
事業所名 事業所所在地 認定書認定年月日
株式会社　アーステック 石巻市　蛇田　新下前沼　５４－１５ 2018年1月31日
株式会社　アイ・ケー・エス 石巻市　鋳銭場 5-21 2017年2月21日
アイ・トゥ・ワールド　株式会社 石巻市　恵み野　５－１－３キャッスル恵み野　１０２ 2019年10月25日
有限会社　アイ・エフ・エス 石巻市　双葉町 5-25 2020年4月1日
株式会社　アイ・デイー・シー 石巻市　大街道東　１―４―１８ 2021年8月15日
株式会社　阿部長商店　渡冷 石巻市　魚町　１－１０－７ 2020年7月1日
アラ・シゲン　株式会社 石巻市大橋1丁目3-4 NEXTアネックスA-103 2021年7月1日
有限会社　石川コーポレーション 石巻市　渡波 2-1-36 2018年12月11日
石巻アテックス　株式会社 石巻市　蛇田　上中埣 36-1 2017年6月12日
石巻魚市場　株式会社 石巻市　魚町　２―１４ 2017年6月26日
石巻建商　株式会社 石巻市　美園　３－２１－１２ 2017年7月4日
公益社団法人　石巻市水産加工排水処理公社 石巻市　魚町　１‐１‐２ 2020年9月1日
石巻商工会議所 石巻市　中央　２－９－１８ 2017年3月6日
株式会社　石巻第一自動車学校 石巻市　泉町　４‐１０‐２８ 2017年6月12日
いしのまき農業協同組合 石巻市　中里　５―１―１２ 2017年2月21日
協業組合　石巻廃棄物処理センター 石巻市　明神南　９－４ 2017年2月28日
魚喜久水産　株式会社 石巻市　松原町　３‐２７ 2020年11月15日
有限会社　うしちゃんファーム 石巻市　須江　畳石前　１－１１ 2021年8月15日
株式会社　エイブル保険事務所 石巻市 中里 3-1-1 2017年6月20日
有限会社　ＡＨアベ電工 石巻市　広渕字　須藤屋敷　55-2　 2020年3月1日
有限会社　エスエスシー　東北 石巻市　流留　内田　７１―２ 2020年10月15日
株式会社　遠藤商会 石巻市　松並　２―１４―４ 2017年2月16日
及川電機　株式会社 石巻市浦屋敷南　１－4 2021年9月15日
株式会社　大沼製菓 石巻市　桃生町給人町　東町　１１９ 2017年2月16日
株式会社　モビーディック 石巻市　鹿又　嘉右衛門 345 2021年10月1日
株式会社　海洋建設 石巻市　緑町　１－１－５ 2020年11月15日
カガク興商　株式会社 石巻市　三ツ股　１－２－７７ 2020年10月15日
株式会社　角張工務店 石巻市　鹿又　八幡下 84 2017年2月16日
株式会社　河南安全自動車学校 石巻市　鹿又　曽波神前 117 2017年6月20日
株式会社　カネサ食品 石巻市　湊　大門崎　２１７ 2020年3月15日
有限会社　亀山急送 石巻市　渡波　栄田 77 2019年10月1日
北上建鉄　株式会社 石巻市　小積浜　大木戸　２０－１ 2018年3月6日
株式会社　協伸工業 石巻市　魚町　３‐１‐２５ 2020年10月15日
社会福祉法人　旭壽会 石巻市　北村　字幕ヶ崎一番地 17-2 2017年2月6日
株式会社　クレイシュ 石巻市　吉野町　２－６－７ 2020年7月15日
黒須産業　株式会社 石巻市　蛇田　新下前沼　１５６―１０ 2018年9月10日
株式会社　晃和工業 石巻市　大橋　二丁目　１―１ 2017年2月28日
株式会社　今野工務店 石巻市　向陽町 4-21-7 2018年7月3日



