
事業所名 住所 業種

株式会社　岩手ファーム 盛岡市　下田　生出　７３１－７ 農林水産業

農事組合法人　となん 盛岡市　下飯岡　14-189

三田農林　株式会社 盛岡市　中央通 1-1-23 農林水産業

有限会社　小川原自動車鈑金 盛岡市　土淵　谷地道 118-1 農林水産業

株式会社　昭林 盛岡市　南大通 2-10-28 農林水産業

三陸土建　株式会社 盛岡市　みたけ 5-15-12 総合工事業

株式会社　タキムラ 総合工事業

株式会社　上の島 盛岡市　下太田　下川原 136-1 総合工事業

東野建設工業　株式会社 盛岡市　加賀野 2-8-15 総合工事業

協積産業　株式会社 盛岡市　月が丘　３－４６－３２ 総合工事業

中亀建設　株式会社 盛岡市　向中野　５－７－１７ 総合工事業

株式会社　Ｄ・ＬＩＦＥ 盛岡市　向中野　７－１８－１ 総合工事業

有限会社　杢創舎 盛岡市　好摩　芋田向　８５－２０ 総合工事業

株式会社　杜陽住建 盛岡市　高松　２－１０－１ 総合工事業

株式会社　大坂工務店 盛岡市　黒石野　１－２５－６ 総合工事業

株式会社　太子建設 盛岡市　寺林　平森　４０－１ 総合工事業

株式会社　佐藤興産 盛岡市　手代森　１９－９５－２ 総合工事業

有限会社　東海エクステリア 盛岡市　小鳥沢　２－２－８ 総合工事業

株式会社　杜陵工業 盛岡市　上太田　三枚橋　５５－１ 総合工事業

株式会社　恵工業 盛岡市　上堂 4-11-29 総合工事業

有限会社　田頭工務店 盛岡市　城西町　１３－６１ 総合工事業

有限会社　オアシス建築舎 盛岡市　城西町　１３－６３ 総合工事業

株式会社　ケーテック 盛岡市　西仙北　１－３４－１３ 総合工事業

新工住建　株式会社 盛岡市　川崎　上川崎　２４－１ 総合工事業

ＡＣサカモト　株式会社 盛岡市　川崎　川崎　９２－４ 総合工事業

株式会社　友工業 盛岡市　中太田　屋敷田　１０７―２ 総合工事業

有限会社　東北農林建設 盛岡市　中太田　屋敷田 108 総合工事業

盛岡舗道　株式会社 盛岡市　中太田　深持　１５１－１ 総合工事業

有限会社　プレゼンハウス 盛岡市　長橋町　１４－４１ 総合工事業

株式会社　ＦＰホームサービス 盛岡市　津志田西　１－４－３２ 総合工事業

株式会社　シリウスＥＨＣ 盛岡市　東安庭　２－１２－１５ 総合工事業

株式会社　シリウス 盛岡市　東安庭　２－１２－１５ 総合工事業

岩手道路開発　株式会社 盛岡市　東見前　３－２９－１ 総合工事業

北星建設　株式会社 盛岡市　東見前 9-129 総合工事業

株式会社　昭和建設 盛岡市　平賀新田　平賀 23 総合工事業

株式会社　浅沼工務店 盛岡市　本宮　２－１１－８ 総合工事業

株式会社　司組 盛岡市　本宮 3-10-20 総合工事業

有限会社　岩井沢工務所 盛岡市　本町通　１－１５－２９ 総合工事業

株式会社　トラヴィス 盛岡市　流通センター北　１－１－８ 総合工事業

盛岡ニッタン　株式会社 盛岡市　中屋敷町　３－２７ 職別工事業

株式会社　富士塗装 盛岡市　みたけ 4-33-15 職別工事業

株式会社　三上鉄建 盛岡市　羽場 2-31-1 職別工事業

株式会社　Ａ・Ｚハウスクリーン 盛岡市　羽場　９－１５５－１３ 職別工事業

株式会社　畠山鉄工所 盛岡市　下田　生出　８１５－４ 職別工事業

株式会社　金澤鋼業 盛岡市　下田　石羽根　９９－７６ 職別工事業

大日建設株式会社 盛岡市　紺屋町　２－１２ 職別工事業

有限会社　田村鉄筋工業 盛岡市　肴町　９－３２ 職別工事業

川上塗装工業　株式会社 盛岡市　三ツ割　３－２－１１ 職別工事業

株式会社　パーツ産業 盛岡市　上厨川　横沼　５１ 職別工事業

株式会社　盛岡窓枠 盛岡市　上田　４－１３－４２ 職別工事業

岩手特殊工事　有限会社 盛岡市　上田　松屋敷　１１－５ 職別工事業

株式会社　国進建設 盛岡市　上堂　３－１０－２１ 職別工事業

サンステップ　株式会社 盛岡市　上飯岡　７－６７－１ 職別工事業

盛圧工業　株式会社 盛岡市　中屋敷町　８－４０ 職別工事業

株式会社　小山田工業所 盛岡市　本町通 3-18-8 職別工事業

マルエス工業　株式会社 盛岡市　流通センター北　１－１０－１１ 職別工事業

株式会社　Ｙ・Ａ・Ｔ 盛岡市　流通センター北　１－６－２ 職別工事業

共和電気　株式会社 盛岡市　上厨川　杉原　１－１ 設備工事業

株式会社　マルモ通信 盛岡市　門　真立　１５１－１０ 設備工事業

富士水工業　株式会社 盛岡市　みたけ 5-10-48

盛岡市



事業所名 住所 業種

株式会社　双葉設備アンドサービス 盛岡市　みたけ　３－７－３７

株式会社　永伸 盛岡市　本宮　3-37-46 設備工事業

株式会社　ユートー 盛岡市　みたけ　６－１－４

株式会社　山田電設 盛岡市　稲荷町　１－１８ 設備工事業

有限会社　北山水道工業所 盛岡市　三ツ割 3-2-20 設備工事業

株式会社　興和電設 盛岡市　上田 4-16-33 設備工事業

株式会社　姫神設備工業 盛岡市　上田　岩脇　１－２７ 設備工事業

有限会社　オザワ工業 盛岡市　上田　松屋敷　３３－１ 設備工事業

株式会社　いずみ電信 盛岡市　上堂　１－１７－４０ 設備工事業

有限会社　照井ポンフ゜ 盛岡市　城西町　７－２８ 設備工事業

株式会社　トライス 盛岡市　盛岡駅西通　２－１７－１０ 設備工事業

株式会社　クレス 盛岡市　西松園１丁目　１１－１ 設備工事業

株式会社　東日本ソラナ 盛岡市　青山　４－１０－１１ 設備工事業

有限会社　キョウエイ自販 盛岡市　青山　４－１７－４５ 設備工事業

岩舘電気　株式会社 盛岡市　長田町 23-27 設備工事業

株式会社　環境テクニカ 盛岡市　津志田町　１－６－５５ 設備工事業

東北電話　株式会社 盛岡市　津志田町　２－８－４５ 設備工事業

株式会社　リバティワン 盛岡市　津志田南　２－６－２７ 設備工事業

リバティプラス　株式会社 盛岡市　津志田南　２－６－２７ 設備工事業

株式会社　コスモ通信システム 盛岡市　天神町　１３－２９ 設備工事業

菱和設備　株式会社 盛岡市　東安庭　２－７－２０ 設備工事業

岩手電工　株式会社 盛岡市　南仙北 1-22-61 設備工事業

株式会社　テス東北 盛岡市　本宮　２－４４－１０ 設備工事業

有限会社　オーツー 盛岡市　本宮　５－１３－１６ 設備工事業

北日本通信　株式会社 盛岡市　本町通 3-20-6 設備工事業

岩手罐詰　株式会社　渋民工場 盛岡市　芋田　上武道　１７０－１ 食料品・たばこ製造業

白石食品工業　株式会社 盛岡市　黒川 23-70-1 食料品・たばこ製造業

菊の司酒造　株式会社 盛岡市　紺屋町 4-20 食料品・たばこ製造業

有限会社　川原商会 盛岡市　清水町 3-10 食料品・たばこ製造業

有限会社　望月製餡所 盛岡市　清水町　７－５１ 食料品・たばこ製造業

株式会社　中野製麺 盛岡市　川目町 23-12 食料品・たばこ製造業

株式会社 あさ開 盛岡市　大慈寺町　１０－３４ 食料品・たばこ製造業

株式会社　浅沼醤油店 盛岡市　中ノ橋通　１－８－２ 食料品・たばこ製造業

株式会社　ベアレン醸造所 盛岡市　北山　１－３－３１ 食料品・たばこ製造業

有限会社　藤村仏具本店 盛岡市　清水町 3-2 木製品・家具等製造業

株式会社　杜陵印刷 盛岡市　みたけ　２－２２－５０ 印刷・同関連業

第一印刷　有限会社 盛岡市　みたけ 4ｰ6ｰ40 印刷・同関連業

川口印刷工業　株式会社 盛岡市　羽場　１０－１－２ 印刷・同関連業

山口北州印刷　株式会社 盛岡市　青山　４－１０－５ 印刷・同関連業

杜陵高速印刷　株式会社 盛岡市　川目町 23-2 盛岡中央工業団地 印刷・同関連業

有限会社　クリップ 盛岡市　南大通 1-15-7 印刷・同関連業

永代印刷　株式会社 盛岡市　北飯岡　１－８－３０ 印刷・同関連業

株式会社　吉田印刷 盛岡市　名須川町　２３－２７ 印刷・同関連業

盛岡カイハツ　生コンクリート　株式会社 盛岡市　上太田　蔵戸　３２－５ 化学工業・同類似業

共和コンクリート工業　株式会社　岩手支店 盛岡市　中央通 3-7-1 岩手政経ビル4階 化学工業・同類似業

有限会社　薫山工房 盛岡市　繋　尾入野 64-12 金属工業

北日本機械　株式会社 盛岡市　渋民　狐沢　７０－１ 金属工業

株式会社　岩鋳 盛岡市　南仙北　２－２３－９ 金属工業

株式会社　カナン製作所 盛岡市　羽場　１０－１－１０ 機械器具製造業

東日本機電開発　株式会社 盛岡市　手代森　５－１９－１０ 機械器具製造業

一般財団法人　青い鳥 盛岡市　青山　４－９－４０ その他の製造業

株式会社　キタダトレーディング 盛岡市　津志田町　１－１６－２５ その他の製造業

東北シート工業株式会社 盛岡市　流通センター北　１－４－９ その他の製造業

盛岡ガス　株式会社 盛岡市　上田　２－１９－５６ 電気・ガス・熱供給・水道業

盛岡ガス燃料　株式会社 盛岡市　上堂　１－７－４５ 電気・ガス・熱供給・水道業

有限会社　鈴木商会 盛岡市　仙北 1-15-3 電気・ガス・熱供給・水道業

東北公営企業　株式会社 盛岡市　中太田　屋敷田 103-3 電気・ガス・熱供給・水道業

公益財団法人　岩手県下水道公社 盛岡市　東見前 3-10-2 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社　イーアールアイ 盛岡市　上堂　３－８－４４ 情報通信業

