瀬戸越４－１３１８－１ 東　幸三 卸売業、小売業 http://www.toshichi.co.jp

株式会社新田鉄工所 長崎県南島原市口之津町丁５３７６ 松尾　良弘 製造業 http://www.kk-sinden.co.jp/

株式会社ＰＡＬ構造 長崎県長崎市旭町８－２０ 久松　好己
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.pal.co.jp/

株式会社フジエアテック 長崎県長崎市田中町５９９ 藤川　彰二 建設業 http://fuji-airtech.co.jp

http://www.icoc.co.jp/
http://www.iti-e.co.jp/
http://www.arita-k.co.jp/
http://www.ishimaru.ne.jp/
http://www.ikk-nagasaki.co.jp/
https://www.ueno-inc.com/
http://zen-sankei.co.jp/
http://kk-urano.jp/
http://www.takase-net.jp/
http://www.tg-k.jp/
http://choko.co.jp/
http://www.ktn.co.jp/
http://www.toshichi.co.jp/
http://www.kk-sinden.co.jp/
http://www.pal.co.jp/
http://fuji-airtech.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

双葉産業株式会社 大阪府箕面市粟生間谷西５－３－１ 山田　博明 製造業 http://futaba-s.co.jp/

株式会社松永鋳造所 長崎県佐世保市白岳町５０－４ 松永　祐三 製造業 -

株式会社丸本 長崎県長崎市田中町５９３－１ 西川　範子 製造業 http://www.marumoto-pack.co.jp

ミナミ化工産業株式会社 長崎県諫早市久山町２３８７ 南　克寛 製造業 http://www.minami-ci.jp

株式会社山口組 長崎県佐世保市天満町４－２５ 松川　広紀 建設業 http://www.yamaguchigumi.jp/

湯川王冠株式会社 長崎県佐世保市広田４－２－９ 湯川　紘充 製造業 http://www.yukawaoukan.co.jp/

吉川建設株式会社 長崎県諫早市久山町１４４２－１ 吉川　優子 建設業 http://www.yoshikawa-kensetsu.jp

http://futaba-s.co.jp/
http://www.marumoto-pack.co.jp/
http://www.minami-ci.jp/
http://www.yamaguchigumi.jp/
http://www.yukawaoukan.co.jp/
http://www.yoshikawa-kensetsu.jp/
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熊本県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