株式会社　西條設計コンサルタント 石巻市　桃生町中津山　内八木　１１１―３ 2017年5月30日
株式会社　佐々木工業所 石巻市　小船越　堤下　１５６－２０ 2016年12月21日
株式会社　七星社 石巻市　三河町　８ 2017年2月16日
株式会社　白謙蒲鉾店 石巻市　立町 2-4-29 2020年12月15日
株式会社　新晃測量 石巻市　桃生町新田　西町　６２ 2021年6月1日
医療法人仁泉会　わたのはクリニック 石巻市　さくら町　５－１３－１ 2018年1月23日
新東運輸　株式会社 石巻市　大街道北三丁目　７―２７ 2019年10月30日
新東総業　株式会社 石巻市　大街道北　三丁目　７―２７ 2019年10月30日
シンヨー水産　株式会社 石巻市　流留　中 11 2020年4月15日
信和物産　株式会社 石巻市　恵み野　６－１－４ 2019年10月15日
株式会社　スイシン 石巻市　魚町 1-6-1 2017年2月16日
株式会社　鈴木デンタルラボラトリー 石巻市　わかば　３－３－４ 2021年1月15日
有限会社　スズキプラント工業 石巻市　水押　３－５－１３－７０１ 2020年10月15日
株式会社　石南通信 石巻市　垂水町 3-11-5 2019年10月30日
大興水産　株式会社 石巻市　魚町　２－６－８ 2017年3月6日
大正建設　株式会社 2020年10月1日
大信産業　株式会社 石巻市　重吉町　８―４ 2019年10月1日
有限会社　大平工業 石巻市　蛇田　下中埣　２－３ 2017年6月5日

石巻市　蛇田　中埣　１ 2020年3月15日
有限会社　高橋設備 石巻市　鹿又　学校前　７５－２ 2018年2月7日
髙橋屋根工業　株式会社 石巻市　蛇田　北経塚　１２―１１ 2021年2月15日
株式会社　武山興業 石巻市　小船越　二子北上　１１１ 2017年3月6日
津田海運　株式会社 石巻市　のぞみ野　１－１－２ 2017年12月26日
株式会社　デ・リーフデ北上 2019年10月25日
株式会社　テクノアース 石巻市　向陽町　４－２１－７ 2021年10月15日
有限会社　東北エンジニア 石巻市　蛇田　新下沼 118-1 2019年10月1日
東北珪カル　株式会社 石巻市　重吉町　２ 2017年2月16日
株式会社　東北建商 石巻市　明神町　2-3-51 2020年4月1日
株式会社　ナリサワ 石巻市 南中里 4—8—8 2017年2月6日
日宝物産　株式会社 石巻市　魚町 1-26-3 2021年7月1日
日本製紙石巻テクノ　株式会社 石巻市　南光町　２－２－１１ 2017年3月6日
有限会社　白光電機 石巻市　新橋　１‐６５ 2020年3月1日
日和冷蔵　株式会社 石巻市　魚町　３‐１３‐１ 2019年11月20日
株式会社　平孝酒造 石巻市　清水町　１‐５‐３ 2019年10月1日
有限会社　フジヤ 石巻市　あゆみ野　５－１－１０ 2017年3月6日
豊和建設　株式会社 石巻市　双葉町 1-10 2017年7月19日
北振社寺工業　株式会社 石巻市　桃生町永井　糠塚 50-2 2020年5月1日
株式会社　ホンダカーズ宮城北 石巻市　大街道北　２―１―１５ 2020年12月1日
有限会社　前田衛生興業 石巻市　真野　字日影 52 2021年9月15日



有限会社　マルエ運送 石巻市　重吉町　８―７ 2021年10月1日
有限会社　丸恵材木店 石巻市　福地　字町 145 2020年11月15日
丸興産業　株式会社 石巻市　鹿又　欠山 51 2020年5月1日