株式会社　システムエイド 盛岡市　三ツ割 4-2-8 情報通信業

株式会社　サイバーコア 盛岡市　盛岡駅西通　２－９－１　マリオス１０階 情報通信業



事業所名 住所 業種

株式会社　情報システム研究所 盛岡市　南大通　3-2-3

株式会社　ビットエイジ 盛岡市　西仙北　１－３２－２５ 情報通信業

株式会社　ネクスト 盛岡市　大通　１－１－１６岩手教育会館３Ｆ 情報通信業

イーストライズ　株式会社 盛岡市　大通　３－２－８ 情報通信業

株式会社　ＡＣＤ 盛岡市　中央通　１－６－３０　パレ日影門　２０１ 情報通信業

株式会社　アクト･ディヴァイス 盛岡市　東仙北　１－１２－２５ 情報通信業

株式会社　岩手日報社 盛岡市　内丸 3-7 情報通信業

株式会社　プラスプラス 盛岡市　北飯岡　１－１０－８５　Ｂ１ 情報通信業

株式会社　めんこい　エンタープライズ 盛岡市　本宮　５－２－１５ 情報通信業

岩手城北運輸　有限会社 盛岡市　みたけ 5-18-26 道路貨物運送業

有限会社　北立 盛岡市　羽場　１０―１００ 道路貨物運送業

丸大運輸　株式会社 盛岡市　永井　１３－９５ 道路貨物運送業

盛岡市　黒川　９－２５－４ 道路貨物運送業

有限会社　佐藤運輸 盛岡市　手代森　１９－９５－１ 道路貨物運送業

岩手庄子運送　株式会社 盛岡市　湯沢 16-15-12 道路貨物運送業

北東北福山通運　株式会社 盛岡市　湯沢　１６－１５－３ 道路貨物運送業

東北西濃運輸　株式会社 盛岡市　流通センタ―　北 1-22 道路貨物運送業

東日本交通　株式会社 盛岡市　山岸　大平　１７－２ その他の運輸業

株式会社　城北商事 盛岡市　みたけ 5-18-26 その他の運輸業

岩手東邦運輸倉庫　株式会社 盛岡市　羽場 10-1-3 その他の運輸業

株式会社　矢巾タクシー 盛岡市　永井　２２－１３－４ その他の運輸業

株式会社　太田タクシー 盛岡市　下太田　沢田　８－４ その他の運輸業

岩手県北自動車　株式会社 盛岡市　厨川　１－１７－１８ その他の運輸業

ＩＧＲいわて銀河鉄道　株式会社 盛岡市　青山　２－２－８ その他の運輸業

株式会社　平和タクシー 盛岡市　中央通 1-6-25 その他の運輸業

有限会社　藤村小型運送 盛岡市　湯沢　１６－１５－４ その他の運輸業

県都交通　有限会社 盛岡市　南仙北 1-22-58 その他の運輸業

城東交通　有限会社 盛岡市　本宮　３－４９－３５ その他の運輸業

富士タクシー　有限会社 盛岡市　名須川町　２１－３５ その他の運輸業

岩手熊さん株式会社 盛岡市　みたけ 1-5-58 卸売業

株式会社　赤澤紙業 盛岡市　みたけ　２－２２－５０ 卸売業

株式会社　ベジフル姫神 盛岡市　羽場　１０－１００ 卸売業

丸モ盛岡中央青果　株式会社 盛岡市　羽場　１０－１００ 卸売業

株式会社　ＡＴＯ 盛岡市　永井　１８－２０５ 卸売業

株式会社　リードコナン 盛岡市　下太田　沢田　６８－４０ 卸売業

新日東鋼管　株式会社 盛岡市　月が丘一丁目　３０－５１ 卸売業

株式会社　平金商店 盛岡市　肴町　８－２４ 卸売業

有限会社　南部理器 盛岡市　手代森 8-3-5 卸売業

株式会社　石田商会 盛岡市　上堂 1-19-55 卸売業

株式会社　イワテ美容商事 盛岡市　城西町　１―５ 卸売業

有限会社　細田金物 盛岡市　新田町 6-20 卸売業

有限会社　戸塚商店 盛岡市　西仙北　２－２２－２０ 卸売業

賢治の土　株式会社 盛岡市　大通　３－４－１ 卸売業

株式会社　三田商店 盛岡市　中央通 1-1-23 卸売業

エクナ　株式会社 盛岡市　中央通 1-6-30 卸売業

株式会社　坂本屋 盛岡市　中野　１－２７－６ 卸売業

有限会社　ビー・プラン 盛岡市　津志田中央　２－２－１ 卸売業

丸乃タイル　株式会社 盛岡市　東新庄 1-1-25 卸売業

佐藤電機工業　株式会社 盛岡市　南仙北 2-24-10 卸売業

株式会社　木津屋本店 盛岡市　南大通 2-3-20 卸売業

株式会社　キムラ 盛岡市　本宮　６－８－８ 卸売業

株式会社　田澤洋紙店 盛岡市　中野 2-15-8 卸売業

三機商事　株式会社 盛岡市　本町通 3-19-6 卸売業

ななっく　株式会社 盛岡市　中ノ橋通　１－６－８ 飲食料品以外の小売業

北映商事　株式会社 盛岡市　みたけ　３－３１－３８ 飲食料品以外の小売業

アポロ石油　株式会社 盛岡市　月が丘 1-1-5

株式会社　ＷｉｎＷｉｎサービス 盛岡市　みたけ　６－１３－２４ 飲食料品以外の小売業

株式会社　Ａ＆Ｒネットワーク 盛岡市　永井　２２－４６－１　高櫓ビル２階 飲食料品以外の小売業

有限会社　盛岡自動車部品 盛岡市　月が丘　１－２８－２０ 飲食料品以外の小売業

株式会社　フォー・サン 盛岡市　月が丘　２－５－２１ 飲食料品以外の小売業

株式会社　ミナカワ 盛岡市　向中野　２－１９－３８ 飲食料品以外の小売業



事業所名 住所 業種

株式会社　喜楽 盛岡市　黒川　８－４０－９ 飲食料品以外の小売業

株式会社　事務機商事 盛岡市　紺屋町 4-30 飲食料品以外の小売業

株式会社　川徳 盛岡市　菜園 1-10-1 飲食料品以外の小売業

小林豊子東日本　株式会社 盛岡市　菜園　２－２－３　豊岡菜園ビル３Ｆ 飲食料品以外の小売業

株式会社　東北堂 盛岡市　肴町 3-21 飲食料品以外の小売業

テクノ　株式会社 盛岡市　厨川　三丁目　１０－１ 飲食料品以外の小売業

株式会社　宮田燃料 盛岡市　開運橋通　４－１２

株式会社　岩手リオン補聴器センター 盛岡市　盛岡駅前通　８―１４ 飲食料品以外の小売業

有限会社　アルソアトミィ 盛岡市　青山 2-1-11 飲食料品以外の小売業

株式会社　メガネの松田 盛岡市　大通 1-7-1 飲食料品以外の小売業

有限会社　菅原靴店 盛岡市　大通 2-2-12 飲食料品以外の小売業

株式会社　アオキファーマシー 盛岡市　中ノ橋通　１－１４－９ 飲食料品以外の小売業

株式会社　メガネの水晶堂 盛岡市　中ノ橋通 1-4-20 飲食料品以外の小売業

株式会社　東山堂 盛岡市　中ノ橋通　１－５－２３ 飲食料品以外の小売業

アーク　株式会社 盛岡市　中ノ橋通 2-8-2 飲食料品以外の小売業

株式会社　共栄薬品 盛岡市　津志田西　２－７－１５ 飲食料品以外の小売業

松栄商事　株式会社 盛岡市　天神町　１３－２７ 飲食料品以外の小売業

天神町薬局 盛岡市　天神町　８－２４ 飲食料品以外の小売業

泉金物産　株式会社 盛岡市　内丸 14-4 飲食料品以外の小売業

岩手三菱自動車販売　株式会社 盛岡市　南仙北　１－２４－８ 飲食料品以外の小売業

株式会社　シンエイシステム 盛岡市　南大通 1-12-32 飲食料品以外の小売業

有限会社 みかわや 盛岡市　南大通 1-6-6 飲食料品以外の小売業

株式会社　日本デスコ 盛岡市　北夕顔瀬町 2-44 飲食料品以外の小売業

株式会社　銀河調剤 盛岡市　本宮　６－１－５５ 飲食料品以外の小売業

株式会社　岩手測器社 盛岡市　門　１－１６－１６ 飲食料品以外の小売業

株式会社　田清 盛岡市　羽場　１０－１００ 飲食料品小売業

吉田銘茶　株式会社 盛岡市　山王町　７－２９ 飲食料品小売業

有限会社　三河屋 盛岡市　上米内　道ノ下　３１－４ 飲食料品小売業

株式会社　マルイチ 盛岡市　城西町　１３－１ 飲食料品小売業

有限会社　阿部魚店 盛岡市　内丸　１６－１５ 飲食料品小売業

株式会社　エムデイワン 盛岡市　東見前　４－４－１－２ 飲食料品小売業

オーシーエス岩手　株式会社 盛岡市　永井 23-17-1 無店舗小売業

株式会社　広田薬品販売 盛岡市　東仙北　１－１２－１５ 無店舗小売業

株式会社　広田薬品 盛岡市　東仙北 1-12-15 無店舗小売業

岩手県医師信用組合 盛岡市　菜園　２－８－２０　岩手県医師会館１階 金融・保険業

岩手県農業共済組合　盛岡地域センター 盛岡市　上太田　細田　２８－８ 金融・保険業

ブルーアドバイザーズ　株式会社 盛岡市　上堂　１－１５－５ 金融・保険業

有限会社　アイドカ 盛岡市　前潟　２－２－２０ 金融・保険業

株式会社　日専連パートナーズ 盛岡市　中ノ橋通一丁目　１４－２１ 金融・保険業

有限会社　ビック・エム 盛岡市　緑が丘　３－４－５ 金融・保険業

ハイクオリティ　株式会社 盛岡市　鉈屋町　８－４０ 金融・保険業

有限会社　大弘産業 盛岡市　みたけ　５－１５－１２ 不動産業

株式会社　アパートセンター 盛岡市　仙北 2-8-10

有限会社　ジャスティス開発 盛岡市　下ノ橋町　５－１ 不動産業

北日本地産　株式会社 盛岡市　月が丘　１－５－２ 不動産業

株式会社　八角商店 盛岡市　三本柳　２３－６５－１

株式会社　ＩＲＥＣ 盛岡市　下太田　下川原　１６０－１０ 不動産業

公益社団法人　岩手県農業公社 盛岡市　神明町　７－５ 不動産業

株式会社　ＭＴＳ 盛岡市　盛岡駅前北通　６－２５－８０５ 不動産業

株式会社　サウス・ウイング 盛岡市　大通　１－６－１８ 不動産業

菱和産業　株式会社 盛岡市　中央通　３－３－２ 不動産業

株式会社　盛岡地域交流センター 盛岡市　盛岡駅西通　２―９―１ 不動産業

株式会社　アート不動産 盛岡市　本宮　３－１１－１１ 不動産業

株式会社　イワテブライダルセンター 盛岡市　中央通 3-3-23 物品賃貸業

東北エンジニアリング　株式会社 盛岡市　月ヶ丘　2-8-12 専門・技術サービス業

株式会社　大東環境科学 盛岡市　津志田西　１－２－２３ 専門・技術サービス業

株式会社　吉田測量設計 盛岡市　仙北　１－３－１３

岩手日報アド・ブランチ　株式会社 盛岡市　みたけ　１－６－４０ 専門・技術サービス業

公益財団法人　岩手県土木技術振興協会 盛岡市　みたけ 2-2-10 専門・技術サービス業

株式会社　アイヴィック 盛岡市　永井　１－１３－１ 専門・技術サービス業

有限会社　クリーンモーター岩手 盛岡市　乙部　４－１３０－５ 専門・技術サービス業



事業所名 住所 業種

株式会社　東日本アドテック 盛岡市　下太田　沢田　６８－１７ 専門・技術サービス業

一般社団法人　岩手県治山林道協会 盛岡市　加賀野 2-8-4 専門・技術サービス業

株式会社　ヒヤマフォトスタヂオ 盛岡市　館向町　３－７　２階 専門・技術サービス業

有限会社　シーイー・テック 盛岡市　　黒石野 1-11-25

岩手税理士法人 盛岡市　高松　４－１－８ 専門・技術サービス業

株式会社　北杜地質センター 盛岡市　黒川　９－２２－１１ 専門・技術サービス業

株式会社　岩手日報広告社 盛岡市　菜園　１－３－６　農林会館 専門・技術サービス業

有限会社　川村会計事務所 盛岡市　三本柳　２２－４６－５０ 専門・技術サービス業

社会保険労務士法人　労務協会いわて 盛岡市　山王町　１０－６　２Ｆ 専門・技術サービス業

株式会社　武田菱設計 盛岡市　志家町 4-11 専門・技術サービス業

有限会社　ライフアシスタンスカンパニー 盛岡市　上田　２－２０－２０ 専門・技術サービス業

一般財団法人　岩手県電気技術振興協会 盛岡市　上田　松屋敷 95 専門・技術サービス業

株式会社　盛岡舞台総合研究所 盛岡市　上堂　３－１７－２１ 専門・技術サービス業

株式会社　岩手開発測量設計 盛岡市　上堂 3ｰ18ｰ33 専門・技術サービス業

竹田・菊地税理士法人 盛岡市　大通　３－６－１２　開運橋センタービル５Ｆ 専門・技術サービス業

ジュークアンリミテッド　株式会社 盛岡市　茶畑　１－１－６　グリーンビレッジ盛岡Ｃ棟　２０３ 専門・技術サービス業

株式会社　コスモピーアール 盛岡市　中ノ橋通　１－４－２２ 専門・技術サービス業

有限会社　オーエム 盛岡市　中央通 3-14-20-205号 専門・技術サービス業

株式会社　ΑΑＣネットワーク 盛岡市　内丸　１６－１５　内丸ビル 専門・技術サービス業

有限会社　藤鉄モータース 盛岡市　南大通 2-6-22 専門・技術サービス業

サンエスコンサルタント　株式会社 盛岡市　北飯岡　１－５－８ 専門・技術サービス業

株式会社　アイカムス・ラボ 盛岡市　北飯岡　２－４－２３ 専門・技術サービス業

一般社団法人　計量計測技術センター 盛岡市　流通センター北　１－８－１０ 専門・技術サービス業

株式会社　悳ＰＣＭ 盛岡市　鉈屋町　１０－１１ 専門・技術サービス業

株式会社　中原商店 盛岡市　稲荷町 12-5 飲食店

有限会社　三寿司 盛岡市　菜園 2-5-3 飲食店

杜サービス　株式会社 盛岡市　松園　３－５－１

株式会社　スリー・ポイント 盛岡市　渋民　岩鼻　６９－１８ 飲食店

東北フードサービス　株式会社 盛岡市　上田　岩脇　１－１４ 飲食店

株式会社　雲水 盛岡市　青山　４－４６－２５ 飲食店

株式会社　バセロン 盛岡市　大通　３－２－３　丸乃第三ビル　２０１ 飲食店

株式会社　里楽笑 盛岡市　南大通　１－１０－１７ 飲食店

株式会社　東家 盛岡市　中ノ橋通　１－８－３ 飲食店

株式会社　初駒 盛岡市　八幡町 10-21 飲食店

株式会社　つね吉カンパニー 盛岡市　繋　尾入野　４７－１５ 飲食店

株式会社　岩手ホテルアンドリゾート 盛岡市　愛宕下 1-10 宿泊業

株式会社　大観 盛岡市　繋　湯の舘　３７－１ 宿泊業

公立学校共済組合盛岡宿泊所 盛岡市　志家町 1-10 宿泊業

聖徳ビル企画株式会社　東横イン盛岡駅前 盛岡市　盛岡駅前通　１４－５ 宿泊業

岩手県国民健康保険団体　連合会 盛岡市　大沢川原 3-7-30 宿泊業

宮城開発株式会社 盛岡市　中央通 1-13-55 宿泊業

株式会社　クリエイト 盛岡市　大通　３－１－２３ 対個人サービス業

ＭＳ北東北　株式会社 盛岡市　大通　３－３－１０七十七日生盛岡ビル９Ｆ 対個人サービス業

株式会社　サンファミリー 盛岡市　津志田南　３－１４－６５ 対個人サービス業

株式会社　ヒラトヤブライダルファッション 盛岡市　三本柳　７－２７－１

有限会社　クール・コーポレーション 盛岡市　上田　１－１４－１ 対個人サービス業

有限会社　内藤企画 盛岡市　三ツ割　５－１６－１ 娯楽業

株式会社　パシフィックウインズ 盛岡市　三本柳 7-66-1 娯楽業

日本レジャービジネス　株式会社 盛岡市　上堂　１－２－３８ 娯楽業

株式会社　公楽 盛岡市　上堂 4-1-20 娯楽業

株式会社　宮崎商店 盛岡市　城西町　９－２２ 娯楽業

一般財団法人　岩手県競馬振興公社 盛岡市　新庄　上八木田　１０ 娯楽業

株式会社　嚴商事 盛岡市　盛岡駅前通 15-5 娯楽業

有限会社　未来企画 盛岡市　青山　３－３－１４ 娯楽業

株式会社　飛鳥商事 盛岡市　東見前　５－５７－１－２Ｆ 娯楽業

フラップいわて岩手県青少年会館 盛岡市　みたけ 3-38-20 教育・学習支援業

株式会社　岩手自動車学校 盛岡市　高崩　２－５ 教育・学習支援業

社会福祉法人恵育舎　大新保育園 盛岡市　南青山町 13-3

一般財団法人　北日本カレッジ 盛岡市　盛岡駅西通　２－５－１５ 教育・学習支援業

合資会社　中央自動車学校 盛岡市　西青山　２－３１－１１ 教育・学習支援業

株式会社　西部産業 盛岡市　本宮　林崎　１－１ 教育・学習支援業



事業所名 住所 業種

株式会社　マツムラ健康館 盛岡市　みたけ　３－１８－２７ 教育・学習支援業

社会医療法人　みやま会盛岡観山荘病院 盛岡市　高松　４－２０－４０ 医療業・保健衛生

医療法人　仁妙光会　渋民中央病院 盛岡市　渋民　大前田　５３－２ 医療業・保健衛生

医療法人　尚歯会 盛岡市　松園 2-1-19 医療業・保健衛生

医療法人　禄三堂 盛岡市　松園　２－２－１０ 医療業・保健衛生

盛岡医療生活協同組合 盛岡市　津志田　２６－３０－１ 医療業・保健衛生

株式会社　メディカルサポート 盛岡市　津志田町　１－１５－３７ 医療業・保健衛生

一般社団法人　岩手県薬剤師会 盛岡市　馬場町 3-12 医療業・保健衛生

公益財団法人　岩手県予防医学協会 盛岡市　北飯岡　４－８－５０ 医療業・保健衛生

医療法人　謙和会　荻野病院 盛岡市　本宮 1-6-12 医療業・保健衛生

医療法人　拓心会　松嶋歯科医院 盛岡市　本宮 1-9-8 医療業・保健衛生

医療法人　久遠会 盛岡市　本宮　２―１９―２ 医療業・保健衛生

株式会社　コンプリートケア 盛岡市　本宮　２－４１－１ 医療業・保健衛生

社団医療法人　赤坂病院 盛岡市　名須川町　２９－２ 医療業・保健衛生

株式会社　サンメディカル 盛岡市　肴町　２－３１ 社会保険・社会福祉・介護事業

合同会社　いろは 盛岡市　つつじが丘　３－１５ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　ゴジュウゴ 盛岡市　みたけ　４－１４－５３ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　くるみの家 盛岡市　愛宕町　１２－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　永友会 盛岡市　永井　１６－５５－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　幸星会 盛岡市　乙部　４－１３９－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　一誠会　下太田保育園 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　玉山秀峰会 盛岡市　下田　石羽根　９９－９０１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　手をつなぐ 盛岡市　下飯岡 8-106 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　日新福祉会 盛岡市　好摩　芋田向　８３－２５ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　佐助 盛岡市　好摩　野中　４６－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　ぬぐまるの家 盛岡市　高松　４－３－６ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　ブライトステージ 盛岡市　肴町　３－１８ 社会保険・社会福祉・介護事業

一般社団法人　米内地域支援プラザ 盛岡市　桜台　２－１８－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　岩手県社会福祉協議会 盛岡市　三本柳 8-1-3 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　盛岡市社会福祉協議会 盛岡市　若園町　２－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　エムズ 盛岡市　小鳥沢　１－１９－４ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　結 盛岡市　上田　２－１４－３０ 社会保険・社会福祉・介護事業

盛岡市　厨川四丁目　５－７ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　白楊 盛岡市　西仙北　１－３６－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　みずほ盛岡 盛岡市　茶畑　１－１－５　グリーンビレッジ盛岡Ａ－１０１ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　アースライズ 盛岡市　中ノ橋通　２－１１－４ 社会保険・社会福祉・介護事業

特定非営利活動法人　いわて高次脳機能障害友の会イーハトーヴ 盛岡市　中野　１－１－２６ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　福振会　川目保育園 盛岡市　東山 1-15-1 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　まごのて 盛岡市　東松園　１－１２－１３ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　藤実会　都南あけぼの荘 盛岡市　湯沢 4-25-1 社会保険・社会福祉・介護事業

ナラビットホールディングス　株式会社 盛岡市　南青山町　４－１５サウザ南青山Ａ棟 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人善友隣保館 盛岡市　北山 1-12-36 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　土淵朗親会 盛岡市　本宮　小板小瀬 20-1 社会保険・社会福祉・介護事業