阿蘇製薬株式会社 熊本県菊池郡菊陽町津久礼９１－１ 久木　康裕 製造業 http://www.aso-pharm.co.jp

株式会社池松機工 熊本県菊池郡大津町大津合志ケ水２５０２－３ 池松　康博 製造業 http://www.ikematsukikou.jp

井上鋼材株式会社 熊本県八代市新港町１－５－３ 田中　豊久 卸売業、小売業 -

株式会社オオヤブデイリーファーム 熊本県合志市須屋２５４１ 大薮　裕介 農業、林業 http://www.oyabudairyfarms.com

株式会社尾上建設 熊本県上益城郡山都町千滝２２２－１ 尾上　一哉 建設業 http://www.ogami.co.jp/

株式会社共同 熊本県合志市栄３７６６－２４ 山下　敏文 運輸業、郵便業 http://www.kyodo-logi.com/

株式会社熊本アイディーエム 熊本県合志市福原１－１３ 髙倉　功 製造業 http://www.idm.ne.jp/

熊本県畜産農業協同組合
熊本県熊本市東区桜木６－３－５４　畜産会館２
階

太田黒　鐵郎 複合サービス事業 http://www.cowbell-park.or.jp/

熊本防錆工業株式会社 熊本県熊本市東区長嶺西１－４－１５ 前田　真弘 製造業 http://www.kumamotobosei.co.jp

株式会社小竹組 熊本県熊本市中央区大江４－１３－２０ 大堂　正人 建設業 http://www.kotakegumi.jp

塩山食品株式会社 熊本県玉名郡南関町大字小原３２－２ 塩山　治男 製造業 http://www.shioyamasyokuhin.co.jp

株式会社末松電子製作所 熊本県八代市川田町東３４－１ 末松　謙一 製造業 http://www.getter.co.jp/

株式会社杉養蜂園 熊本県熊本市北区貢町５７１－１５ 米田　弘一 農業、林業 http://www.0038.co.jp/

摂津工業株式会社 熊本県水俣市浜松町４－１０１ 摂津　隆祐 製造業 http://www.settsu-web.co.jp/

有限会社高木商店 熊本県宇土市笹原町１５４４ 高木　良樹 製造業 https://www.kaneryo.co.jp/

テクノデザイン株式会社 熊本県阿蘇郡西原村西原村鳥子３１２－２ 山本　博康 製造業 http://www.techno-d.jp

http://www.aso-pharm.co.jp/
http://www.ikematsukikou.jp/
http://www.oyabudairyfarms.com/
http://www.ogami.co.jp/
http://www.kyodo-logi.com/
http://www.idm.ne.jp/
http://www.cowbell-park.or.jp/
http://www.kumamotobosei.co.jp/
http://www.kotakegumi.jp/
http://www.shioyamasyokuhin.co.jp/
http://www.getter.co.jp/
http://www.0038.co.jp/
http://www.settsu-web.co.jp/
https://www.kaneryo.co.jp/
http://www.techno-d.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社テラシステム 熊本県菊池郡大津町岩坂３３０１ 寺本　裕吾 製造業 https://www.terrasystem.co.jp/

東邦電子株式会社 神奈川県相模原市緑区西橋本２－４－３ 河本　悟 製造業 http://www.toho-inc.com

ネクサス株式会社 熊本県玉名郡南関町下坂下１６８３－４ 平澤　純一 製造業 http://www.nexus-grp.co.jp

株式会社ハイコム 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－３－１ 甲斐　達也 情報通信業 https://www.8156.jp/

原田木材株式会社 熊本県熊本市東区平山町２９８５－１ 原田　実生 製造業 http://www.haradamokuzai.co.jp

肥後木材株式会社 熊本県熊本市東区平山町２９８６－１１ 佐藤　圭一郎 卸売業、小売業 http://www.higomoku.com

ＨＩＴＯＹＯＳＨＩ株式会社 熊本県人吉市鬼木町１７５１－１ 吉國　武 製造業 https://hitoyoshicorp.com/

株式会社ヒューマン 熊本県合志市福原１－３５ 工藤　正也 製造業 http://www.human-inc.co.jp/

株式会社フジモトホールディングス 熊本県熊本市西区田崎町４１４－１２ 藤本　健介 農業、林業 https://fb-group.jp/

株式会社前田産業 熊本県熊本市南区島町５－７－３ 木村　洋一郎 建設業 http://maedasangyo.co.jp

株式会社丸美屋 熊本県玉名郡和水町内田２２１１ 東　健 製造業 http://www.marumiya-g.co.jp

株式会社ヤマックス 熊本県熊本市中央区水前寺３－９－５ 茂森　拓 製造業 http://www.yamax.co.jp/

株式会社吉永産業 熊本県天草市南新町３－１ 吉永　隆夫 建設業 http://www.yosinaga.co.jp

https://www.terrasystem.co.jp/
http://www.toho-inc.com/
http://www.nexus-grp.co.jp/
https://www.8156.jp/
http://www.haradamokuzai.co.jp/
http://www.higomoku.com/
https://hitoyoshicorp.com/
http://www.human-inc.co.jp/
https://fb-group.jp/
http://maedasangyo.co.jp/
http://www.marumiya-g.co.jp/
http://www.yamax.co.jp/
http://www.yosinaga.co.jp/
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大分県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アタックスマート 大分県佐伯市野岡町２－１－１０ 筒井　靖彦 卸売業、小売業 http://www.attaxmart.co.jp