株式会社　マルテック 石巻市　鹿又　横前　１３４ 2017年2月16日
株式会社　丸本組 石巻市　恵み野　３－１－２ 2017年3月6日
丸山商事　株式会社 石巻市　蛇田　新谷地前　１３３ 2017年3月6日
株式会社　丸雄組 石巻市　須江　茄子川前　５ 2020年9月15日
ミニストップ　石巻南境店 石巻市　美園　３－１－４ 2017年2月21日
有限会社　緑三松 石巻市　東中里　１―６―１７ 2019年10月15日
宮城エキスプレス株式会社 石巻市　魚町　２―１―２ 2021年10月22日
社会福祉法人　みやぎ会 石巻市　北上町橋浦　大須　２３４ 2017年2月21日
株式会社　宮城プラントサービス 石巻市　松並　２―３―８ 2017年3月6日
宮城ヤンマー　株式会社 石巻市　松並　１―１４―５ 2021年8月15日
宮城ヤンマー　株式会社 石巻市　松並　１‐１４‐５ 2021年8月15日
有限会社　めがね補聴器のセガワ 石巻市　あけぼの　１―６―１ 2018年4月17日
メディアテック　株式会社 石巻市　開成 1-20 2018年5月22日
株式会社　メロン保育園 石巻市　鹿又　学校前　４３－１ 2018年7月3日
有限会社　安田総合 石巻市　恵み野　５－５－４ 2020年6月15日
株式会社　山内組 石巻市　北上町橋浦　行人前　１７４―１ 2017年2月16日
山下設備工業　株式会社 石巻市　中里　６－１５－１８ 2018年3月19日
株式会社　ヤマニシ 石巻市　西浜町　１‐２ 2017年2月16日
株式会社　友善商事 石巻市　湊　字大門崎 135-3 2021年5月1日
一般社団法人　りぷらす 石巻市　相野谷　今泉前　２９－３ 2018年10月9日
ワイデーエス　株式会社 石巻市　魚町 3-1-2 2018年11月22日
若生工業　株式会社 石巻市　清水町　２‐３‐３ 2017年3月6日
渡波運輸　株式会社 石巻市　渡波　字栄田 164-1 2020年4月15日
株式会社　足利本店 気仙沼市 港町 5—1 株式会社 足利本店 港町工場 2017年3月28日
株式会社　阿部長商店 気仙沼市　港町　２－１３ 2017年2月21日
株式会社　阿部長商店　観洋サービス 気仙沼市　港町　２－１３ 2020年7月15日
株式会社　阿部長商店　気仙沼プラザホテル 気仙沼市　柏崎　１―１ 2020年8月1日
有限会社　いこま 気仙沼市　東中才　４２０―１ 2020年8月15日
株式会社　臼真倉庫 気仙沼市　長磯二本松　１８－２ 2018年12月18日
株式会社　内海工業 気仙沼市　赤岩舘森　１６－７ 2017年10月24日
株式会社　駅前ストアー 気仙沼市 波路上 野田 155—1 2017年2月16日
ＳＧ　ＣＡＲＧＯ 気仙沼市　四反田　５９－６ 2020年3月15日
株式会社　男山本店 気仙沼市　入沢３－８ 2020年10月15日
株式会社　小野万 気仙沼市　松崎馬場　１２―１ 2017年7月24日
株式会社　介援隊 気仙沼市　本吉町宮内　４４－２３ 2017年8月29日
株式会社　角星 気仙沼市　魚町　２－１－１７ 2017年3月6日



株式会社　角萬 気仙沼市　松崎馬場　１２―１ 2017年7月24日
株式会社　カネカシーフーズ 気仙沼市　赤岩港　１３―２ 2017年2月16日
一般社団法人　かもみーる 気仙沼市　古町　３－３－８ 2021年8月15日
株式会社　かわむら 気仙沼市　唐桑町高石浜　１２５ 2017年2月21日
株式会社　亀久屋 2020年5月1日