公益財団法人　いきいき岩手支援財団 盛岡市　本町通　３－１９－１　岩手県福祉総合相談センター内 社会保険・社会福祉・介護事業

盛岡市　名須川町　１８－５ 社会保険・社会福祉・介護事業

岩手県森林組合連合会 盛岡市　中央通 3-15-17 複合サービス業

岩手県庁生活協同組合 盛岡市　内丸 10-1 複合サービス業

盛岡広域森林組合 盛岡市　渋民　泉田　３６０

全国農業協同組合連合会　岩手県本部 盛岡市　大通 1-2-1

岩手県漁業協同組合連合会 盛岡市　内丸 16-1 複合サービス業

株式会社　めんこいメディアブレーン 盛岡市　本宮　５－２－１５ 職業紹介・労働者派遣業

株式会社　インターワークス 盛岡市　門　１－４－３２　ベストビジネスビル１Ｆ 職業紹介・労働者派遣業

有限会社　イワテ警備社 盛岡市　月が丘　２－８－１６ その他の対事業所サービス業

株式会社　大盛警備保障 盛岡市　月が丘 3-50-1 その他の対事業所サービス業

株式会社　エヌティーコンサルタント 盛岡市　高松　２－３５－２８ その他の対事業所サービス業

株式会社　盛岡清掃センター 盛岡市　手代森　１９－１９ その他の対事業所サービス業

第一商事　株式会社 盛岡市　上ノ橋町 8-8 その他の対事業所サービス業

株式会社　盛岡総合ビルメンテナンス 盛岡市　上堂　３－１６－２６ その他の対事業所サービス業

桜心警備保障　株式会社 盛岡市　上堂 3-19-4 その他の対事業所サービス業

太平ビルサービス株式会社　盛岡支店 盛岡市　盛岡駅前通　１６－２１ その他の対事業所サービス業

東北清和　株式会社 盛岡市　西仙北　１－１５－７ その他の対事業所サービス業



事業所名 住所 業種

株式会社　共同地質コンパニオン 盛岡市　川目 11-4-2 その他の対事業所サービス業

株式会社　東北ビルド 盛岡市　大館町　１８－８ その他の対事業所サービス業

株式会社　第一環境保全 盛岡市　手代森　１９－１９

株式会社　ヒューマンライフ 盛岡市　大通　３－１－２３ その他の対事業所サービス業

株式会社　Ｍ・Ｋ・Ｇ 盛岡市　大通　３－９－１７－２０１ その他の対事業所サービス業

協栄テックス　株式会社 盛岡市　中央通　３－３－１ その他の対事業所サービス業

ＡＬＳＯＫ岩手　株式会社 盛岡市　津志田西　１－２４－１５ その他の対事業所サービス業

岩手美装　株式会社 盛岡市　東仙北　２－４－１６ その他の対事業所サービス業

有限会社　ワンテック 盛岡市　南仙北　２－１５－４２ その他の対事業所サービス業

公益財団法人　岩手労働基準協会 盛岡市　北飯岡　１－１０－２５ その他の対事業所サービス業

株式会社　城北自動車 盛岡市　みたけ 5-18-26 修理業

有限会社　盛岡マツダ商会 盛岡市　上田　３－１０－４６ 修理業

有限会社　親和自動車整備工場 盛岡市　神子田町 21-10 修理業

岩手自動車塗装　株式会社 盛岡市　津志田南　３－７－４０

株式会社　阿部モータース 盛岡市　西仙北　１－４１－１

白石自動車工業　株式会社 盛岡市　南仙北 1-6-38 修理業

有限会社　岩手自動車電機 盛岡市　上田 2-7-11 修理業

北日本建機工業　株式会社 盛岡市　手代森 5-19-8

アリス　株式会社 盛岡市　神子田町　２１－１５ 廃棄物処理業

一般社団法人　岩手県木炭協会 盛岡市　南仙北　２－３－２１ 政治・経済・文化団体

一般社団法人　岩手県土木技術センター 盛岡市　みたけ　４－４－２０ 政治・経済・文化団体

盛岡市　羽場　１４－８－４ 政治・経済・文化団体

公益社団法人　岩手県農畜産物価格安定基金協会 盛岡市　菜園 1-4-10 政治・経済・文化団体

岩手県中小企業団体中央会 盛岡市　肴町　４－５ 政治・経済・文化団体

盛岡商工会議所 盛岡市　清水町　１４－１２ 政治・経済・文化団体

岩手県商工会連合会 盛岡市　盛岡駅西通　１―３―８ 政治・経済・文化団体

公益財団法人　岩手県国際交流協会 盛岡市　盛岡駅西通　１－７－１ 政治・経済・文化団体

公益財団法人　岩手県観光協会 盛岡市　盛岡駅西通　２－９－１　マリオス３Ｆ 政治・経済・文化団体

公益財団法人　岩手県体育協会 盛岡市　青山　４－１３－３０ 政治・経済・文化団体

岩手県教職員組合 盛岡市　大通 1-1-16 政治・経済・文化団体

認定ＮＰＯ法人　いわて子育てネット 盛岡市　大通　１－９－１２第８大通ビル３階 政治・経済・文化団体

公益財団法人　ふるさといわて定住財団 盛岡市　大通　３－２－８ 政治・経済・文化団体

一般財団法人　岩手県社会保険協会 盛岡市　中央通　１－６－２６ 政治・経済・文化団体

健康保険組合連合会　岩手連合会 盛岡市　中央通　３－１７－７　北星ビル８階 政治・経済・文化団体

一般社団法人　岩手県交通安全協会 盛岡市　天神町　１１－１ 政治・経済・文化団体

一般社団法人　岩手県産業資源循環協会 盛岡市　内丸　１６―１５　内丸ビル５Ｆ 政治・経済・文化団体

鹿妻穴堰土地改良区 盛岡市　北飯岡　１－８－３ 政治・経済・文化団体

盛岡市　緑が丘　３－２０－５６ 政治・経済・文化団体

岩手県土地改良事業団体　連合会 盛岡市　本宮　２－１０－１ 政治・経済・文化団体

株式会社　岩手パブリック 盛岡市　高松　２－１４－２８ その他のサービス業

岩手県厚生農業協同組合　連合会 盛岡市　永井　１４－１５－１ その他のサービス業

株式会社　邑計画事務所 盛岡市　下ノ橋町　７－３６ その他のサービス業

株式会社　ストック 盛岡市　上厨川　横長根　２５－１ その他のサービス業

株式会社　高橋勲設計 盛岡市　上堂　３－２－１５ その他のサービス業

株式会社　東北映像 盛岡市　神明町　７－５ その他のサービス業

一般社団法人　岩手県農業会議 盛岡市　神明町　７－５ その他のサービス業

一般財団法人　岩手県建築住宅センター 盛岡市　盛岡駅西通　１－７－１　いわて県民情報交流センター２階 その他のサービス業

株式会社　ワイズマン 盛岡市　盛岡駅西通　２－１１－１ その他のサービス業

テクノス　株式会社 盛岡市　大通　３－２－７ その他のサービス業

株式会社　土木技研 盛岡市　津志田南　２－１６－２０ その他のサービス業

北光コンサル　株式会社 盛岡市　南仙北 2-3-35 その他のサービス業

宗教法人　盛岡八幡宮 盛岡市　八幡町 13-1 その他のサービス業

公益財団法人　いわて産業振興センター 盛岡市　北飯岡　２－４－２６ その他のサービス業

盛岡市教育委員会 盛岡市　津志田　１４―３７―２ 公務

都南眼科　 盛岡市　永井　２３－７－２ 医療業・保健衛生（個人） 

医療法人　ひまわり 盛岡市　本宮　６－１－４８ 医療業・保健衛生（個人） 

日本労働組合総連合会　岩手県連合会 盛岡市　大通　１－１－１６岩手教育会館　４Ｆ 政治・経済・文化団体

有限会社　二和木材 滝沢市　後 268-56 農林水産業

株式会社　イワテック 滝沢市　篠木　黒畑　１３５－６ 総合工事業

丹内建設　株式会社 滝沢市　篠木　黒畑 56-1 総合工事業

滝沢市



事業所名 住所 業種

有限会社　田中建工 滝沢市　巣子　８２０－１５ 総合工事業

新栄重機建設工業　株式会社 滝沢市　大釜　竹鼻　５６－２ 職別工事業

有限会社　盛岡鉄筋工業所 滝沢市　妻の神 155-1

朝日建産　株式会社 滝沢市　柳沢　１２１１－５ 職別工事業

株式会社　東北制御設計 滝沢市　巣子　１５２－３７８ 設備工事業

株式会社　ティーエスピー東北 滝沢市　大釜　外館　１１６－１ 設備工事業

有限会社　孝光工業 滝沢市　木賊川 320-52 設備工事業

有限会社　岩姫製作所 滝沢市　後 307-39 機械器具製造業

滝沢市　大釜　上竹鼻 85-5 機械器具製造業

株式会社　小林精機 滝沢市　大釜　風林　３－２１ 機械器具製造業

株式会社　栄建 滝沢市　巣子 187-1 その他の製造業

物産石油ホームライフ岩手　株式会社（Ｒ2.10.1全喪） 滝沢市　巣子　1031-5 電気・ガス・熱供給・水道業

岩手インフォメーション・テクノロジー　株式会社 滝沢市　巣子　１５２－４０９　滝沢市ＩＰＵ第２イノベーションセンター 情報通信業

株式会社　ホクリョウ物流 滝沢市　大釜　風林　３－２９ 道路貨物運送業

株式会社　こだま 滝沢市　留が森　３４７－２０７ 道路貨物運送業

東杜産業　株式会社 滝沢市　篠木　明法　１３３－１ 卸売業

株式会社　庭　広 滝沢市　巣子 958-5 飲食料品以外の小売業

いわて生活協同組合 滝沢市　土沢 220-3 飲食料品以外の小売業

株式会社　滝沢商事 滝沢市　鵜飼　狐洞　１－２５２ 不動産業

株式会社　ＩＮＴＥＱＴ 滝沢市　鵜飼　狐洞　１０－１３ 専門・技術サービス業

有限会社　アドオフィスミュー 滝沢市　穴口　４２１－４１ 専門・技術サービス業

川村商事　有限会社 滝沢市　牧野林 1012-3 飲食店

株式会社　ＪＡライフセレモ 滝沢市　鵜飼　向新田　７－７５ 対個人サービス業

株式会社　エステーモータースクール 滝沢市　巣子　１６９－３ 教育・学習支援業

社会福祉法人　滝沢市保育協会 滝沢市　外山 86-17 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　麗沢会 滝沢市　高屋敷 15 社会保険・社会福祉・介護事業

岩手花平農業協同組合 滝沢市　鵜飼　安達　１３８－１３ 複合サービス業

新岩手農業協同組合 滝沢市　鵜飼　向新田　７－７６ 複合サービス業

有限会社　東部総業 滝沢市　鵜飼　向新田 159-18 ア―バンコ―ﾄ Bｰ102 その他の対事業所サービス業

岩手県たばこ耕作組合 滝沢市　大釜　土井尻　１２４－２４ その他の対事業所サービス業

有限会社　岩手保安 滝沢市　牧野林 990-2 その他の対事業所サービス業

株式会社　交通電機商事 滝沢市　鵜飼　上高柳 64 修理業

一般社団法人　岩手県畜産協会 滝沢市　砂込 389-7 政治・経済・文化団体

滝沢市　大釜　風林　４２－１８５ 政治・経済・文化団体

前川興業　 滝沢市　大石渡　３１－１ 総合工事業（個人）

株式会社　中村建設 岩手郡　雫石町　下曽根田 69 総合工事業

岩井建設　株式会社 岩手郡　雫石町　繋 5 塩ｹ森 175-7 総合工事業

株式会社　菊池工業 岩手郡　雫石町　繋　５－１９０－１５６ 総合工事業

有限会社　アース 岩手郡　雫石町　上曽根田　１６６－３ 総合工事業

株式会社　アクール工業 岩手郡　雫石町　千刈田　８１ 総合工事業

株式会社　ダイヤテックス 岩手郡　雫石町　高前田　５９－６ 職別工事業

有限会社　横手鈑金工業所 岩手郡　雫石町　黒沢川 139-1 職別工事業

有限会社　三浦圧鉄工業 岩手郡　雫石町　七ツ森　１６７－１ 職別工事業

盛岡軌道工業　株式会社 岩手郡　雫石町　板橋　３５－２ 職別工事業

小岩井農場商品　株式会社 岩手郡　雫石町　丸谷地　３６－１ 食料品・たばこ製造業

株式会社　岩手県市町村職員保健保養施設運営管理機構 岩手郡　雫石町　長山　猫沢 3-6 宿泊業

株式会社　長栄館 岩手郡　雫石町　鶯宿 6-7 宿泊業

社会福祉法人　雫石保育園 岩手郡　雫石町　下町　１５０ 教育・学習支援業

株式会社　航和 岩手郡　雫石町　柿木　５－４ 社会保険・社会福祉・介護事業

障害者支援施設　うぐいすの郷 岩手郡　雫石町　西安庭　２６－１３０－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　ＪＡライフサポート 岩手郡　雫石町　町裏　７５－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　向井産業 岩手郡　雫石町　長山　狐森 26-3 その他の対事業所サービス業

有限会社　クリーン雫石 岩手郡　雫石町　長山　梍　９１－４ 廃棄物処理業

篠村医院 岩手郡　雫石町　寺の下 105-12 医療業・保健衛生（個人） 

株式会社　山谷産業 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１０－５１５－３ 総合工事業

株式会社　水清建設 紫波郡　矢巾町　西徳田 5-201-2

株式会社　オリテック２１ 紫波郡　矢巾町　流通センター南　１－７－２０ 職別工事業

信幸プロテック　株式会社 紫波郡　矢巾町　広宮沢　８－５－１ 設備工事業

オヤマダエンジニアリング　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センター南 1-5-17 設備工事業

雫石町

矢巾町



事業所名 住所 業種

株式会社　もりでん 紫波郡　矢巾町　流通センター南　４－１４－３ 設備工事業

東北食品　株式会社 紫波郡　矢巾町　西徳田 8-126 食料品・たばこ製造業

盛岡電話工事　株式会社 紫波郡　矢巾町　広宮沢 11-501-9 情報通信業

合同会社　新和 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１０－５０１－３７ 道路貨物運送業

株式会社　サンクス・エクスプレス 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１－６１－４ 道路貨物運送業

岩手三八五流通　株式会社 紫波郡　矢巾町　赤林　５－４８ 道路貨物運送業

有限会社　不来方運送 紫波郡　矢巾町　南矢幅 14-15-155 道路貨物運送業

三八五通運　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センター南 2-4-13 道路貨物運送業

株式会社　モリレイ 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１１－５０６－２ 卸売業

みちのくコカ･コーラボトリング　株式会社 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１－２７９ 卸売業

株式会社　三ツ星商会 紫波郡　矢巾町　広宮沢　５－３１５ 卸売業

岩手農蚕　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センタ－　南 1-4-8 卸売業

岩手繊維　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センタ－　南 1-7-16 卸売業

株式会社　佐藤政行種苗 紫波郡　矢巾町　流通センタ－　南 1-8-6 卸売業

岩手木材市場協同組合 紫波郡　矢巾町　流通センタ－　南 2-5-6 卸売業

盛岡糖粉　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センタ―南 1-3-4 卸売業

岩手県産　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センター南　１－８－９ 卸売業

株式会社　Ιｗａｋｙｏ 紫波郡　矢巾町　流通センター南 1-9-22 卸売業

コマツ岩手　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センター南 2-9-5 卸売業

株式会社　パワフル 紫波郡　矢巾町　流通センター南　３－７－３ 卸売業

株式会社　藤村商会 紫波郡　矢巾町　流通センタ―南 3-9-7 卸売業

株式会社　三協医科器械 紫波郡　矢巾町　流通センタ－南 1-7-7 卸売業

岩手建商　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センタ－南 3-8-14 卸売業

株式会社　うちむら家具 紫波郡　矢巾町　広宮沢 10-501-22 飲食料品以外の小売業

株式会社　薬王堂 紫波郡　矢巾町　広宮沢　３－４２６ 飲食料品以外の小売業

マルハ産業　株式会社　盛岡営業所 紫波郡　矢巾町　西徳田　８－１５－１ 飲食料品以外の小売業

岩手フィードワン販売　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センター南 3-1-7 飲食料品以外の小売業

株式会社　Ａコーフ゜東北 紫波郡　矢巾町　流通センター南 2-5-2 飲食料品小売業

みちのくキヤンテイーン　株式会社 紫波郡　矢巾町　流通センター南２丁目 4-21 飲食料品小売業

有限会社　流通センター不動産 紫波郡　矢巾町　広宮沢 10-501-25 不動産業

株式会社　アウトレジャー 紫波郡　矢巾町　流通センター南　３－１－３ 物品賃貸業

北栄調査設計　株式会社 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１－２７１ 専門・技術サービス業

公益社団法人　岩手県浄化槽協会 紫波郡　矢巾町　流通センター南 3-5-8 専門・技術サービス業

しょうげつフードサービス　株式会社 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１－２８１ 飲食店

社会福祉法人　矢巾親和会 紫波郡　矢巾町　南矢幅　6-13-1 教育・学習支援業

公益財団法人　岩手県対がん協会 紫波郡　矢巾町　医大通　２－１－６ 医療業・保健衛生

社会福祉法人　新生会 紫波郡　矢巾町　室岡　１２－１２８－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　フﾟレーゴ 紫波郡　矢巾町　南矢幅　６－６０６ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　快互 紫波郡　矢巾町　又兵エ新田 5-28-2 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　いちご会 紫波郡　矢巾町　又兵エ新田５－３３９ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　メンテナンス不来方 紫波郡　矢巾町　白沢　２－１７７ その他の対事業所サービス業

みちのく自動販売機サービス　株式会社 紫波郡　矢巾町　広宮沢　１－２７９ 修理業

一般社団法人　岩手県自動車会議所 紫波郡　矢巾町　流通センタ－　南 2-8-3 政治・経済・文化団体

社会保険労務士法人　ワイズコンサルタンツ 紫波郡　矢巾町　流通センター南　３－１－７ 専門・技術サービス業

佐々木自動車整備工場　 紫波郡　矢巾町　西徳田 6-162 修理業（個人）

株式会社　小松組 紫波郡　紫波町　日詰　下丸森　１７ 総合工事業

株式会社　アプローチ 紫波郡　紫波町　平沢　長尾沢　８８－７０ 総合工事業

株式会社　マルシン 紫波郡　紫波町　平沢　幅　６３－９ 総合工事業

フクビハウジング　株式会社 紫波郡　紫波町　片寄　下谷地 738 総合工事業

エヌケー紫波　株式会社 紫波郡　紫波町　稲藤　升形 201 職別工事業

有限会社　山田左官工業 紫波郡　紫波町　北田　道地 45-1 職別工事業

株式会社　いわちく 紫波郡　紫波町　犬渕　南谷地　１２０ 食料品・たばこ製造業

有限会社　まきばミート 紫波郡　紫波町　犬渕　南谷地 120 食料品・たばこ製造業

イワテ・プリミート　株式会社 紫波郡　紫波町　星山　間野村　６７－５ 食料品・たばこ製造業

有限会社　佐々木製作所 紫波郡　紫波町　平沢　油田　２９－２ 機械器具製造業

森田製作　有限会社 紫波郡　紫波町　桜町　本町川原 4-1

有限会社　東北電気設備工事 紫波郡　紫波町　東長岡　柳田　１０２－１ 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社　アイソプラ 紫波郡　紫波町　日詰　下丸森　１７ 情報通信業