株式会社江藤製作所 大分県大分市乙津町４－７ 神品　誠治 製造業 http://etoss.co.jp/

株式会社大分サービス 大分県大分市西新地１－３２－１ 志堂寺　修 建設業 http://www.oita-service.com/

河野電気株式会社 大分県大分市田室町８－３３ 南　公憲 建設業 http://www.kawanodenki.co.jp/

株式会社九州セミコンダクターKAW 福岡県北九州市小倉北区東篠崎３－６－２７ 加茂　正登 製造業 http://www.kyushu-semi.co.jp/

株式会社ケイティーエス 大分県杵築市山香町大字南畑５００４－１００ 塚崎　理 製造業 https://www.kts-web.jp/

株式会社サークル・ワン 大分県別府市野田８０７－３ 一丸　敏雄 製造業 http://www.circleone.co.jp/

有限会社サンエイデンタル 大分県中津市三光森山字森崎７６－２ 吉岩　徹哉 医療、福祉 -

株式会社大鐵 大分県大分市日吉原１－８ 嶋津　満春 卸売業、小売業 http://www.daitetsu-net.co.jp

株式会社戸高鉱業社 大分県津久見市合ノ元町６－７ 戸高　善之
鉱業、採石業、砂利採
取業

http://www.todaka.co.jp/

株式会社トライテック 大分県大分市青崎１－３－４２ 竹﨑　博 製造業 http://www.trytec-japan.com/

西日本土木株式会社 大分県豊後高田市新地１０７１ 隈田　英樹 建設業 http://www.nnh1131.jp/

株式会社二豊鉄工所 大分県佐伯市弥生江良１８３６－１ 戸髙　信一郎 製造業 http://www.niho-iron.jp

ニュージャパンマリン九州株式会社 大分県国東市安岐町下原２５２－５ 中北　大介 製造業 http://www.kyushu.njm-sy.co.jp

株式会社ブライテック 大分県大分市大字海原７３９－３ 植木　清文 製造業 http://www.btec-net.co.jp

フンドーキン醤油株式会社 大分県臼杵市臼杵５０１ 小手川　強二 製造業 http://www.fundokin.co.jp

http://www.attaxmart.co.jp/
http://etoss.co.jp/
http://www.oita-service.com/
http://www.kawanodenki.co.jp/
http://www.kyushu-semi.co.jp/
https://www.kts-web.jp/
http://www.circleone.co.jp/
http://www.daitetsu-net.co.jp/
http://www.todaka.co.jp/
http://www.trytec-japan.com/
http://www.nnh1131.jp/
http://www.niho-iron.jp/
http://www.kyushu.njm-sy.co.jp/
http://www.btec-net.co.jp/
http://www.fundokin.co.jp/


地域未来牽引企業　選定一覧

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社ベツダイ 大分県大分市向原東２－２－３０ 矢邉　弘 不動産業、物品賃貸業 https://betsudai.co.jp/

株式会社松井組 大分県竹田市拝田原１８８ 松井　宏一 建設業 http://www.matsuigumi.co.jp/

森田建設株式会社 大分県宇佐市長洲５５４－５ 森田　修 建設業 http://www.moriken-gp.co.jp/

https://betsudai.co.jp/
http://www.matsuigumi.co.jp/
http://www.moriken-gp.co.jp/
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宮崎県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社イート 宮崎県宮崎市清武町今泉甲３６９１－６ 児玉　奈津子 製造業 http://www.e-to.info/

上原ファーム株式会社 宮崎県都城市山之口町富吉６６３０ 上原　正紘 農業、林業 http://www.ueharafarm.com

株式会社エスプール
東京都千代田区外神田１－１８－１３　秋葉原ダ
イビル６Ｆ

浦上　壮平
サービス業（他に分類
されないもの）

https://www.spool.co.jp/

株式会社エビス 宮崎県都城市豊満町９８０－１ 桑畑　貴 製造業 -

株式会社エビス商事 宮崎県都城市豊満町９８０－１ 桑畑　貴 卸売業、小売業 http://www.ebisu-g.com/

株式会社岡﨑組 宮崎県宮崎市大字恒久１８００－１ 岡﨑　勝信 建設業 https://okazakigumi-gr.jp/

農事組合法人香川ランチ 宮崎県児湯郡川南町大字平田３０８７－１ 香川　憲一 農業、林業 http://kagawa-ranchi.com/

株式会社加藤えのき 宮崎県宮崎市高岡町浦之名４３０９ 加藤　修一郎 農業、林業 http://www.katoenoki.co.jp/

株式会社河北 宮崎県児湯郡都農町川北４８８４ 河野　宏介 建設業 http://www.kawakitanet.co.jp/

株式会社九州建設サポート 宮崎県宮崎市大字大瀬町３５９ 蛯原　猛 複合サービス事業 http://www.kksupport.co.jp/

九州丸和林業株式会社 宮崎県宮崎市青葉町２４ 北岡　幸一 農業、林業
http://www.maruwa-
forest.co.jp/company/kyushu/index.html