協同水産　株式会社 気仙沼市　波路上　内沼 16 2017年2月16日
株式会社　クマケー建設 気仙沼市　古町　１―４―１０ 2020年9月15日
株式会社　ＫＲガード 気仙沼市　東新城　２―８―１ 2020年11月15日
気仙沼ケーブルネットワーク株式会社 気仙沼市　岩ケ崎　１３７－２ 2018年8月16日
気仙沼鹿折加工　協同組合 気仙沼市　浜町　２－３５－１ 2018年4月9日
気仙沼市森林組合 気仙沼市　赤岩牧沢　４４ 2017年3月6日
気仙沼商工会議所 気仙沼市　八日町　２―１―１１ 2019年7月9日
気仙沼水産加工業協同組合 気仙沼市　赤岩港　２９―５ 2017年6月20日
気仙沼清掃事業協業組合 気仙沼市　切通　１８７―２７ 2017年2月16日
株式会社　気仙沼中央自動車学校 気仙沼市　松崎下金取 61 2017年6月20日
株式会社　気仙沼パッケージ 気仙沼市　松崎地生　３１－５ 2020年8月15日
気仙沼ほてい　株式会社 気仙沼市　本浜町　１－４３－１ 2017年3月6日
気仙沼マツダ販売　株式会社 気仙沼市　田谷 10-3 2021年4月1日
一般社団法人　コ・エル 気仙沼市　本郷　１１－１０ 2020年10月1日
有限会社　今野建設 気仙沼市　本吉町卯名沢　１３６ 2019年10月1日
株式会社　坂口組 気仙沼市　所沢 248-1 2020年3月1日
有限会社　相模産業 気仙沼市　九条　４１７―１１ 2017年6月12日
有限会社　佐々木設備工業 気仙沼市　田中前 2-9-9 2019年3月19日
株式会社　サンフーズ気仙沼 気仙沼市　赤岩港　１２１ 2020年5月1日
サンマリン気仙沼ホテル観洋 気仙沼市　港町　４―１９ 2020年8月1日
三陸印刷　株式会社 気仙沼市　松崎柳沢　２２８－１００ 2017年3月21日
三陸飼料　株式会社 気仙沼市　川口町　２‐１０６ 2017年10月24日
株式会社　三陸新報社 気仙沼市　松崎　柳沢 228-100 2017年2月16日
住研工業　株式会社 気仙沼市　幸町　４－５－１３ 2019年11月20日
十人十色ライフサービス　株式会社 気仙沼市　八日町　２－２－１３ 2017年7月24日
株式会社　春夏秋冬 気仙沼市　田中前　１－１－１０ 2017年6月26日
株式会社　菅江モータース 気仙沼市　田谷　７－２ 2017年10月11日
株式会社　菅原製材所 気仙沼市　本吉町津谷新明戸　８９－２ 2020年10月15日

気仙沼市　本吉町登米沢　２４－１ 2020年10月1日
気仙沼市　赤岩港　１６８－６ 2020年5月1日

株式会社　大雄建設 気仙沼市　滝の入　５－５７ 2020年5月1日
気仙沼市　波路上内沼　３８―４ 2020年4月15日

土筆の里 気仙沼市　唐桑町小長根　１７２－１ 2021年7月1日
株式会社　東京ノッズル製作所 気仙沼市　川口町　１－１１３ 2017年6月26日



株式会社　東新技建 気仙沼市　南郷　３‐２ 2020年10月1日
東部オートサービス 気仙沼市　長磯原　１－４ 2020年8月15日
有限会社　東北特工 気仙沼市　長磯七半沢　１３７ 2020年3月1日
株式会社　なかしん 気仙沼市　松崎尾崎　１０－８ 2020年8月15日
有限会社　中舘工務店 気仙沼市　本吉町外尾　３８－５ 2020年11月15日
社会福祉法人　なかつうみ会 気仙沼市　下八瀬　４２６－８ 2017年2月6日
株式会社　パートナーズ 気仙沼市　岩月台ノ沢　４５―５ 2020年7月15日