エージシュート　株式会社 紫波郡　紫波町　二日町　向山　９６－１０ 情報通信業

三光運輸　株式会社 紫波郡　紫波町　犬渕　南谷地　３２－１７ 道路貨物運送業

紫波町



事業所名 住所 業種

株式会社　グリーンフィールド 紫波郡　紫波町　大巻　八竜５０－１ 卸売業

岩手オートサービス　株式会社 紫波郡　紫波町　江柄　福田２０ 飲食料品以外の小売業

有限会社　ウイング 紫波郡　紫波町　桜町　三本木　２２－７ 飲食料品以外の小売業

株式会社　たもり 紫波郡　紫波町　紫波中央駅前　１－３７－１ 飲食料品小売業

オガール紫波　株式会社 紫波郡　紫波町　紫波中央駅前　２－３－３ 不動産業

有限会社　細田仮設工業 紫波郡　紫波町　上平沢　南馬場 50-3 物品賃貸業

社会福祉法人　紫波会 紫波郡　紫波町　桜町　三本木 46-1 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　志和大樹会 紫波郡　紫波町　土舘　関沢２４－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　紫波町社会福祉協議会 紫波郡　紫波町　二日町　古舘 356-1 社会保険・社会福祉・介護事業

しわナーシングホーム虹　株式会社 紫波郡　紫波町　北日詰　大日堂　２－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

岩手中央農業協同組合 紫波郡　紫波町　桜町　上野沢 38-1 複合サービス業

有限会社　新和自動車整備工場 紫波郡　紫波町　星山　間野村 59-1 修理業

紫波環境　株式会社 紫波郡　紫波町　南日詰　小路口　７０－１ 廃棄物処理業

村上司法書士事務所　 紫波郡　紫波町　日詰　中新田 215-1 専門・技術サービス業

株式会社　十文字チキンカンパニー 二戸市　石切所　火行塚 25 農林水産業

株式会社　アルバライフ 二戸市　金田一　八ツ長　８８―５ 総合工事業

有限会社　小船建設 二戸市　浄法寺町新山　４８ 総合工事業

株式会社　田村組建工 二戸市　石切所　森合　１１２－２ 総合工事業

株式会社　丹野組 二戸市　福岡　中村 20 総合工事業

山善鉄工建設　株式会社 二戸市　釜沢　山道 17-1 職別工事業

馬渕川電気　株式会社 二戸市　福岡　五日町 15 設備工事業

馬渕川設備　株式会社 二戸市　福岡　五日町 15 設備工事業

日本一フード　株式会社 二戸市　下斗米　上野平　６７－２３ 食料品・たばこ製造業

株式会社　夢実耕望 二戸市　浄法寺町明神沢　５６―２ 食料品・たばこ製造業

株式会社　ＰＪ二戸フーズ 二戸市　仁左平　大段　１２－３ 食料品・たばこ製造業

株式会社　南部美人 二戸市　福岡　上町 13 食料品・たばこ製造業

株式会社　阿部繁孝商店 二戸市　福岡　中町 13 食料品・たばこ製造業

株式会社　二戸サントップ 二戸市　金田一　上平 108 繊維製品製造業

株式会社　ツガワ　二戸工場 二戸市　石切所　穴牛　長久保　２０ 機械器具製造業

二戸ガス　株式会社 二戸市　仁左平　北井沢　６ 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社　三幸堂ビジネス 二戸市　福岡　中村　３９－６ 飲食料品以外の小売業

有限会社　カーネットワーク 二戸市　石切所　荷渡　２２―３ 飲食料品以外の小売業

阿部農機　株式会社 二戸市　福岡　下中町 23-1 飲食料品以外の小売業

株式会社　菅文 二戸市　堀野　長地 75-4 飲食料品以外の小売業

有限会社　下斗米測量設計 二戸市　福岡　城ノ外 15-4 専門・技術サービス業

株式会社　座敷わらし 二戸市　金田一　長川　４１ 宿泊業

社会福祉法人　いつつ星会 二戸市　仁左平　横手　６―１ 社会保険・社会福祉・介護事業

二戸市　福岡　城ノ外　４―１ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　エスパス 二戸市　堀野　下タ川原　２―１ その他の対事業所サービス業

二戸市役所 二戸市　福岡　川又 47 公務

株式会社　サラダファーム 八幡平市　平笠　２－６－３３３ 農林水産業

株式会社　渡輝 八幡平市　平笠　１１－３５

有限会社　遠藤砂利 八幡平市　大更　２４－８－１ 鉱業、採石業、砂利採取業

佐藤建設　合資会社 八幡平市　大更　２３－１－１ 総合工事業

株式会社　遠忠 八幡平市　大更 24-8-1-5 総合工事業

株式会社　高建重機 八幡平市　平笠 25-97-1 総合工事業

八幡平市　松尾寄木　１３－１４２ 職別工事業

株式会社北東地質ボーリング 八幡平市　大更 24-67-4

タダテックス　有限会社 八幡平市　大更　２４－９－１ 設備工事業

株式会社　わしの尾 八幡平市　大更 22-158 食料品・たばこ製造業

有限会社　西部産業 八幡平市　平笠 10-63-1 食料品・たばこ製造業

岩手農協チキンフーズ（株）八幡平工場 八幡平市　平笠 19-50-2 食料品・たばこ製造業

安代林産協同組合 八幡平市　蛇石 10-1 木製品・家具等製造業

株式会社　ニュートン 八幡平市　大更　２－１５４－１９ 化学工業・同類似業

遠忠石油　株式会社 八幡平市　大更 24-8-1 飲食料品以外の小売業

株式会社　肉の横沢 八幡平市　大更 21-52-1 飲食料品小売業

株式会社　岩手エッグデリカ 八幡平市　平笠 2-6-8 飲食料品小売業

ザマ・ジャパン　株式会社 八幡平市　大更　２－１５４－１４ 学術研究機関

有限会社　タカ・コーポレーション　いこいの村岩手 八幡平市　平笠　２４－１－４ 宿泊業

八幡平市

二戸市



事業所名 住所 業種

有限会社　さがみ総業 八幡平市　平舘 26-102-3 対個人サービス業

八幡平市　上関　４－５４－３ 教育・学習支援業

社会福祉法人　安代会 八幡平市　丑山口 27-5 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　みちのく協会 八幡平市　松尾寄木　１１－１３－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

北斗警備　株式会社 八幡平市　野駄　２８－２ その他の対事業所サービス業

双葉重車輌株式会社 八幡平市　平笠　２４－１－４０ 修理業

八幡平市　平舘　２６－１１１ 政治・経済・文化団体

農林水産業

株式会社　阿部土建エンタープライズ 総合工事業

有限会社　上遠野工務店 総合工事業

社会福祉法人　誠心会 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　キロサ肉畜生産センター 岩手郡　岩手町　川口　９－３３－４ 農林水産業

株式会社　第一ポートリーフアーム 岩手郡　岩手町　土川　４－３３１－３ 農林水産業

株式会社　佐藤建設 岩手郡　岩手町　沼宮内　９－１１－３ 総合工事業

株式会社　田中鉄建 岩手郡　岩手町　一方井 14-168-1 職別工事業

株式会社　岩手特殊 岩手郡　岩手町　一方井　７－２０９－１ 職別工事業

株式会社　八戸建設 岩手郡　岩手町　沼宮内　９－１３８－３ 職別工事業

有限会社　岩崎建設 岩手郡　岩手町　川口　１２－３－１ 職別工事業

株式会社　渡電気 岩手郡　岩手町　川口　１４－１３６－１６７ 設備工事業

株式会社　飯島産業　岩手工場 岩手郡　岩手町　川口 50-8-3 繊維製品製造業

株式会社　岩手町ふるさと振興公社 岩手郡　岩手町　五日市 10-121-20 飲食料品小売業

岩手町社会福祉協議会 岩手郡　岩手町　五日市　１０－５１－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　春陽会 岩手郡　岩手町　五日市 2-307 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　介護いわて 岩手郡　岩手町　沼宮内　１８－８５－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