株式会社教育情報サービス
宮崎県宮崎市橘通西３－１０－３６　ニシムラビル
６Ｆ

荻野　次信 情報通信業 http://www.e-kjs.jp/

株式会社くしまアオイファーム 宮崎県串間市大字奈留６５６４－１２ 池田　誠 農業、林業 http://aoifarm-gr.com/

株式会社興電舎 宮崎県延岡市浜町２２２－１ 甲斐　稔康 建設業 http://www.kodensya.co.jp

株式会社サニー・シーリング 宮崎県都城市志比田町３７４４－１ 窪田　祐一 製造業 http://www.sunnys.co.jp

ジャパンキャビア株式会社 宮崎県宮崎市大字瓜生野６３８８－７ 坂元　基雄 製造業 https://www.japancaviar.jp

http://www.e-to.info/
http://www.ueharafarm.com/
https://www.spool.co.jp/
http://www.ebisu-g.com/
https://okazakigumi-gr.jp/
http://kagawa-ranchi.com/
http://www.katoenoki.co.jp/
http://www.kawakitanet.co.jp/
http://www.kksupport.co.jp/
http://www.maruwa-forest.co.jp/company/kyushu/index.html
http://www.maruwa-forest.co.jp/company/kyushu/index.html
http://www.e-kjs.jp/
http://aoifarm-gr.com/
http://www.kodensya.co.jp/
http://www.sunnys.co.jp/
https://www.japancaviar.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社昭和 宮崎県延岡市大武町３９－１７ 黒木　保善 製造業 http://www.syowa-eigyou.co.jp

有限会社新垣ミート 宮崎県宮崎市南花ケ島町２８０－１ 新垣　幸洋 卸売業、小売業 http://www.singaki-meat.jp/

株式会社杉本商店 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井４５８－２８ 杉本　達則 製造業 http://sugimoto.co/index.html

株式会社高嶺木材 宮崎県日南市大字伊比井１７３－１ 高嶺　清二 製造業 http://www.taka-moku.co.jp

ティケイ・エビス株式会社 宮崎県北諸県郡三股町宮村３１４ 桑畑　貴 農業、林業 -

東郷メディキット株式会社 宮崎県日向市大字日知屋字亀川１７１４８－６ 中島　崇 製造業 http://www.togomedikit.co.jp/

株式会社中園工業所 宮崎県延岡市粟野名町１７７２－１ 中園　洋 製造業 http://naka-zono.co.jp/

株式会社日南 神奈川県綾瀬市吉岡東１－１４－１３ 堀江　勝人 製造業 https://www.nichinan-group.com/index.html

株式会社日向中島鉄工所 宮崎県日向市大字日知屋１７１４８－９ 島原　俊英 製造業 http://www.hn-t.co.jp

福栄産業株式会社 宮崎県西都市大字鹿野田１１３６５－２ 福島　修治 製造業 http://www.fukuei-net.co.jp

株式会社増田工務店 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋４７５０ 増田　秀文 建設業 http://www.masuda-co.com/

三笠産業株式会社 山口県山口市小郡山手上町１－１０ 佐伯　誠 製造業 http://www.mikasasangyou.co.jp/

宮崎県森林組合連合会 宮崎県宮崎市橘通東１－１１－１ 長友　幹雄 複合サービス事業 http://www.moritohito.or.jp/

宮崎サンフーズ株式会社 宮崎県児湯郡新富町新田４１８０ 岩崎　和也 製造業 http://www.m-sunfoods.co.jp/

宮崎綜合警備株式会社 宮崎県宮崎市生目台西３－４－２ 齊藤　幹生
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.miyazaki-alsok.com/

ヤマエ食品工業株式会社 宮崎県都城市西町３６４６ 江夏　喜一郎 製造業 http://www.yamae-foods.net/

株式会社山崎紙源センター 宮崎県宮崎市橘通西５－６－５７　山崎ビル５階 山崎　孝一 卸売業、小売業 http://www.yamasaki-kamigen.co.jp/

http://www.syowa-eigyou.co.jp/
http://www.singaki-meat.jp/
http://sugimoto.co/index.html
http://www.taka-moku.co.jp/
http://www.togomedikit.co.jp/
http://naka-zono.co.jp/
https://www.nichinan-group.com/index.html
http://www.hn-t.co.jp/
http://www.fukuei-net.co.jp/
http://www.masuda-co.com/
http://www.mikasasangyou.co.jp/
http://www.moritohito.or.jp/
http://www.m-sunfoods.co.jp/
http://www.miyazaki-alsok.com/
http://www.yamae-foods.net/
http://www.yamasaki-kamigen.co.jp/
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