株式会社　八葉水産 気仙沼市　字赤岩　港 14-1 2016年12月27日
株式会社　ファースト・ケア 気仙沼市　常楽　２０３ー２ 2019年9月10日
有限会社　藤田製函店 気仙沼市　弁天町　１‐２‐１１ 2017年10月24日
プリンセスティファ精工堂 気仙沼市　南郷　8-26 2020年7月1日
有限会社　ホロス 気仙沼市　長磯原ノ沢　１３０－７ 2019年9月10日
株式会社　真心の贈り物　山水 気仙沼市　田中前　２―１―２ 2017年6月5日
有限会社　まるきた商店 気仙沼市　弁天町　１－７－４ 2019年5月9日
有限会社　マルコウ 気仙沼市　魚市場前　１－３０ 2017年8月10日
株式会社　丸本建設 気仙沼市　東八幡前 276 2020年6月15日
Μｉｏテクノロジー　株式会社 気仙沼市　松崎上赤田　６３－３ 2020年3月1日
有限会社　本吉運送 気仙沼市　本吉町津谷舘岡　１１２－１ 2019年10月30日
有限会社　モリ保険事務所 気仙沼市　三日町　２－１－２０ 2019年10月15日
株式会社　リバーヴ 気仙沼市　岩月　千岩田 196-1 2017年2月28日
株式会社　Ｙｍ光 気仙沼市　西八幡町　３１－１ 2020年8月15日
株式会社　アイエス総合 登米市　迫町佐沼　散田　５６―１ 2017年5月22日
株式会社　アクティブオート 登米市　迫町佐沼　梅ノ木　５－３－４ 2019年11月20日
株式会社　あさの 登米市　迫町佐沼　江合一丁目５番地１ 2018年3月29日
株式会社　あさひ運輸商事 登米市　迫町北方　五番江　１３４番地１ 2017年12月26日
株式会社　イオンネット 登米市　石越町東郷　今道　１２－１ 2020年10月15日
株式会社　伊藤建設 登米市　豊里町新田町 95 2018年9月19日
株式会社　エージェック 登米市　中田町上沼字大柳　１９ 2017年10月3日
社会福祉法人　桜友会　特別養護老人ホームみろく苑 登米市　中田町上沼　字　新寺山下　５９―６ 2017年7月19日
株式会社　太田組 登米市　迫町佐沼　字　南佐沼　１―３―１２ 2017年7月19日
有限会社　大森電機 登米市　豊里町横町 55 2017年6月12日
有限会社　大柳　電気 登米市　中田町上沼　字　大柳 104 2018年6月12日
有限会社　小野寺土建 登米市　南方町狼掛 97 2021年5月15日
株式会社　オフィスシーアイエス 登米市　南方町高石　５－３２ 2018年10月2日
亀井電気　株式会社 登米市　迫町佐沼字大網　７９―２６ 2017年5月30日
川内印刷　株式会社 登米市　迫町森　平柳　２５８ 2017年10月11日
川口自動車鈑金塗装　有限会社 登米市　迫町佐沼　字　新大東　３１ 2017年3月6日
有限会社　北上ソーイング 登米市　中田町上沼　字　舘　５０―５ 2017年7月11日
株式会社　北宮城自動車学校 登米市　迫町北方　字石打坂　２０―１ 2018年3月19日



株式会社　共立 登米市　登米町寺池　鉄砲町７４－２ 2018年11月12日
株式会社　工藤　鉄筋工業 登米市　迫町佐沼　字　南駒木袋 213 2017年5月22日
株式会社　Ｋ，Ｓサービス 登米市　豊里町上町裏　１２８－３ 2018年12月11日
社会福祉法人　恵泉会 登米市　迫町佐沼　江合　３―１６―２ 2017年10月11日
株式会社　光和設備 登米市　迫町佐沼　萩洗 2-1-16 2020年10月1日
有限会社　後藤工業 登米市　登米町小島木戸崎 114-2 2017年5月22日