岩手町役場 岩手郡　岩手町　五日市 10-44 公務

柴田建設　有限会社 二戸郡　一戸町　鳥越　悪戸平 50 鉱業、採石業、砂利採取業

有限会社　田村建築 二戸郡　一戸町　一戸　小井田 30-9 総合工事業

株式会社　田中建設 二戸郡　一戸町　高善寺　大川鉢 22-1 総合工事業

有限会社　二戸通信工業 二戸郡　一戸町　一戸　大越田　９８－６ 設備工事業

株式会社　戸田久 二戸郡　一戸町　一戸　前田 168 食料品・たばこ製造業

株式会社　木村産業 二戸郡　一戸町　女鹿　蛇ノ島 243 木製品・家具等製造業

有限会社　中山運送 二戸郡　一戸町　中山　軽井沢　１１６―１ 道路貨物運送業

奥中山高原　株式会社 二戸郡　一戸町　奥中山　西田子　６６２－１ 対個人サービス業

社会福祉法人　カナンの園 二戸郡　一戸町　中山　大塚　４―７ 社会保険・社会福祉・介護事業

一戸町役場 二戸郡　一戸町　高善寺　大川鉢 24-9 公務

南建設　株式会社 九戸郡　軽米町　晴山 27-12-2 総合工事業

合資会社　大崎工業 九戸郡　軽米町　上舘　１５－６０－２３ 職別工事業

九戸運送　有限会社 九戸郡　軽米町　晴山 20-77-1 道路貨物運送業

株式会社　ミナミ 九戸郡　軽米町　晴山 27-12-2 廃棄物処理業

有限会社　甲斐建設 九戸郡　軽米町　軽米　８－１７４－５ 総合工事業（個人）

九戸郡　九戸村　江刺家　２―５５―１１ 農林水産業

株式会社　南部ファーム 九戸郡　九戸村　江刺家　第１８地割　葉ノ木沢　１４０―１ 農林水産業

有限会社　阿部悦三商店 九戸郡　九戸村　伊保内 13-47 食料品・たばこ製造業

有限会社　折爪運送 九戸郡　九戸村　長興寺　８―３７ 道路貨物運送業

花巻市森林組合 農林水産業

株式会社　フロンティア上根子上 花巻市　上根子　道願　２２６－１ 農林水産業

株式会社　たかしん興業 花巻市　円万寺　字　下堰田 18 総合工事業

有限会社　高龍工務店 花巻市　糠塚 7-82 総合工事業

株式会社　Ｙ　アシスタンス 花巻市　高木　２０－２００－２１２ 総合工事業

花住ホーム　株式会社 花巻市　材木町 12-38 総合工事業

有限会社　花城ハウジング 花巻市　若葉町 2-5-16 総合工事業

株式会社　山下組 花巻市　上根子　石川原　７８－１ 総合工事業

有限会社　新田工業 花巻市　諏訪町　２－７－４ 総合工事業

株式会社　佐賀建設 花巻市　石鳥谷町南寺林 5-297 総合工事業

株式会社　長澤工務店 花巻市　石鳥谷町八幡 11-29-2 総合工事業

花巻市

岩手町

一戸町

軽米町

九戸村



事業所名 住所 業種

株式会社　拓三建設 花巻市　中根子　駒込 15-1 総合工事業

株式会社　大久保建設 花巻市　東和町安俵 2-11 総合工事業

株式会社　佐々木工務店 花巻市　湯口　山根 80 総合工事業

ＳＳ建築デザイン室　有限会社 花巻市　湯本　２－５４－８ 総合工事業

株式会社　阿部電設 花巻市　二枚橋町　大通り 1-78 総合工事業

株式会社中央コーポレーション 花巻市　東宮野目 11-5

株式会社　船野組 花巻市　二枚橋町　北 1-37 総合工事業

有限会社　滝田工務店 花巻市　里川口町 7-3 総合工事業

株式会社　瀧田屋 花巻市　御田屋町 4-40 職別工事業

佐藤築炉工業　株式会社 花巻市　上根子　米倉 100-1 職別工事業

有限会社　沢田左官工業所 花巻市　諏訪 124-2 職別工事業

株式会社　エクステリアモミの木 花巻市　西宮野目　２－２３５－４ 職別工事業

株式会社　鎌田鈑金工業 花巻市　大迫町亀ケ森　６－７－１ 職別工事業

株式会社　ＴＥＲＵＩ 花巻市　中根子　駒込　１－２３ 職別工事業

有限会社　時鉄工所 花巻市　東和町土沢 2-265 職別工事業

株式会社　愛吹美装 花巻市　東和町土沢　６－１１３－４ 職別工事業

有限会社　高橋商会 花巻市　二枚橋　５－３２４－１ 職別工事業

有限会社　菅原サッシ工業所 花巻市　膝立　十二位　４０２－４ 職別工事業

株式会社　システムテック 花巻市　本館 55-6 職別工事業

花南水道土木　株式会社 花巻市　下根子 352 設備工事業

有限会社　ミタカ住設 花巻市　石鳥谷町八幡 22-70 設備工事業

有限会社　工藤工業 花巻市　中根子 22 神明 11-8 設備工事業

有限会社　栄電気 花巻市　東宮野目　１０－８３－２ 設備工事業

有限会社　花巻水道工業所 花巻市　東町 9-15 設備工事業

株式会社　マーマ食品 花巻市　桜町 4-241-2 食料品・たばこ製造業

岩手阿部製粉　株式会社 花巻市　石鳥谷町好地 3-85-1 食料品・たばこ製造業

東北丸大食品　株式会社　岩手工場 花巻市　石鳥谷町八幡 13-240 食料品・たばこ製造業

株式会社　オリオンベーカリー 花巻市　東宮野目 12-4-5 食料品・たばこ製造業

株式会社　高清物産 花巻市　南笹間 1-385 食料品・たばこ製造業

銀河フーズ　株式会社 花巻市　南川原町 191 食料品・たばこ製造業

有限会社　協栄印刷 花巻市　高木 20-7-1 印刷・同関連業

有限会社　大盛印刷 花巻市　中根子　字　堂前 48 印刷・同関連業

東北資材工業　株式会社 花巻市　石鳥谷町好地　１２－２８－１ 化学工業・同類似業

サンホレスト化成工業　株式会社　岩手工場 花巻市　大迫町大迫 14-95-2 化学工業・同類似業

株式会社　製治 花巻市　卸町　３７ 金属工業

有限会社　藤双製作所 花巻市　桜町 4-262-2 金属工業

株式会社　鋼商東北支店 花巻市　石鳥谷町大瀬川 9-32-3 金属工業

サンポット　株式会社 花巻市　北湯口　２－１－２６ 金属工業

有限会社　ＣＯＳ工業 花巻市　空港南　２－３ 機械器具製造業

株式会社　サトウ精機 花巻市　小瀬川　３－１４３－３ 機械器具製造業

株式会社　新興製作所 花巻市　大畑　９－９２－６ 機械器具製造業

株式会社　アイオー精密 花巻市　東十二丁目　１７－１－１ 機械器具製造業

株式会社　ウノーインダストリー 花巻市　東十二丁目 19-10-10 機械器具製造業

有限会社　オーピーエス 花巻市　東十二丁目　１９－１０－４ 機械器具製造業

株式会社　協和製作所 花巻市　東十二丁目 19-10-51 機械器具製造業

旭エンジニアリング　株式会社 花巻市　二枚橋 3-120 機械器具製造業

有限会社　エスジーディー 花巻市　大畑　５－１２３ その他の製造業

花巻ガス　株式会社 花巻市　材木町 17-37 電気・ガス・熱供給・水道業

有限会社　藤原商店 花巻市　石鳥谷町八幡　５－１０－５ 電気・ガス・熱供給・水道業

有限会社　渡部運輸 花巻市　下根子 431-5 道路貨物運送業

株式会社　齋藤運輸 花巻市　上小舟渡 530 道路貨物運送業

岩手雪運　株式会社 花巻市　石神町　７７－３ 道路貨物運送業

株式会社　共栄運輸花巻 花巻市　二枚橋 6-237-2 道路貨物運送業

ファミリー観光　株式会社 花巻市　上小舟渡 33-4 その他の運輸業

有限会社　石鳥谷タクシー 花巻市　石鳥谷町好地 7-79-18 その他の運輸業

株式会社　岩手観光タクシー 花巻市　大通り 1-7-14 その他の運輸業

有限会社　清水田観光 花巻市　東和町中内 5-118-2 その他の運輸業

株式会社　三光タクシー 花巻市　二枚橋町　大通り 2-18-2 その他の運輸業

株式会社　坂田建材 花巻市　卸町 16 卸売業

株式会社　東華商会 花巻市　高木　１９－２８０－１ 卸売業

株式会社　中央水産花巻 花巻市　山の神 670 卸売業



事業所名 住所 業種

有限会社　ケイフーズ 花巻市　石神町　７７－３ 卸売業

株式会社　今弘商店 花巻市　鍛治町　１２－１６ 卸売業

株式会社　ジョイ･コス 花巻市　小瀬川　１３－１４１

株式会社　宮沢商店 花巻市　鍛治町　３－６ 卸売業

四ツ目商事　株式会社 花巻市　中根子　古館　２２－１ 卸売業

有限会社　清水石材 花巻市　円万寺　松林 132 飲食料品以外の小売業

株式会社　花巻マツダ 花巻市　下似内 17-81-3 飲食料品以外の小売業

株式会社　三田商会 花巻市　御田屋町 1-33 飲食料品以外の小売業

ささ企画　有限会社 花巻市　桜木町　１－２３ 飲食料品以外の小売業

株式会社　マルカン百貨店 花巻市　上町 6-2 飲食料品以外の小売業

株式会社　マルカン 花巻市　上町 6-2 飲食料品以外の小売業

株式会社　ジョイスニッコー 花巻市　上町 6-7 飲食料品以外の小売業

株式会社　石鳥谷石油 花巻市　石鳥谷町好地 17-30 飲食料品以外の小売業

有限会社　しらいし 花巻市　石鳥谷町八幡 3-76-7 飲食料品以外の小売業

株式会社　小瀬川新聞店 花巻市　大通り 1-14-28 飲食料品以外の小売業

株式会社　みちのくクボタ 花巻市　東宮野目　１３－９ 飲食料品以外の小売業

有限会社　ハウディ館 花巻市　東町　１２－３２ 飲食料品以外の小売業

株式会社　リスクバスターズ総合保険事務所 花巻市　里川口町　３－６１ 金融・保険業

岩手県空港ターミナルビル　株式会社 花巻市　東宮野目　２－５３ 不動産業

有限会社　西山工務店 花巻市　湯口　反目 116 不動産業

有限会社　サンクス 花巻市　実相寺 224-2 物品賃貸業

合同会社　五枚橋建築設計事務所 花巻市　桜町　１－３１４－１ 専門・技術サービス業

社会保険労務士法人　工藤事務所 花巻市　大通り　１－３－５花巻市ビジネスインキュベータ２階　３

株式会社　システムカマダ 花巻市　石鳥谷町好地　８－１５９ 専門・技術サービス業

株式会社　新鉛温泉 花巻市　鉛　西鉛 23 宿泊業

鉛温泉　株式会社 花巻市　鉛　中平 75-1 宿泊業

株式会社　ホテル花城 花巻市　東町 9-30 宿泊業

ファインリゾート　株式会社 花巻市　湯口　佐野　２１－８ 宿泊業

志戸平温泉　株式会社 花巻市　湯口　志戸平　２６ 宿泊業

株式会社　ガーデンリゾート 花巻市　湯口　松原　３６－３ 宿泊業

花巻温泉　株式会社 花巻市　湯本 1-125 宿泊業

医療法人　工藤医院 花巻市　一日市 2-27 医療業・保健衛生

医療法人　報恩会　とみつか脳神経外科クリニック 花巻市　御田屋町 1-41 医療業・保健衛生

医療法人　中庸会 花巻市　石鳥谷町中寺林 10-46 医療業・保健衛生

医療法人　ほがらか会 花巻市　東宮野目　１３－１－１ 医療業・保健衛生

社会福祉法人　宇津野会 花巻市　金矢 5-435-1 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　プラスアルファ 花巻市　幸田　３－１１６ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　悠和会 花巻市　幸田 4-116-1 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　福老 花巻市　桜台　２－２４－３０ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　花巻市社会福祉協議会 花巻市　石神町 364 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　石鳥谷会 花巻市　石鳥谷町好地　１４－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　ナースィングキュア・ほっと 花巻市　石鳥谷町新堀　５３－１５ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　光林会 花巻市　石鳥谷町中寺林 12-54-7 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　石鳥谷町保育協会 花巻市　石鳥谷町八幡　５－１３－５ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　大迫桐寿会 花巻市　大迫町大迫 11-1-1 社会保険・社会福祉・介護事業

花巻市　大迫町大迫　１－４－５５ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　東和仁寿会 花巻市　東和町東晴山 7-16 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　大谷会 花巻市　湯口  松原 53-1 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　花巻ふれあいの里福祉会 花巻市　湯口　鳥谷 17-1 社会保険・社会福祉・介護事業

特別養護老人ホーム　アイリス花巻 花巻市　南万丁目 970-2 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　いいね 花巻市　二枚橋町大通り　２－１８－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

花巻農業協同組合 花巻市　野田 316-1 複合サービス業

東北警衛　株式会社 花巻市　末広町　７－２ その他の対事業所サービス業

大栄商事　株式会社 花巻市　下似内 17-80-2 修理業

有限会社　エス・ユー・エヌ 花巻市　東和町土沢 7-101-1 修理業

株式会社　理水興業 花巻市　星が丘 2-16-12 廃棄物処理業

一般社団法人　花巻観光協会 政治・経済・文化団体

花巻商工会議所 花巻市　花城町 10-27 政治・経済・文化団体

一般社団法人　ビジネスサポート花巻 花巻市　二枚橋　５－６－３ その他のサービス業

太田地区振興会 花巻市　太田　３２－１６３－３ 政治・経済・文化団体

北上市



事業所名 住所 業種

株式会社　みちのくビオトープ 北上市　黒沢尻 3-4-25 農林水産業

北上市森林組合 北上市　川岸 2-12-28 農林水産業

株式会社　西部開発農産 北上市　和賀町　後藤 1-333 農林水産業

一般社団法人　北上市機械化農業公社 北上市　和賀町　煤孫 10-14-2 農林水産業

株式会社　東日本開発 北上市　花園町　１－２－２ 総合工事業

青葉建設　株式会社 北上市　鬼柳町　都鳥　１２４－１ 総合工事業

旭ボーリング　株式会社 北上市　鬼柳町　都鳥 186-1 総合工事業

岩手建設工業　株式会社 北上市　常盤台 2-9-4 総合工事業

三菱製紙エンジニアリング株式会社　北上事業所 北上市　相去町　笹長根　３５ 総合工事業

株式会社　第一鉄道 北上市　相去町　田抱　５９－１４ 総合工事業

株式会社　スパット北上 北上市　村崎野　１４－６３－３ 総合工事業

株式会社　丸重 北上市　村崎野　１５－３１２－７ 総合工事業

株式会社　小原建設 北上市　村崎野 15-312-8 総合工事業

株式会社　栄開発 北上市　村崎野 22-154-4 総合工事業

有限会社　トータルリフォームサービス 北上市　立花 20-25-6 総合工事業

岩手基礎工業　株式会社 北上市　流通センター 1-34 総合工事業

マルケイ建設　株式会社 北上市　和賀町　藤根 17-54-1 総合工事業

株式会社　フジネ建設 北上市　和賀町　藤根 17-75-2 総合工事業

和田建設　有限会社 北上市　和賀町岩崎　５―１０４ 総合工事業

北上市　藤沢　２－８８ 職別工事業

株式会社　アイエムアイ 北上市　北鬼柳 2-19-1 設備工事業

丸片機水工業　株式会社 北上市　常盤台 4-9-21 設備工事業

北桜設備　株式会社 北上市　村崎野　２４－２０－１７ 設備工事業

有限会社　西和賀電工　北上支店 北上市　大堤北　１－１－４０ 設備工事業

南部電気工事　株式会社 北上市　大堤北 1-2-1 設備工事業

株式会社　はなだ 北上市　北鬼柳 3-117-1 設備工事業

株式会社　横川目電業 北上市　和賀町　横川目 12-37-8 設備工事業

有限会社　グリム 北上市　更木　２７－２２－１ 食料品・たばこ製造業

株式会社　アジテック 北上市　流通センター　１９－７０ 食料品・たばこ製造業

オリテック吉田　株式会社 北上市　上野町　１－１１－６ 紙製品製造業

北菱興業　株式会社 北上市　相去町　笹長根　３５ 紙製品製造業

岩手森紙業　株式会社　北上事業所 北上市　北工業団地 2-20 紙製品製造業

有限会社　及川印刷 北上市　村崎野 19-12 印刷・同関連業

東北ユーロイド工業　株式会社 北上市　村崎野 14-453-5 化学工業・同類似業

有限会社　北進技研 北上市　藤沢　１８－３７－１０ 化学工業・同類似業

株式会社　ＷΙＮＧ 北上市　二子町　秋子沢　１１８－８ 化学工業・同類似業

株式会社　プランテック 北上市　鬼柳町　鷹鳥羽 104 金属工業

有限会社　泉製作所 北上市　村崎野 12-112-1 金属工業

北上鐵工　株式会社 北上市　北工業団地 2-10 金属工業

有限会社　ホクスイ精工 北上市　北工業団地　５－９ 金属工業

株式会社　ビック 北上市　和賀町藤根　１３－２４４－１ 金属工業

株式会社　ＥＬプロ 北上市　下江釣子　１６－２２－１　カーサ・ジョヴァンニ　１０１ 機械器具製造業

株式会社　エヅリコエンジニアリング 北上市　滑田 20-111-1 機械器具製造業

有限会社　協和テック 北上市　滑田 6-43-1 機械器具製造業

富士善工業　株式会社 北上市　鬼柳町　下川原 145 機械器具製造業

株式会社　北上エレメック 北上市　鬼柳町　都鳥 133 機械器具製造業

株式会社　セントラル 北上市　更木　８－２８－１ 機械器具製造業

株式会社　ジーピージェイ 北上市　成田　２２－１１４－１ 機械器具製造業

有限会社　大和製作所 北上市　相去町　平林 21-51 機械器具製造業

ホクト　株式会社 北上市　村崎野　１５－３５６－３ 機械器具製造業

谷村電気精機　株式会社 北上市　村崎野 21-26-18 機械器具製造業

株式会社　ツガワ北上工場 北上市　村崎野 21-26-3 機械器具製造業

株式会社　ナガソノ 北上市　村崎野 22-83-20 機械器具製造業

有限会社　千田克工場 北上市　大堤西 2-6-27 機械器具製造業

有限会社　有田製作所 北上市　北鬼柳 18-17 機械器具製造業

小松金属　株式会社 北上市　北工業団地 1-16 機械器具製造業

株式会社　東京不二電機 北上市　和賀町　竪川目 1-1-99 機械器具製造業

株式会社　菊芳製作所 北上市　和賀町　藤根 16-138 機械器具製造業

株式会社　共栄テック 北上市　和賀町後藤 2-48-6 機械器具製造業

株式会社　中野商店 北上市　和賀町　藤根 17-78-5 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社　システムベース 北上市　村崎野 19-116-4 情報通信業



事業所名 住所 業種

北上ケーブルテレビ　株式会社 北上市　本石町 1-5-19 情報通信業

八幡自動車　株式会社 北上市　相去町　大松沢　１－１１２ 道路貨物運送業

東北ポール運送　株式会社　北上営業所 北上市　村崎野 16-335-1 道路貨物運送業

北上運輸　株式会社 北上市　町分 2-120-1 道路貨物運送業

株式会社　岩手中央運輸 北上市　堤ケ丘 1-10-20 道路貨物運送業

田代運輸　株式会社 北上市　鳩岡崎 1-30-1 道路貨物運送業

北日本重機　有限会社 北上市　流通センター　２４－２４ 道路貨物運送業

大通運送　株式会社 北上市　流通センター 6-20 道路貨物運送業

有限会社　都タクシー 北上市　川岸 2-8-19 その他の運輸業

株式会社　ロジックスサービス 北上市　相去町　山田　２－１８ その他の運輸業

株式会社　村崎野タクシー 北上市　村崎野 15-314-6 その他の運輸業

有限会社　大安タクシー 北上市　本通り 2-4-14 その他の運輸業

西北交通　株式会社 北上市　和賀町岩崎新田　１０－９１－７ その他の運輸業

株式会社　中村商会 北上市　村崎野 13-25-11 卸売業

株式会社　サステック東北 北上市　北工業団地 1-16 卸売業

株式会社　コセガワ 北上市　本石町 1-1-25 卸売業

株式会社　アベヤス 北上市　本通り 3-3-9 卸売業

株式会社　登美屋 北上市　上江釣子　１８－１４－１ 飲食料品以外の小売業

高善商店　有限会社 北上市　新穀町 1-7-47 飲食料品以外の小売業

グレインマシナリー東日本　株式会社 北上市　川岸　１－１６－１ 飲食料品以外の小売業

株式会社　メディケアエコネット 北上市　相去町　西裏　１－４１ 飲食料品以外の小売業

株式会社　北栄機工 北上市　相去町　平林 21-33 飲食料品以外の小売業

株式会社　細川商会 北上市　村崎野　１９－１１８－１６ 飲食料品以外の小売業

株式会社　丸片ガス 北上市　村崎野 20-80 飲食料品以外の小売業

株式会社　笠井 北上市　堤ケ丘 1-7-30 飲食料品以外の小売業

石川産業販売　株式会社 北上市　九年橋 3-18-22 飲食料品以外の小売業

株式会社　イー・エス・シー 北上市　北鬼柳 19-69 飲食料品以外の小売業

株式会社　みちのくジャパン 北上市　大通り　４丁目４－２２　ＭＪビル 飲食料品小売業

有限会社　かぎや菓子舗 北上市　堤ケ丘 2-9-1 飲食料品小売業

株式会社　北上ヘルシー 北上市　川岸 2-12-23 無店舗小売業

トータルサポートコンサルティング　有限会社 北上市　大通り　2丁目8－14 金融・保険業

株式会社　東北永愛友商事岩手 北上市　川岸　３－１０－２ 金融・保険業

株式会社　北上開発 北上市　九年橋 3-7-10 不動産業

有限会社　東邦 北上市　鍛冶町 1-1-23 不動産業

有限会社　浅井自動車販売 北上市　北鬼柳 18-62-1 物品賃貸業

公益財団法人　岩手生物工学研究センター 北上市　成田 22-174-4 学術研究機関

株式会社　アンブロホープ 北上市　諏訪町 2-1-5 飲食店

イリヤマ　株式会社 北上市　大通り　１－１１－３ 宿泊業

有限会社　水神温泉 北上市　和賀町　岩崎 1-103 宿泊業

株式会社　北上交通観光 北上市　上野町 1-27-23 対個人サービス業

株式会社　ふじ屋 北上市　本通り　４－１７－６ 対個人サービス業

有限会社　藤田 北上市　村崎野　２０－７０ 娯楽業

合同会社　歩み 北上市　さくら通り　４－１－３５ 医療業・保健衛生

医療法人社団　敬和会 北上市　北鬼柳 22-46 医療業・保健衛生

社会福祉法人　和江会 北上市　下江釣子 10-74-3 社会保険・社会福祉・介護事業

合同会社　中里 北上市　黒沢尻　４－８－２０ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　幸徳会 北上市　小鳥崎　２－１６５ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　北上市社会福祉協議会 北上市　常盤台 2-1-63 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　常心福祉会 北上市　常盤台 4-7-28 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　ｃｏｎｎｅｃｔ 北上市　村崎野　２０－６４－３ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　北上愛児会 北上市　鍛冶町　１－１１－７２ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　真心デイサービス安寿 北上市　中野町　２－１２－２４ 社会保険・社会福祉・介護事業

ソイン　株式会社　ショートステイ北上 北上市　二子町　宿西　２２－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　日高見 北上市　北鬼柳　２２－４６ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　博愛会 北上市　立花　１０－３８ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　方光会 北上市　和賀町藤根　１４－１４４－１５ 社会保険・社会福祉・介護事業