吉玉精鍍株式会社 宮崎県延岡市大武町３９－２４ 吉玉　典生 製造業 http://www.yoshitama.co.jp/

吉原建設株式会社 宮崎県都城市中原町３２―１ 吉原　政秀 建設業 http://www.yoshihara-c.co.jp/

http://www.yoshitama.co.jp/
http://www.yoshihara-c.co.jp/
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鹿児島県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アリマコーポレーション 鹿児島県鹿児島市新栄町２０－２１ 有馬　正治 卸売業、小売業 http://www.arima-cp.co.jp/

アロン電機株式会社 鹿児島県薩摩郡さつま町永野９５０ 坂元　剛 製造業 http://www.aron.co.jp

インターマン株式会社 鹿児島県鹿児島市中央町１０　キャンセビル６Ｆ 上田平　重樹 卸売業、小売業 http://www.interman.co.jp

エス・パックス株式会社 鹿児島県鹿児島市谷山港２－２－９ 下園　廣一 製造業 http://www.s-pax.co.jp/

株式会社江藤建設工業 鹿児島県鹿児島市下伊敷１－５３－１６ 荒川　和彦 建設業 http://www.eto-kensetsu.co.jp/

株式会社大木 鹿児島県鹿児島市南栄２－７－８ 大木　哲治 製造業 http://www.ooki.ecnet.jp

株式会社岡野エレクトロニクス 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原８５３－１ 田中　博 製造業 http://www.okano-e.co.jp/

カクイ株式会社 鹿児島県鹿児島市唐湊４－１６－１ 岩元　正孝 製造業 http://www.kakui.co.jp

有限会社鹿児島ますや 鹿児島県姶良市宮島町２９－３ 米増　昭尚 製造業 https://www.kurobuta-ichiban.co.jp

株式会社カミチクファーム 鹿児島県鹿児島市上福元町６９２１－１ 上村　昌志 農業、林業 http://www.kamichiku.co.jp

キリシマ精工株式会社 鹿児島県霧島市国分川原９１８－７ 西重　保 製造業 http://kirishima-seiko.jp/

株式会社財宝 鹿児島県垂水市浜平城内５８８ 水迫　邦男 製造業 https://www.zaiho.jp/

薩摩酒造株式会社 鹿児島県枕崎市立神本町２６ 本坊　愛一郎 製造業 http://www.satsuma.co.jp/

昭光エレクトロニクス株式会社 鹿児島県日置市伊集院町徳重１７８６－６ 佐藤　貴幸 製造業 http://shoko-el.co.jp/

株式会社南給 鹿児島県鹿児島市西別府町２９９５－６ 知識　公洋 卸売業、小売業 http://www.nankyu.net/

株式会社堀口園 鹿児島県志布志市有明町野神３４５１－９ 堀口　常弘 製造業 http://www.horiguchien.co.jp/

http://www.arima-cp.co.jp/
http://www.aron.co.jp/
http://www.interman.co.jp/
http://www.s-pax.co.jp/
http://www.eto-kensetsu.co.jp/
http://www.ooki.ecnet.jp/
http://www.okano-e.co.jp/
http://www.kakui.co.jp/
https://www.kurobuta-ichiban.co.jp/
http://www.kamichiku.co.jp/
http://kirishima-seiko.jp/
https://www.zaiho.jp/
http://www.satsuma.co.jp/
http://shoko-el.co.jp/
http://www.nankyu.net/
http://www.horiguchien.co.jp/
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株式会社堀之内工務店 鹿児島県鹿児島市川上町２７５０－９４ 堀之内　広高 建設業 http://www.hori-ko.com/

マイクロカット株式会社 鹿児島県霧島市国分上野原テクノパ－ク１２－２ 高木　治邦 製造業 http://www.microcut.jp/

南日本ハウス株式会社 鹿児島県鹿児島市上荒田町３８－８ 元山　豊二 建設業 http://www.373house.co.jp

株式会社南日本放送 鹿児島県鹿児島市高麗町５－２５ 中野　寿康 情報通信業 http://www.mbc.co.jp

株式会社峰山建設 鹿児島県大島郡喜界町早町１２２ 峰山　奥恵喜 建設業 -

株式会社森建設 鹿児島県鹿屋市輝北町上百引３８４７－２ 森　義大 建設業 http://www.mori-group.jp/

株式会社渡辺組 鹿児島県鹿児島市武２－４－１ 渡辺　紘起 建設業 http://www.minc.ne.jp/watanabe/

http://www.hori-ko.com/
http://www.microcut.jp/
http://www.373house.co.jp/
http://www.mbc.co.jp/
http://www.mori-group.jp/
http://www.minc.ne.jp/watanabe/
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沖縄県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アクロラド 沖縄県うるま市字州崎１３－２３ 大野　良一 製造業 https://www.acrorad.co.jp/