有限会社　小堀電気 登米市　登米町寺池桜小路　６８―１ 2018年5月10日
有限会社　さくら 登米市　迫町佐沼　南佐沼　１－３－１２ 2017年3月6日
株式会社　佐利 登米市　迫町佐沼　西舘下　７７－１ 2019年2月13日
有限会社　三協電設 登米市　迫町北方　天形　２７８－１ 2018年7月10日
有限会社　三和製作所 登米市　豊里町平林 111 2017年11月7日
ＪＦＥ商事コーメック　株式会社 2017年3月21日
株式会社　柴清工業 登米市　中田町石森字西細谷　３０２―２ 2018年2月15日
有限会社　進藤電気工事 登米市　迫町佐沼　八幡　１―３―１２ 2017年6月26日
有限会社　新和工業 登米市　米山町中津山　弥蔵壇　３５－１ 2020年11月1日
有限会社　須藤鐵工 登米市　米山町中道東　７１番地の２ 2020年8月1日
仙北木工　株式会社 登米市　迫町佐沼字末広　３０－２ 2016年11月22日
株式会社　大一物流 登米市　迫町北方　舟橋前　３０ 2018年11月22日
株式会社　大伸建設 登米市　中田町石森　加賀野　３―８―３２ 2017年1月23日
株式会社　只野建設 登米市　豊里町川前 150 2020年8月15日
一般社団法人　つぐかふえ　就労支援センターつなぐ 登米市　迫町佐沼　錦　１３０－１ 2017年6月12日
テクノケアサービス株式会社 登米市　豊里町新田町 193-4 2018年12月26日
有限会社　東北推進工業 登米市　豊里町下古屋　２９－３ 2017年7月24日
東和砕石　有限会社 登米市　東和町米谷字吉田　２２ 2019年10月15日
登米市管工事業協同組合 登米市　登米町寺池　目子待井　７４―３ 2021年1月15日
社会福祉法人　登米市社会福祉協議会 登米市 迫町北方 大洞 45—3　迫老人福祉センター内 2017年8月29日
社会福祉法人　登米福祉会 登米市　登米町寺池　辺室山　２７ 2019年11月20日
豊里運輸　株式会社 登米市　豊里町下古屋　２１―２ 2019年9月24日
とよま観光バス　株式会社 登米市　登米町寺池　目子待井　２７５番地１ 2019年6月11日
株式会社　とよま振興公社 登米市　登米町寺池　桜小路 2-1 2017年6月5日
特別養護老人ホーム　にしの 登米市米山町西野古舘廻　8-2 2019年12月10日
西野コミュニティ運営協議会 登米市　米山町西野　的場　１８１ 2021年6月1日
株式会社　日新クリエーション 登米市　迫町佐沼　萩洗　１－２－８ 2017年6月5日
株式会社　迫開発工業 登米市　米山町中津山　丸森４６－１ 2018年12月18日
有限会社　迫電装 登米市　中田町石森字本町　７２―３ 2018年4月17日
迫トラック　株式会社 登米市　迫町森　字　芝前　７８ 2018年2月27日
株式会社　はなみち 登米市　登米町寺池　桜小路７１－５ 2017年3月28日
社会福祉法人　槃特会はんとく苑 登米市　米山町桜岡貝待井　３４―１ 2017年12月19日
株式会社　ヒラバヤシ環境サービス 登米市　豊里町平林　１１１－２２ 2017年1月11日



株式会社　深堀自動車 登米市　中田町上沼字北桜場 55 2017年10月24日
芳泉農園　株式会社 登米市　米山町桜岡　今泉　２３６ 2017年9月5日
有限会社　マルイチ 登米市　東和町錦織　字　芝山　１４番地　１ 2018年2月15日
株式会社　丸昭建設興業 登米市　津山町横山　本町　５２―１ 2018年4月24日