協同組合　江釣子ショッピングセンター 北上市　北鬼柳 19-68 複合サービス業

株式会社　コスミック 北上市　藤沢 16-199-1 職業紹介・労働者派遣業

北上ビルメン　株式会社 北上市　幸町 2-5 その他の対事業所サービス業

北上自動車　株式会社 北上市　堤ケ丘 1-8-33 修理業

株式会社　阿部マイカーセンター 北上市　藤沢 18-102-23 修理業



事業所名 住所 業種

佐藤自動車工業　株式会社 北上市　流通センタ― 5-22 修理業

北上商工会議所 北上市　青柳町 2-1-8 政治・経済・文化団体

一般財団法人　北上市文化創造 北上市　さくら通り　２－１－１ その他のサービス業

公認会計士税理士堤研一　事務所 北上市　上野町 1-26-34 専門・技術サービス業

北日本ＪＡ畜産　株式会社 遠野市　附馬牛町東禅寺　１７－３２ 農林水産業

松田建設　株式会社 遠野市　材木町 1-2 総合工事業

株式会社　小友建設 遠野市　小友町 14-73-2 総合工事業

松田重機工業　株式会社 遠野市　小友町 17-51-7 総合工事業

有限会社　菊栄工務店 遠野市　小友町 30-89-1 総合工事業

遠野建設工業　株式会社 遠野市　松崎町　白岩 13-4-1 総合工事業

株式会社　栄組 遠野市　上郷町　板沢 9-19-1 総合工事業

株式会社　リンデンバウム遠野 遠野市　青笹町中沢 8-1-11 総合工事業

有限会社　多田工務店 遠野市　綾織町新里　２１－２８－２ 職別工事業

有限会社　光電気工事 遠野市　綾織町　下綾織 36-100 設備工事業

遠野水道工業　株式会社 遠野市　松崎町　白岩 10-41-6 設備工事業

株式会社　平山工業所 遠野市　松崎町　白岩　地森64-2 設備工事業

岩手アパレル　株式会社 遠野市　土淵町　土淵 22-27-15 繊維製品製造業

遠野精器　株式会社 遠野市　下組町 11-44 その他の製造業

有限会社　サンウッドガス 遠野市　青笹町糠前　１７－６２－２６ 電気・ガス・熱供給・水道業

株式会社　遠野テレビ 遠野市　松崎町白岩　薬研淵 1-2 情報通信業

神和運送　株式会社 遠野市　綾織町　新里 28-6-1 道路貨物運送業

有限会社　タイチ工業 遠野市　青笹町糠前　１４－２０－３ 道路貨物運送業

菅原陸運　株式会社 遠野市　東舘町　１２－３１ 道路貨物運送業

株式会社　秀明 遠野市　綾織町下綾織　下大久保　５３－１ 物品賃貸業

有限会社　ＪＡとおのライフサービス 遠野市　松崎町白岩 15-7-5 対個人サービス業

ケア・グラント　株式会社 遠野市　穀町　１３－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　遠野市社会福祉協議会 遠野市　松崎町　白岩　薬研淵 1-3 遠野市総合福祉ｾﾝﾀｰ 内 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　とおの松寿会 遠野市　松崎町白岩 18-7 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　アイアン車体 遠野市　青笹町糠前　５－３５－１ 修理業

公益社団法人　遠野市シルバー人材センター 遠野市　青笹町糠前　９－７－６ 政治・経済・文化団体

株式会社　遠野施設管理サービス 遠野市　新町　１－１０ その他のサービス業

株式会社　西和賀産業公社 和賀郡　西和賀町　川尻４０地割 73-11 対個人サービス業

社会福祉法人　やすらぎ会 和賀郡　西和賀町　沢内太田２地割 135 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　共同産業 胆沢郡　金ケ崎町　西根　荒屋敷 3-1 総合工事業

株式会社　板宮建設 胆沢郡　金ケ崎町　西根　矢来 19 総合工事業

株式会社　ユアホーム 胆沢郡　金ケ崎町　西根　谷来浦 53-1 設備工事業

株式会社　東北正栄 胆沢郡　金ケ崎町　三ヶ尻　荒巻横道上75-1 道路貨物運送業

共栄運輸　株式会社 胆沢郡　金ケ崎町　西根　西檀原 4-1 道路貨物運送業

株式会社　本宮運輸 胆沢郡　金ケ崎町　六原　下二の町　２１０ その他の運輸業

株式会社　サンケイ商会 胆沢郡　金ケ崎町　西根　中荒巻 21-1 卸売業

株式会社　岩手県南青果市場 胆沢郡　金ケ崎町　六原　下二の町　２１５ 卸売業

サン･ミルク　株式会社 胆沢郡　金ケ崎町　六原　森合　７―２３ 飲食料品小売業

社会福祉法人友愛会　特別養護老人ホーム　友愛園 胆沢郡　金ケ崎町　西根　揚場後 8-2 社会保険・社会福祉・介護事業

医療法人若葉会

株式会社　衛生管理センター 胆沢郡　金ケ崎町　西根　東地蔵野 10-4 廃棄物処理業

佐野建設　株式会社 奥州市　江刺愛宕　前中野 255 総合工事業

有限会社　菅原建設 奥州市　江刺稲瀬　柏原　６４４ 総合工事業

株式会社　アフェクション 奥州市　水沢卸町　２―１８ 総合工事業

岩手ニチレキ　株式会社 奥州市　水沢工業団地 4-29 総合工事業

ＥＣ南部コーポレーション株式会社 奥州市　水沢佐倉河　慶徳　７１ 総合工事業

有限会社　五和建設 奥州市　水沢佐倉河　荒屋敷30-3 総合工事業

株式会社　協和建工 奥州市　水沢佐倉河　梨田川８－１ 総合工事業

株式会社　浅間建設 奥州市　水沢真城　杉ノ下 113 総合工事業

株式会社　島元組 奥州市　水沢真城　土手根　１０６ 総合工事業

板谷建設　株式会社 奥州市　水沢台町 3-35 総合工事業

栗原建設　株式会社 奥州市　水沢中田町 4-29 総合工事業

株式会社　御幸造園 奥州市　前沢長檀 116 総合工事業

遠野市

西和賀町

金ヶ崎町

奥州市



事業所名 住所 業種

株式会社　阿部　総業 奥州市　胆沢若柳　愛宕 796 総合工事業

有限会社　胆沢建設 奥州市　胆沢小山　大道 96 総合工事業

進栄建設　株式会社 奥州市　胆沢小山　道場 136 総合工事業

千葉建設　株式会社 奥州市　水沢内匠田 39

有限会社　丸高工務店 奥州市　胆沢南都田　濁川 29 総合工事業

丸上建設　株式会社 奥州市　胆沢南都田　濁川　３９ 総合工事業

株式会社　みやび防水デザイン 奥州市　衣川瀬原　６ 職別工事業

株式会社　クラシコ 奥州市　江刺八日町　１－８－１２ 職別工事業

株式会社　舘野興業 奥州市　水沢真城　熊ノ堂　５－６ 職別工事業

有限会社　及留板金工業所 奥州市　水沢赤土田 10 職別工事業

有限会社　藤澤塗装 奥州市　水沢里鎗 22-1 職別工事業

マルモ通信商事　株式会社 奥州市　江刺岩谷堂　下苗代沢 7-2 設備工事業

株式会社　セントラル設備機器 奥州市　水沢佐倉河　前田 19-1 設備工事業

有限会社　広新電設工業 奥州市　水沢水山 227-2 設備工事業

株式会社　サンライフ 奥州市　水沢田小路　１６－４ 設備工事業

有限会社　小野寺電気工事 奥州市　前沢塔ケ崎　５０－１４ 設備工事業

小山電工　株式会社 奥州市　胆沢小山　舘　８０ 設備工事業

株式会社　ハローワーク 奥州市　水沢卸町　３－１２ 食料品・たばこ製造業

株式会社　黄金製パン 奥州市　水沢谷地明円 47 食料品・たばこ製造業

岩手フード　株式会社 奥州市　前沢南塔ヶ崎 19-1 食料品・たばこ製造業

有限会社　前沢実業 奥州市　前沢本杉 41-1 食料品・たばこ製造業

株式会社　マツモト 奥州市　江刺岩谷堂　松長根２０－４ 木製品・家具等製造業

株式会社　丸岩 奥州市　江刺岩谷堂　袖山　１１－３６ 木製品・家具等製造業

鎌田段ボール工業　株式会社 奥州市　水沢多賀 6-5 紙製品製造業

鈴木印刷株式会社 奥州市　江刺岩谷堂　松長根15-5 印刷・同関連業

有限会社　及春鋳造所 奥州市　水沢羽田町　下屋敷37 金属工業

有限会社　リプロ企画 奥州市　前沢新城 49-11 金属工業

株式会社　サンセイ・イサワ 奥州市　胆沢小山　中油地　１１９ 金属工業

東北白金　株式会社 奥州市　江刺愛宕　観音堂沖127 機械器具製造業

株式会社　西浦精機　岩手工場 奥州市　江刺稲瀬　下台 122 機械器具製造業

ＩＫＫ東北　株式会社 奥州市　江刺岩谷堂　松長根20-10 機械器具製造業

株式会社　ミズサワセミコンダクタ 奥州市　水沢工業団地　２―３７ 機械器具製造業

株式会社　サンミューロン岩手工場 奥州市　前沢白山　田高 82 機械器具製造業

株式会社　小冨士製作所岩手工場 奥州市　前沢本杉 10-1 機械器具製造業

株式会社　ツクバ 奥州市　胆沢南都田　午房谷地　１４０―１ 機械器具製造業

奥羽生コンクリート　株式会社 奥州市　水沢工業団地　３―３５ その他の製造業

株式会社　えびすや 奥州市　水沢大町 21 その他の製造業

株式会社　ショージック 奥州市　江刺八日町　１－９－６７ 情報通信業

株式会社　アイディーエス 奥州市　水沢横町　９４ 情報通信業

株式会社　胆江日日新聞社 奥州市　水沢柳町 8 情報通信業

白金運輸　株式会社 奥州市　江刺稲瀬　沼舘 69 道路貨物運送業

株式会社　奥州志紅急便 奥州市　江刺岩谷堂　北八日市 323-2 道路貨物運送業

株式会社　ＳＳトランスポート 奥州市　水沢工業団地　2-18 道路貨物運送業

有限会社　ケーディーサービス 奥州市　水沢工業団地　１―３６ 道路貨物運送業

南部運輸　株式会社 奥州市　水沢佐倉河　前田中３－１５ 道路貨物運送業

スズシン物流システム　株式会社 奥州市　水沢真城　迎畑　９０―２ 道路貨物運送業

株式会社　アンカーライン東北 奥州市　前沢新城　５８－１７ 道路貨物運送業

株式会社　水岩タクシー 奥州市　水沢三本木　４－４２ その他の運輸業

株式会社　北都交通 奥州市　水沢三本木 4-42 その他の運輸業

株式会社　水沢農薬 奥州市　水沢卸町 3-3 卸売業

株式会社　環境保全サービス 奥州市　水沢卸町 4-7 卸売業

文秀堂　株式会社 奥州市　水沢久田 22-3 卸売業

有限会社　奥州ネット 奥州市　水沢佐倉河　東沖ノ目　４１ 卸売業

合同会社　母水の会 奥州市　水沢新小路　２１－１ 卸売業

イワセキ　株式会社 奥州市　江刺八日町　１丁目4-3 飲食料品以外の小売業

株式会社　松田商事 奥州市　水沢佐倉河　関谷　３３ 飲食料品以外の小売業

株式会社　今野商店 奥州市　前沢三日町 7 飲食料品以外の小売業

株式会社　丸萬 奥州市　江刺西大通り　７―２ 飲食料品小売業

株式会社　日報高橋 奥州市　水沢久田　９７ 無店舗小売業

株式会社　はなまるリビング 奥州市　水沢中田町　５－５鈴木ビル２Ｆ

有限会社　東海保険センター 奥州市　水沢佐倉河　杉ヶ崎６－２ 金融・保険業



事業所名 住所 業種

有限会社　小沢商会 奥州市　水沢佐倉河　中ノ町60 金融・保険業

岩手県農業共済組合　胆江地域センター 奥州市　水沢八反町　５２―１ 金融・保険業

有限会社　水沢総合企画 奥州市　水沢真城　折居町　４６ 不動産業

株式会社　県南仮設工業 奥州市　水沢卸町　４―７ 物品賃貸業

新星機械　有限会社 奥州市　水沢真城　杉山下 65 物品賃貸業

税理士法人　奥州会計 奥州市　水沢宮下町　８５ 専門・技術サービス業

株式会社　プラザ企画 奥州市　水沢佐倉河　後田 29 宿泊業

江刺開発振興株式会社 奥州市　江刺岩谷堂　小名丸86-1 娯楽業

水沢スポーツクラブ　株式会社 奥州市　水沢日高西 7 娯楽業

前沢自動車学校　株式会社 奥州市　前沢河ノ畑 175 教育・学習支援業

社会福祉法人　衣川会 奥州市　衣川古戸 45 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　江刺寿生会 奥州市　江刺岩谷堂下惣田　２９０―１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　協同光陽会 奥州市　江刺玉里　青篠　７―３ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　愛護会 奥州市　水沢羽田町　水無沢491 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　寿水会 奥州市　水沢見分森 16 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　奥州市社会福祉協議会 奥州市　水沢南町 5-12 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　ケアサービスゆたか 奥州市　前沢駅東　３－４－１５ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　白梅会 奥州市　前沢田畠　４０ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　胆沢やまゆり会 奥州市　胆沢南都田　加賀谷地 416 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　胆沢コスモス会 奥州市　胆沢南都田　小十文字　３３９―１ 社会保険・社会福祉・介護事業