農業生産法人有限会社伊盛牧場 沖縄県石垣市新川１５１０－６７ 伊盛　米俊 農業、林業 -

上門工業株式会社 沖縄県沖縄市池原１－６－１０ 上門　信孝 建設業 http://www.uejo.co.jp/

株式会社太名嘉組 沖縄県浦添市大平２－１－１ 名嘉　太助 建設業 http://www.oonaka.co.jp/

オキコ株式会社 沖縄県中頭郡西原町字幸地３７１ 銘苅　敏明 製造業 https://okiko.net

株式会社沖縄計測 沖縄県沖縄市泡瀬１－３９－２６ 玉城　幸人
学術研究、専門・技術
サービス業

http://www.o-keisoku.jp/

沖縄東京計装株式会社 沖縄県うるま市州崎１２－５８　４号棟 杉　亮一 製造業 http://www.tokyokeiso.co.jp

沖阪産業株式会社 沖縄県那覇市港町３－５－１ 座波　博史 卸売業、小売業 http://www.okihan.co.jp/

金秀アルミ工業株式会社 沖縄県中頭郡西原町字掛保久２１７ 比嘉　治彦 製造業 http://kanehide-alumi.com/

金秀バイオ株式会社 沖縄県糸満市西崎町５－２－２ 宮城　幹夫 製造業 https://www.kanehide-bio.co.jp/

株式会社サン食品 沖縄県糸満市西崎町４－１３－６ 土肥　初子 製造業 http://www.sun-foods.net

株式会社ジャンボツアーズ 沖縄県那覇市久茂地２－１５－１０ 谷村　勝己
生活関連サービス業、
娯楽業

http://www.jumbotours.co.jp/

タイガー産業株式会社 沖縄県うるま市字州崎１２－１１ 島袋　盛義 卸売業、小売業 http://www.tiger-sg.co.jp/index.shtml

株式会社大米建設 沖縄県那覇市高良３－１－１ 仲本　靖彦 建設業 http://www.yonewa.co.jp

拓南製作所株式会社 沖縄県中頭郡中城村伊舎堂３５４ 小湾　正博 製造業 http://www.takunanseisakusho.co.jp

株式会社なかむら食品 沖縄県南城市知念字山里９２６ 仲村　龍子 製造業 http://www.nakamurasyokuhin.co.jp

https://www.acrorad.co.jp/
http://www.uejo.co.jp/
http://www.oonaka.co.jp/
https://okiko.net/
http://www.o-keisoku.jp/
http://www.tokyokeiso.co.jp/
http://www.okihan.co.jp/
http://kanehide-alumi.com/
https://www.kanehide-bio.co.jp/
http://www.sun-foods.net/
http://www.jumbotours.co.jp/
http://www.tiger-sg.co.jp/index.shtml
http://www.yonewa.co.jp/
http://www.takunanseisakusho.co.jp/
http://www.nakamurasyokuhin.co.jp/
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株式会社仲本工業 沖縄県沖縄市美里６－５－１ 仲本　豊 建設業 http://www.nakamoto-k.co.jp/

株式会社ファッションキャンディ 沖縄県宜野湾市大山２－２１－２２ 知念　律子 製造業 http://www.fashioncandy.co.jp

一般社団法人プロモーションうるま 沖縄県うるま市田場１３０４－１　１階 中村　薫
学術研究、専門・技術
サービス業

https://promo-uruma.com/

町田機工株式会社 沖縄県中頭郡中城村久場１９９１ 町田　宗才 不動産業、物品賃貸業 http://www.machida-kiko.com/

丸尾建設株式会社 沖縄県石垣市新栄町５４－１２ 丸尾　剛 建設業 -

丸正印刷株式会社 沖縄県中頭郡西原町小那覇１２１５ 与那覇　正明 製造業 http://www.marumasa.or.jp/

http://www.nakamoto-k.co.jp/
http://www.fashioncandy.co.jp/
https://promo-uruma.com/
http://www.machida-kiko.com/
http://www.marumasa.or.jp/
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