岩手江刺農業協同組合 奥州市　江刺岩谷堂　反町　３６２―１ 複合サービス業

岩手ふるさと農業協同組合 奥州市　胆沢小山　菅谷地　１３１―１ 複合サービス業

ＡＬＳＯＫ岩手管財　株式会社 奥州市　水沢不断町　８ その他の対事業所サービス業

有限会社　羽田自動車整備工場 奥州市　水沢羽田町駅前２丁目 56 修理業

有限会社　水沢ボデー 奥州市　水沢太日通り　２―５―１５ 修理業

一般財団法人　クリーンいわて事業団 奥州市　江刺岩谷堂　大沢田113 廃棄物処理業

株式会社　江刺衛生社 奥州市　江刺岩谷堂　北八日市 323-2 廃棄物処理業

株式会社　昭和清掃興業 奥州市　江刺岩谷堂　北八日市 323-2 廃棄物処理業

一般財団法人　水沢環境公社 奥州市　水沢工業団地 4-42 廃棄物処理業

有限会社　東機工 奥州市　水沢真城　中上野 101-2 廃棄物処理業

奥州商工会議所 奥州市　水沢東町 4 政治・経済・文化団体

奥州金ケ崎行政事務組合 奥州市　水沢佐倉河　仙人　４９ 公務

鉱業、採石業、砂利採取業

株式会社　関建設 一関市　花泉町涌津　下吉田 137-1 総合工事業

株式会社　甲南 一関市　山目　十二神 77-1 総合工事業

株式会社　シンコーロードサービス 一関市　大東町曽慶　岩間　３２―１ 総合工事業

山岸電設工業株式会社 一関市　地主町　２－１６ 総合工事業

伸和ハウス　株式会社 一関市　竹山町 3-9 総合工事業

有限会社　丸己建設 一関市　東山町長坂　西本町 107-3 総合工事業

皆川建築設計　株式会社 一関市　藤沢町藤沢　町裏　６７－４ 総合工事業

有限会社　矢萩建設 一関市　萩荘　高梨東 12-1 総合工事業

有限会社　橋本組 一関市　川崎町薄衣　法道地 1 総合工事業

有限会社　小山重機 一関市　川崎町薄衣　如来地　５―５ 総合工事業

株式会社　小山建設 一関市　川崎町薄衣　久伝　４１―５ 総合工事業

有限会社　トラストインダストリー 一関市　滝沢　苦木　９７―１ 総合工事業

後藤工建　株式会社 総合工事業

有限会社　東磐グリーン 職別工事業

株式会社　まるせん工業 一関市　花泉町涌津　道下 52-28

大森工業　株式会社 一関市　宮下町 8-11

有限会社　大桃建設 一関市　滝沢　草刈場　３８－６７ 職別工事業

有限会社　県南電興 一関市　三関　仲田 25-1 設備工事業

株式会社　小野寺設備 一関市　山目　寺前 35-2 設備工事業

株式会社　上田電気商会 設備工事業

大宝商事　株式会社 一関市　赤荻　月町　６３－３ 設備工事業

有限会社　一関防災設備 一関市　赤荻　松木 218-1 設備工事業

東山電気工事　有限会社 一関市　東山町長坂　町 182

株式会社　アイデン 一関市　萩荘　袋田　１６６－３ 設備工事業

株式会社　須藤食品 一関市　花泉町老松　下蛭沢 102-1 食料品・たばこ製造業

株式会社　松栄堂 一関市　地主町　３―３６ 食料品・たばこ製造業

世嬉の一酒造　株式会社 一関市　田村町 5-42 食料品・たばこ製造業

一関市



事業所名 住所 業種

株式会社　岩手サントップ 一関市　大東町大原　有南田 91 繊維製品製造業

株式会社　柴宿ファッション 一関市　東山町長坂　柴宿　１０３―１ 繊維製品製造業

トーバン印刷　株式会社 印刷・同関連業

株式会社　岩手日日新聞社 一関市　南新町 60

株式会社　立石コンクリート 化学工業・同類似業

株式会社　ケイ・エム　アクト 一関市　沢 297-14 化学工業・同類似業

株式会社　セキエイ 一関市　赤荻　雲南　１３４－１ 金属工業

株式会社　佐原 一関市　赤荻　亀田 143 金属工業

有限会社　小山超硬 一関市　大東町大原　岩谷堂 218-7 金属工業

ＮＳエンジニアリング　株式会社 一関市　藤沢町黄海　天堤　１５８ 金属工業

有限会社　光成工業 一関市　萩荘　霜後　２４１－１ 金属工業

株式会社　スガワラ製作所 一関市　花泉町花泉　天王沢沖　７５－１ 機械器具製造業

株式会社　東北マシナリー 一関市　赤荻　雲南　１７５―２ 機械器具製造業

有限会社　トキラミネーション 一関市　大東町沖田　本宿 58-1 機械器具製造業

株式会社　アーアル研究所 一関市　大東町渋民　田中 1 機械器具製造業

株式会社　東邦テクノス 一関市　滝沢　鶴ケ沢　７―６４ 機械器具製造業

東里工業　株式会社 一関市　東山町長坂　里前 105-8 機械器具製造業

株式会社　長島製作所 一関市　東台 14-34 機械器具製造業

星上通信株式会社 一関市　厳美町　上ノ台 42-2

ＳＷＳ東日本　株式会社 一関市　東台　５０番地　３０ 機械器具製造業

株式会社　東北鉄興社 一関市　東山町松川　滝ノ沢198 その他の製造業

有限会社　イトウケイ 道路貨物運送業

有限会社　光正運送 一関市　真柴　吉ケ沢 24-22 道路貨物運送業

大東貨物自動車　株式会社 道路貨物運送業

伊東運送　株式会社 一関市　大東町曽慶　神蔭　２５－３ 道路貨物運送業

株式会社　サンライズトランスポート 一関市　東山町長坂　町　１７６ 道路貨物運送業

株式会社　ヤマキ産業運輸 一関市　藤沢町増沢　長羽　３９－４ 道路貨物運送業

一関糧運　株式会社 一関市　萩荘　鍋倉 19-2

東磐運送　株式会社

佐貞運輸倉庫　株式会社 一関市　萩荘　鍋倉 15-14 道路貨物運送業

地方卸売市場　一印一関青果卸売　株式会社 卸売業

株式会社　丸越 一関市　花泉町金沢　運南田 171-1 卸売業

有限会社　小野寺金物店 卸売業

有限会社　大七 一関市　滝沢　鶴ケ沢 7-61 卸売業

株式会社　一般公害集配センター 一関市　萩荘　上本郷 149-7 卸売業

株式会社　和とわ 一関市　田村町１―２５ 飲食料品以外の小売業

株式会社　明国堂 一関市　厳美町　南滝ノ上　５４－２ 飲食料品以外の小売業

株式会社　ホーマス・キリンヤ 一関市　大町　４―２１ 飲食料品以外の小売業

有限会社　グリーン総業 一関市　藤沢町大籠　天ノ穴38

株式会社　丸江 一関市　萩荘　金ケ崎　２２―１ 飲食料品以外の小売業

合同会社　鈴木エンタープライズ 一関市　関が丘　１０２－１３ 飲食料品小売業

有限会社　トラストブレーン 一関市　相去　７５－３ 金融・保険業

有限会社　トラストブレーン 一関市　相去　７５－３ 金融・保険業

有限会社　オフィス松田 一関市　沢　１６１－６８ 金融・保険業

株式会社　セイコウ 一関市　末広　１－７－３８ 不動産業

株式会社　東北ワンピース 一関市　宮下町　７－４ 専門・技術サービス業

株式会社　一測設計 一関市　萩荘　竹際 33-5 専門・技術サービス業

株式会社　総合土木コンサルタンツ 一関市　萩荘　金ヶ崎　３３－１ 専門・技術サービス業

有限会社　古戦場商事 一関市　赤荻　堺 78-2 飲食店

株式会社　斎藤松月堂 一関市　上大槻街2番37号 宿泊業

株式会社　斎藤松月堂 一関市　桜木町　９－９ 宿泊業

株式会社　マリアージュ 対個人サービス業

有限会社　千代田美容室 一関市　大町　２―１４ 対個人サービス業

株式会社　東北サファリーパーク岩手支店 一関市　藤沢町黄海　山谷　１２１－２ 娯楽業

株式会社　ドライブラボ・一関 一関市　真柴　川戸 17-4 教育・学習支援業

教育・学習支援業

医療法人三秋会　一関中央クリニック 一関市　中央町 2-4-2 医療業・保健衛生

株式会社　テコエコロジージャパン 一関市　花泉町涌津　下原　１３４―１ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　一関福祉教育センター 一関市　山目　中野　１３４－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　室根孝養会 一関市　室根町折壁　八幡沖 119 社会保険・社会福祉・介護事業



事業所名 住所 業種

社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　川崎寿松会 一関市　川崎町薄衣　久伝 26 社会保険・社会福祉・介護事業

一関市　地主町　２－２６ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　ふじの実会 一関市　藤沢町新沼　西風　４６－８

株式会社　ウェルフェア・ジャパン 一関市　東五代　１１－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　柏寿会 一関市　萩荘　大袋　５６－４ 社会保険・社会福祉・介護事業

一関市　大東町曽慶　御能場　３９―１

社会福祉法人　一関市社会福祉協議会 一関市　城内 1-36

一関市　中里　荒谷　８－１

社会福祉法人　東山愛光会 一関市　東山町長坂　南山谷　１２

一関地方森林組合 一関市　赤荻　槻本　２９０ 複合サービス業

いわて平泉農業協同組合 一関市　竹山町　７－１ 複合サービス業

有限会社　セロン岩手 一関市　五代町 11-10 その他の対事業所サービス業

新生ビル管理　株式会社 一関市　三関　仲田 21-1 その他の対事業所サービス業

有限会社　首藤自動車整備工場 一関市　大東町猿沢　小森 43-1 修理業

ニッコー・ファインメック　株式会社 廃棄物処理業

株式会社　一関環境保全センター 一関市　滝沢　苦木 100-8 廃棄物処理業

一関商工会議所 一関市　駅前 1 政治・経済・文化団体

一関市　大手町　２―１６　一関文化センター内

一関まちづくり　株式会社 一関市　大町　４―２９ その他のサービス業

ヘアーサロン　ヌマクラ 一関市　中央町　２－９－１１ 対個人サービス業（個人）

日花里の郷日形 一関市　花泉町日形　井戸沢３８－２ 政治・経済・文化団体

朝田建設　株式会社 西磐井郡　平泉町　平泉　鈴沢 4-1 総合工事業

株式会社　岩城ピーシー 西磐井郡　平泉町　平泉　上野台　２８０―４ 職別工事業

有限会社　千葉恵製菓 西磐井郡　平泉町　平泉　佐野原 59-3 食料品・たばこ製造業

川嶋印刷　株式会社 西磐井郡　平泉町　平泉　佐野原　２１ 印刷・同関連業

城北運輸　有限会社 西磐井郡　平泉町　平泉　佐野　１６ 道路貨物運送業

株式会社　北都高速運輸倉庫東北 西磐井郡　平泉町　平泉　坂下　１０７－１ 道路貨物運送業

株式会社　平泉ホテル武蔵坊 西磐井郡　平泉町　平泉　大沢 15 宿泊業

有限会社　東北クリーンサービス 西磐井郡　平泉町　平泉　高田前　７４－４ 対個人サービス業

社会福祉法人　幸得会 西磐井郡　平泉町　平泉　片岡 69-1 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　稲泉会 西磐井郡　平泉町　平泉　片岡 69-7 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　岩手南警備保障 その他の対事業所サービス業

平泉町役場 西磐井郡　平泉町　平泉　志羅山 45-2 公務

一沢コンクリート工業　株式会社 久慈市　長内町　３７－６－１ 鉱業、採石業、砂利採取業

有限会社　繁名建設 久慈市　栄町　３２―１１７ 総合工事業

株式会社　正栄 久慈市　夏井町　鳥谷 8-50-5 総合工事業

株式会社　中塚工務店 久慈市　源道 13-21 総合工事業

株式会社　エムエスケー 久慈市　山形町荷軽部　１―８８―１ 総合工事業

プレステック　株式会社 久慈市　山形町川井　８―１５―７ 総合工事業

蒲野建設　株式会社 久慈市　山形町川井 9-32-2 総合工事業

株式会社　カヌカテックプラス 久慈市　小久慈町　５４－２－２ 総合工事業

有限会社　谷地建築 久慈市　新中の橋　４－２２－２ 総合工事業

株式会社　サンホームズ 久慈市　川崎町　１２―１４ 総合工事業

外里建設　株式会社 久慈市　大川目町 14-63-6 総合工事業

下舘建設　株式会社 久慈市　長内町　２４－１６２ 総合工事業

兼田建設　株式会社 久慈市　畑田 26-131 総合工事業

賀美鉄筋工業　有限会社 久慈市　小久慈町　３２―１―３ 職別工事業

株式会社　共進設備 久慈市　新中の橋 4-32-14 設備工事業

株式会社　カネヨシ水道工業所 久慈市　中町 2-7 設備工事業

株式会社　吉成食品 久慈市　侍浜町　本町　９－５３－５０ 食料品・たばこ製造業

株式会社　十文字チキンカンパニー　久慈工場 久慈市　小久慈町　６３―１６―１ 食料品・たばこ製造業

有限会社　タニムラフードサービス 久慈市　長内町　２０－８４－３ 食料品・たばこ製造業

久慈市　長内町　３５－１２３－１９ 食料品・たばこ製造業

ミドリ久慈衣料　株式会社 久慈市　大川目町 14-67-1 繊維製品製造業

有限会社　丸与木材店 久慈市　川貫　７―５９―５ 木製品・家具等製造業

株式会社　リンザイ 久慈市　大川目町　３―３１―１ 木製品・家具等製造業

久慈港運　株式会社 久慈市　長内町 42-8-14 道路貨物運送業

有限会社　マルヒ製材 久慈市　夏井町　大崎 15-1-1 卸売業

平泉町

久慈市



事業所名 住所 業種

株式会社　細谷地 久慈市　長内町 17-100-10 飲食料品以外の小売業

有限会社　賀口部品商会 久慈市　田高　一丁目 29 飲食料品以外の小売業

株式会社　スズマ測量設計 久慈市　新中の橋　３７－１０１－１３ 専門・技術サービス業

社会福祉法人　久慈市社会福祉協議会 久慈市　旭町 7-127-3 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人小袖保育会　小袖保育園 久慈市　宇部町 23-37-10 社会保険・社会福祉・介護事業

久慈市　栄町　３２－３５－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　山形福祉会 久慈市　山形町川井 12-55-1 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　琥珀会 久慈市　小久慈町　１９－１１８－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　七福神 久慈市　湊町　２１―４８ 社会保険・社会福祉・介護事業

障害者支援施設　ひばり療護園 久慈市　天神堂 32-8

久慈市漁業協同組合 久慈市　長内町 42-6 複合サービス業

株式会社　平成ＧＵＡＲＤ 久慈市　栄町　３７－７８－２ その他の対事業所サービス業

久慈商工会議所 久慈市　十八日町 1-45 政治・経済・文化団体

公益社団法人　久慈法人会 久慈市　川崎町 16-13 政治・経済・文化団体

一般社団法人　大野ふるさと公社 九戸郡　洋野町　大野　５８―１２―３０ 宿泊業

社会福祉法人　みちのく大寿会 九戸郡　洋野町　大野　６０―４１―８ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　清翠会 九戸郡　洋野町　中野　９－２９－２２ 社会保険・社会福祉・介護事業

小野新建設　株式会社 下閉伊郡　岩泉町　門　中瀬５１－８ 総合工事業

岩泉ホールディングス　株式会社 下閉伊郡　岩泉町　乙茂　乙茂　９０－１ 食料品・たばこ製造業

一般社団法人　岩泉農業振興公社 下閉伊郡　岩泉町　二升石　和田　１４０―１０ その他の製造業

岩泉自動車運輸　株式会社 下閉伊郡　岩泉町　岩泉　字　中家12-1 道路貨物運送業

社会福祉法人恩賜財団　岩手県済生会　岩泉病院 下閉伊郡　岩泉町　岩泉　中家 19-1 医療業・保健衛生

社団医療法人　緑川会 下閉伊郡　岩泉町　乙茂　上　９―１２ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部岩手県済生会　特別養護老人ホーム百楽苑 下閉伊郡　岩泉町　岩泉　中家 40 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　晴山石材建設 九戸郡　野田村　玉川　５－２２－９ 総合工事業

田中技建　株式会社 九戸郡　野田村　野田　３５―５６―１ 総合工事業

株式会社　野田バイオパワーＪＰ 九戸郡　野田村　野田　１４－６７－１ 電気・ガス・熱供給・水道業

普代村漁業協同組合 下閉伊郡　普代村　銅屋　９―３１―４ 農林水産業

中村建設　株式会社 下閉伊郡　普代村　羅賀　１０―１―３ 総合工事業

株式会社　甘竹田野畑 下閉伊郡田野畑村室場24-4 農林水産業

丸奥自動車工業　株式会社 下閉伊郡　田野畑村　菅窪　２２３－７５ 飲食料品以外の小売業

宮古地方森林組合 宮古市　舘合町 3-3 農林水産業

田老町漁業協同組合 宮古市　田老　３－２－１

株式会社　小成良治商店 宮古市　栄町 1-23 総合工事業

沢与建設　株式会社 宮古市　山口 1-2-31

陸中建設　株式会社 宮古市　宮町　１－３－５ 総合工事業

有限会社　鈴木建設 宮古市　宮町 4-5-22 総合工事業

斎藤工業　株式会社 宮古市　実田 1-6-11 総合工事業

大坂建設　株式会社 宮古市　宮町 1-3-43

株式会社　佐々木建設 宮古市　田の神 1-2-37 総合工事業

株式会社　菊地建設 宮古市　八木沢 3-11-5 総合工事業

有限会社　崎尾工務店 宮古市　田の神 2-1-16 職別工事業

株式会社　宮古電工 宮古市　神林 3-13 設備工事業

小山田電業　株式会社 宮古市　小山田 4-1-30

東海電業　株式会社 宮古市　田鎖　９－６－１１ 設備工事業

共和水産　株式会社 宮古市　藤原　2-3-7 食料品・たばこ製造業

有限会社　宮古食品 宮古市　田老　古田 75-8 食料品・たばこ製造業

有限会社　すがた 宮古市　藤原　３－４－１１ 食料品・たばこ製造業

有限会社　川井林業 宮古市　川井 2-2 木製品・家具等製造業

宮古市　田鎖　９－５０－１ 金属工業

株式会社　丸光商事 宮古市　根市 2-33-2 電気・ガス・熱供給・水道業

南洋建材　株式会社 宮古市　金浜　７－８－１ 卸売業

株式会社　角登商店 宮古市　茂市 9-3-6 飲食料品以外の小売業

株式会社　みなとや薬局 宮古市　大通　４―５―１ 飲食料品以外の小売業

有限会社　丸坂商店 宮古市　刈屋　１１－９２－３ 飲食料品小売業

普代村

田野畑村

宮古市

洋野町

岩泉町

野田村



事業所名 住所 業種

三陸土地開発　株式会社 宮古市　大通　２－８－４０ 不動産業

株式会社　鈴木測量設計 宮古市　磯鶏沖 12-18 専門・技術サービス業

株式会社　宮古ドライビングスクール 宮古市　田鎖 12-25 専門・技術サービス業

アンドーコーポレーション　有限会社 宮古市　宮町　１－３－１７ 飲食店

株式会社　グリーンピア三陸みやこ 宮古市　田老　向新田　１４８ 娯楽業

株式会社　メディケア・システム 宮古市　宮町　２―２―１９ 医療業・保健衛生

医療法人　仁泉会　介護老人保健施設　ほほえみの里 宮古市　崎鍬ケ崎　９―３９―２７ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　宮古市社会福祉協議会 宮古市　小山田 2-9-20 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人恵心会 宮古市　西ケ丘　４－５３－８ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　新里紫桐会 宮古市　茂市 1-115-1 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　若竹会　サンホームみやこ 宮古市　崎鍬ケ崎 4-1-20

社会福祉法人　田老和心会 宮古市　田老　養呂地 6-2 社会保険・社会福祉・介護事業

宮古漁業協同組合 宮古市　光岸地 4-40 複合サービス業

重茂漁業協同組合 宮古市　重茂　１－３７－１

リアス環境管理　株式会社 宮古市　長町 1-9-17 その他の対事業所サービス業

株式会社　小野寺商会 宮古市　宮町 4-2-15 修理業

宮古商工会議所 宮古市　保久田 7-25 政治・経済・文化団体

佐々総業　株式会社 下閉伊郡　山田町　織笠　１４－３１－２ 総合工事業

ヤマト興建　株式会社 下閉伊郡　山田町　豊間根　１８－２２２－６ 総合工事業

株式会社　エフビー 下閉伊郡　山田町　豊間根 2-31-1 機械器具製造業

山田ガス　有限会社 下閉伊郡　山田町　長崎　３－２－２９ 電気・ガス・熱供給・水道業

有限会社　山﨑タクシー 下閉伊郡　山田町　川向町　７－４ その他の運輸業

山田町特産品販売協同組合 下閉伊郡　山田町　船越　６―１４１ 飲食料品小売業

株式会社　アット・ライフ 下閉伊郡　山田町　豊間根　２－８８－１ 不動産業

社会福祉法人　山田町社会福祉協議会 下閉伊郡　山田町　山田　１５－８２－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　まるたに商事 飲食料品以外の小売業

社会福祉法人　堤福祉会 社会保険・社会福祉・介護事業

有限会社　泉澤水産 釜石市　東前町　１９－１０ 農林水産業

濱幸水産　株式会社 釜石市　浜町 3-11-2 農林水産業

釜石地方森林組合 釜石市　片岸町　１－１－１ 農林水産業

株式会社　釜石砂利建設 釜石市　中妻町2-2-11 鉱業、採石業、砂利採取業

株式会社　山元 釜石市　只越町　２－６－２０ 総合工事業

株式会社　青紀土木 釜石市　鵜住居町　６－２０－１ 総合工事業

有限会社　藤原土木 釜石市　栗林町 22-50-1 総合工事業

株式会社　カネナカ 釜石市　甲子町　５－６２－１ 総合工事業

五菱工業　株式会社 釜石市　甲子町 5-69-3 総合工事業

株式会社　山長建設 釜石市　大只越町 1-2-15 総合工事業

株式会社　元持 釜石市　大町 1-2-6 総合工事業

株式会社　ＳＳ総建 釜石市　中妻町　１－１３－３ 総合工事業

株式会社　八幡建設 釜石市　両石町　４－２６－１２ 総合工事業

株式会社　四ツ家建設 釜石市　両石町　４－５６－４ 総合工事業

株式会社　だるま建設 釜石市　両石町　４－８７－６ 総合工事業

株式会社　藤敬 釜石市　鵜住居町　５－２５－１ 職別工事業

有限会社　ヨツヤリース 釜石市　両石町　４－５６－４ 職別工事業

有限会社　マルハ建設 釜石市　鵜住居町　５－３２－１ 設備工事業

村松設備工業　株式会社 釜石市　松原町 1-5-10 設備工事業

松村工業　株式会社 釜石市　中妻町 2-4-7 設備工事業

有限会社　磯原商会 釜石市　定内町　２－２４－６８ 設備工事業

株式会社　東北水道工事 釜石市　平田 2-20-1 設備工事業

株式会社　津田商店 釜石市　鵜住居町　１０－３０－１ 食料品・たばこ製造業

釜石鉱山株式会社 釜石市　甲子町　３―２３８ 食料品・たばこ製造業

株式会社　浜千鳥 釜石市　小川町 3-8-7 食料品・たばこ製造業

株式会社　近藤商店 釜石市　新浜町 1-2-33 食料品・たばこ製造業

平庄　株式会社 釜石市　新浜町　２－２－１６ 食料品・たばこ製造業

藤勇醸造　株式会社 釜石市　大渡町 3-15-32 食料品・たばこ製造業

株式会社　井戸商店 釜石市　大平町4-1-26 食料品・たばこ製造業

有限会社　菊鶴商店 釜石市　鈴子町　２２－１　シープラザ釜石内 食料品・たばこ製造業

有限会社　中村家 釜石市　鈴子町 5-7 食料品・たばこ製造業

山田町

釜石市



事業所名 住所 業種

株式会社　エイワ 釜石市　平田　３―６１―２４ 化学工業・同類似業

株式会社　三陸技研 釜石市　平田町　１－７０５ 化学工業・同類似業

釜石レミコン　株式会社 釜石市　両石町 4-24 化学工業・同類似業

釜石市　甲子町 9-248-3 金属工業

株式会社　テツゲン　東北支店 釜石市　定内町　４－１－４７ 金属工業

産業振興　株式会社　釜石事業所 釜石市　鈴子町　２３―１５ 金属工業

双葉精密　株式会社 釜石市　甲子町　１０―１５９―２ 機械器具製造業

株式会社　岩崎商店 釜石市　鵜住居町 12-37 電気・ガス・熱供給・水道業

釜石瓦斯株式会社 釜石市　鈴子町　１４７－５ 電気・ガス・熱供給・水道業

三陸ブロードネット　株式会社 釜石市　大町　１―２―１ 情報通信業

有限会社　新菱和運送 釜石市　上中島町　４－３－７ 道路貨物運送業

岩手県オイルターミナル　株式会社 釜石市　大平町4-1-4 その他の運輸業

有限会社　菅原紙器 釜石市　大渡町 3-12-16 卸売業

株式会社　フジセイ 釜石市　浜町　１－１－３０ 卸売業

有限会社　永澤商店 釜石市　只越町　３－７－２１

釜石ヒカリフーズ　株式会社 釜石市　唐丹町　小白浜　５６８ 飲食料品小売業

株式会社　小澤商店 釜石市　大町 1-10-6 不動産業

(資)宮古ホテル沢田屋釜石支店釜石ステーションホテル 釜石市　鈴子町　４―１ 物品賃貸業

有限会社　アルフアーシステム 釜石市　小佐野町　２－４－１５ 専門・技術サービス業

株式会社　Ｙ―ＳＴＹＬＥ 釜石市　大只越町　２―１０―１３　ネオポリス９２８　１０１号 専門・技術サービス業

有限会社　古川商店 釜石市　鵜住居町　４－８０２ 飲食店

株式会社　釜石総業 釜石市　大町 2-3-3 宿泊業

有限会社　三陸自動車学校 釜石市　桜木町 1-4-1 教育・学習支援業

株式会社　ウェルファー 釜石市　大町　２－２－２４ 医療業・保健衛生

社会福祉法人　愛恵会 釜石市　鵜住居町　２－２０－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　岩手徳栄会　三峯の杜 釜石市　鵜住居町　２－２２－１ 社会保険・社会福祉・介護事業

株式会社　ブルーム 釜石市　甲子町　１０－３１１－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　陽風会 釜石市　甲子町　７－１４４－４ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　楽水会　特別養護老人ホーム　アミーガはまゆり 釜石市　小佐野町　３―９―５０ 社会保険・社会福祉・介護事業

コンフォートライフ　合同会社 釜石市　大町　３－９－１６ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　釜石市社会福祉協議会 釜石市　大渡町　３－１５－２６　釜石市保健福祉センター８Ｆ 社会保険・社会福祉・介護事業

スクー　株式会社 釜石市　中妻町　２－１４－１４ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　愛泉会 釜石市　天神町　５－１３ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　清風会 釜石市　平田 2-51-7 社会保険・社会福祉・介護事業

唐丹町漁業協同組合 釜石市　唐丹町　小白浜 533 複合サービス業

株式会社　岩手オートリサイクルセンター 釜石市　平田　３―８１ 複合サービス業

釜石まちづくり　株式会社 釜石市　大町　１－１－１０釜石情報交流センター内 その他の対事業所サービス業

東陵総業　株式会社 釜石市　大渡町 1-5-8 その他の対事業所サービス業

協立管理工業　株式会社 釜石市　野田町　２－６－９ その他の対事業所サービス業

株式会社　釜石電機製作所 釜石市　甲子町　９―１７１―４ 修理業

旭モーターサービス　株式会社 釜石市　大町 1-2-6 修理業

有限会社　幸和自動車工業 釜石市　片岸町　４－１０４ 修理業

有限会社　釜石資源商事 釜石市　定内町 3-10-38 廃棄物処理業

釜石商工会議所 釜石市　只越町1-4-4 政治・経済・文化団体

有限会社　サンリク　リサイクルサービス 釜石市　両石町 4-54-18 その他のサービス業

橋野製作所 釜石市　鵜住居町　２９－１６－２４ その他の製造業（個人）

有限会社　甲生林材 大船渡市　日頃市町　上鷹生 14-8 農林水産業

一般社団法人　岩手県栽培漁業協会 大船渡市　末崎町　鶴巻 120 農林水産業

龍振鉱業　株式会社 大船渡市　日頃市町　石橋　１６―１ 鉱業、採石業、砂利採取業

有限会社　三陸海洋土木 大船渡市　三陸町綾里　宮野６７－１ 総合工事業

熊谷組　株式会社 大船渡市　三陸町綾里　大明神　１４―５ 総合工事業

有限会社　古川建設 大船渡市　三陸町綾里　八ｹ森　９０―１ 総合工事業

中村建設　株式会社 大船渡市　三陸町越喜来　所通　１２２－２ 総合工事業

株式会社　佐賀組 大船渡市　盛町　田中島 27-1 総合工事業

栗村建設　株式会社 大船渡市　赤崎町　諏訪前　３７－３ 総合工事業

株式会社　明和土木 大船渡市　大船渡町　上山 14-3 総合工事業

株式会社　中澤組 大船渡市　大船渡町　新田 38-10 総合工事業

豊島建設　株式会社 大船渡市　大船渡町　地ﾉ森 61-8 総合工事業

株式会社　誠建 大船渡市　猪川町　冨岡　１００－１ 総合工事業

株式会社　佐々忠 大船渡市　猪川町　冨岡 115-1 総合工事業

大船渡市



事業所名 住所 業種

株式会社　建築のフジサワ 大船渡市　末崎町　石浜　３９－１ 総合工事業

株式会社　佑貴拓建 大船渡市　赤崎町　宮野　８－２ 職別工事業

有限会社　村上塗装 大船渡市　大船渡町　上山 5-6 職別工事業

有限会社　フチガミ 大船渡市　立根町　中野 88-2 職別工事業

株式会社　盛水道電業社 大船渡市　盛町　宇津の沢 3-3 設備工事業

共立電気　株式会社 大船渡市　盛町　下舘下 5-9 設備工事業

有限会社　石川電気 大船渡市　盛町　内ノ目 1-34 設備工事業

有限会社　水野水道工業所 大船渡市　盛町　内ノ目 2-6 設備工事業

森下水産　株式会社 大船渡市　盛町　田中島 27-23 食料品・たばこ製造業

大船渡五陽食品協業組合 大船渡市　盛町　内ノ目 19-11 食料品・たばこ製造業

さいとう製菓　株式会社 大船渡市　赤崎町　宮野　５－１ 食料品・たばこ製造業

株式会社　阿部長商店　大船渡食品 大船渡市　大船渡町　欠ノ下向　１－１３ 食料品・たばこ製造業

有限会社　本多商店 大船渡市　末崎町　峰岸 146-1 食料品・たばこ製造業

大船渡市　大船渡町　欠ノ下向　１－１３４

有限会社　吉田商会 大船渡市　猪川町　久名畑　２１－１ 機械器具製造業

東海プロパン　株式会社 大船渡市　盛町　中道下 2-26 電気・ガス・熱供給・水道業

岩手県南運輸株式会社 大船渡市　赤崎町　石橋前　４－３ 道路貨物運送業

岩手開発鉄道　株式会社 大船渡市　盛町　東町 10-3 その他の運輸業

株式会社　菅野商店 大船渡市　大船渡町　砂森　２－７ その他の運輸業

株式会社　大船渡資源 大船渡市　盛町　みどり町 21-2 卸売業

株式会社　アマタケ 大船渡市　盛町　二本枠 5 卸売業

株式会社　互洋大船渡マリーナ 大船渡市　赤崎町　永浜 230 卸売業

橋爪商事　株式会社 大船渡市　大船渡町　砂森　２－２０ 卸売業

株式会社　大船渡読売新聞店 大船渡市　盛町　町　５－１０ 飲食料品以外の小売業

株式会社　マイヤ 大船渡市　盛町　木町　１４－５ 飲食料品以外の小売業

水野石油　株式会社 大船渡市　盛町　木町 6-19 飲食料品以外の小売業

有限会社　古内電器商会 大船渡市　盛町　木町 6-7 飲食料品以外の小売業

有限会社　あずさマリン 大船渡市　赤崎町　清水　７３－１ 飲食料品以外の小売業

株式会社　大船渡ホンダ 大船渡市　大船渡町　下平 12-4 飲食料品以外の小売業

有限会社　氏家プロパン 大船渡市　大船渡町　丸森 93-3 飲食料品以外の小売業

気仙郡漁業協同組合連合会 大船渡市　大船渡町　上平 16-2 飲食料品以外の小売業

三陸ふるさと振興　株式会社 大船渡市　三陸町越喜来　井戸洞　９５―２７ 飲食料品小売業

有限会社　サンリア振興社 大船渡市　盛町　町 10-11 飲食料品小売業

株式会社　鴎の玉子 大船渡市　赤崎町　宮野 5-1 飲食料品小売業

株式会社　谷地保険事務所 大船渡市　大船渡町　地ノ森４８－１１ 金融・保険業

ライフサポート　株式会社 大船渡市　大船渡町　明神前５－１４ 金融・保険業

株式会社　菊池技研コンサルタント 大船渡市　赤崎町　石橋前 6-8 専門・技術サービス業

中井測量設計　株式会社 大船渡市　三陸町吉浜　上野　２９―１ 専門・技術サービス業

株式会社　サクラダ 大船渡市　大船渡町　茶屋前７－８ 宿泊業

有限会社　大海 大船渡市　大船渡町　野々田 13-20 対個人サービス業

大船渡市　赤崎町　諏訪前　３－２ 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　大洋会 大船渡市　立根町　下欠 125-15 社会保険・社会福祉・介護事業

合同会社　あおと 大船渡市　立根町　中野　２７－８ 社会保険・社会福祉・介護事業

吉浜漁業協同組合 大船渡市　三陸町吉浜　向野３２－７ 複合サービス業

協同組合　南三陸ショッピングセンター 大船渡市　盛町　町 10-11 複合サービス業

東北産業振興協同組合 大船渡市　大船渡町　地ノ森４７－１１ 複合サービス業

大船渡市農業協同組合 大船渡市　大船渡町　茶屋前１６７－４ 複合サービス業

有限会社　メカドック 大船渡市　立根町　萱中　７９－５ 修理業

岩手資源開発　株式会社 大船渡市　猪川町　大野 5-1 廃棄物処理業

有限会社　気仙広域清掃 大船渡市　末崎町　上山　１０８―１８ 廃棄物処理業

大船渡商工会議所 大船渡市　盛町　中道下　２－２５ 政治・経済・文化団体

NPO法人　こそだてシップ 大船渡市　盛町　字　町10-11 政治・経済・文化団体

一般社団法人　大船渡市観光物産協会 大船渡市　大船渡町　茶屋前７－６ 政治・経済・文化団体

丸昭木材　 大船渡市　赤崎町　後ﾉ入　８４―８ 木製品・家具等製造業（個人）

陸前高田市森林組合 陸前高田市　竹駒町　館　１２１－１ 農林水産業

株式会社　西條工務 陸前高田市　広田町　泊 4-5 総合工事業

株式会社　高田建設 陸前高田市　高田町　大隅　１－１ 総合工事業

株式会社　共立土木 陸前高田市　高田町　中田　１０１ 総合工事業

有限会社　伊東組 陸前高田市　高田町　鳴石　９２－１ 総合工事業

マルシヨウ工業　有限会社 陸前高田市　小友町　茗荷　１－１３ 総合工事業

陸前高田市



事業所名 住所 業種

株式会社　かねまつ建設 陸前高田市　竹駒町　滝の里 29ｰ1 総合工事業

株式会社　長谷川建設 陸前高田市　竹駒町　仲の沢１７－１ 総合工事業

株式会社　佐武建設 陸前高田市　米崎町　地竹沢７９－１ 総合工事業

株式会社　熊谷土木 陸前高田市　米崎町　脇の沢 27-1

有限会社　金野鉄工所 陸前高田市　小友町　金浜　１０７ 職別工事業

株式会社　恵伸技建 陸前高田市　小友町　中西　１５８―２ 職別工事業

株式会社　及川鈑金 陸前高田市　米崎町　佐野　５１ 職別工事業

株式会社　興建ハウジング 陸前高田市　米崎町　堂の前３１ 職別工事業

有限会社　小林電設 陸前高田市　高田町　大隅　１１２－１ 設備工事業

金野設備　株式会社 陸前高田市　米崎町　和方　１１９－９ 設備工事業

株式会社　八木沢商店 陸前高田市　気仙町　町 110 食料品・たばこ製造業

気仙木材加工協同組合連合会 陸前高田市　竹駒町　舘 93-1 木製品・家具等製造業

矢作木工　株式会社 陸前高田市　矢作町　打越 59-3 木製品・家具等製造業

タクミ印刷　有限会社 陸前高田市　高田町　法量　６８－１ 印刷・同関連業

株式会社　リアス生コン 陸前高田市　米崎町　川西　１１－３ 化学工業・同類似業

有限会社　奥州交通 陸前高田市　米崎町　神田　２４－７ その他の運輸業

株式会社　中田商事 陸前高田市　高田町　山苗代４８－１ 飲食料品小売業

社会福祉法人　高寿会 陸前高田市　高田町　東和野 67 社会保険・社会福祉・介護事業

社会福祉法人　陸前高田市社会福祉協議会 陸前高田市　高田町　鳴石　５０－１０ 社会保険・社会福祉・介護事業

広田自動車工業　株式会社 陸前高田市　広田町　前花貝 172-1 修理業

有限会社　ありす畜産 気仙郡　住田町　上有住　新田　３５６ 農林水産業

山一建設　株式会社 気仙郡　住田町　世田米　小口洞 52-1 総合工事業

有限会社　吉田工務店 気仙郡　住田町　世田米　川向 37ｰ4 総合工事業

有限会社　菊池製材所 気仙郡　住田町　上有住　山脈地 21 木製品・家具等製造業

株式会社　住田交運 気仙郡　住田町　世田米　日向 2-2 その他の運輸業

社会福祉法人　住田町社会福祉協議会 気仙郡　住田町　世田米　川向　９６―５ 社会保険・社会福祉・介護事業

気仙地方森林組合 気仙郡　住田町　世田米　川向　９９―１ 複合サービス業

住田フーズ　株式会社 気仙郡　住田町　世田米　火石　１９－６ 食料品・たばこ製造業（個人）

住田町