株式会社　丸徳阿部 登米市　迫町佐沼　字　光ケ丘 163 2017年7月11日
マルニ食品　株式会社 登米市　南方町鴻ノ木　１２３―１ 2017年8月22日
丸宮コンクリート工業　株式会社 登米市　豊里町笑沢 153 2019年3月19日
宮城ＮＯＫ　株式会社　登米工場 登米市　南方町実沢　４５－２ 2017年3月6日
みやぎ登米農業協同組合 登米市　迫町佐沼　中江　３―９―１ 2018年7月31日
宮城マツカラー 登米市　津山町横山　久保　１０ 2018年7月31日
株式会社　宮城ワールドエクスプレス 登米市　中田町上沼　西桜場　７８－１ 2016年11月22日
宮石運輸　株式会社 登米市　中田町上沼　新内ノ目　２１３―１ 2018年5月10日
宮田建設　株式会社 登米市　米山町西野　字新四軒見通 165 2020年9月1日
村上電業　株式会社 登米市　迫町佐沼字錦　９５ 2019年2月26日
ヤマカノ醸造　株式会社 登米市　登米町寺池　九日町　１ 2017年3月13日
山田運送　株式会社 登米市　東和町米谷字根郭　１０４－３１ 2017年2月16日
株式会社　ヤマダ地所 登米市　迫町佐沼　字中江　三丁目８―１ 2017年10月31日
有限会社　隆盛建設 登米市　迫町新田　井守沢　２０９ 2018年5月10日
株式会社　渡辺土建 登米市　迫町佐沼　大網 399 2017年7月24日
株式会社　あさの保険サービス 東松島市　矢本　南浦 36-1 2020年11月15日
株式会社　渥美商事運輸 東松島市　赤井　川前四　２２０―１ 2019年11月20日
株式会社　イグナルファーム 東松島市　赤井　川前三　３９２ 2019年1月22日
株式会社　石巻青果 東松島市　赤井　南三　２４２－１ 2016年12月27日
医療法人　医徳会 東松島市　矢本　鹿石前　１０９―４ 2018年7月3日
株式会社　関口商会 東松島市　大曲　堰の内南　３０－３３ 2017年9月12日
有限会社　武山商運 東松島市　赤井字　七反谷地　434-10 2020年7月15日
株式会社　東部環境 東松島市　大曲　南浜 1-4 2019年10月30日
株式会社　ナナミヤ建設 東松島市　野蒜ケ丘　２－６－６ 2017年4月17日
有限会社　東松島ケアサポート 東松島市　根古　今泉　１３―６ 2016年11月30日
株式会社　まさき保険サービス 東松島市　赤井　新川前　２８－７ 2018年11月15日
矢本重機興業　株式会社 東松島市　大曲　堰の内南　３４―１５ 2020年2月15日
菱友貨物株式会社 東松島市　大曲　堰の内南　７４―３ 2020年3月1日
株式会社　アイローカル 牡鹿郡　女川町　女川　２－６６ 2019年10月30日

牡鹿郡　女川町　女川　2-4 2020年4月1日
株式会社　潮プランニング 牡鹿郡女川町海岸通り7-1 2021年2月1日
株式会社　エルファロ 牡鹿郡　女川町　女川　２－１－２ 2019年10月31日
株式会社　オーテック 牡鹿郡　女川町　女川　２－１１－７ 2021年4月1日
一般社団法人　女川町観光協会 牡鹿郡　女川町　女川　２－１６－５ 2019年12月10日
社会福祉法人　女川町社会福祉協議会 牡鹿郡　女川町　鷲神浜　堀切山　１０７－１７ 2017年10月3日



株式会社　女川モータース 牡鹿郡　女川町　浦宿浜　三郎浜　４０－２ 2018年7月10日
株式会社　御前屋 牡鹿郡　女川町　黄金　１－１ 2018年1月31日
有限会社　片倉商店 牡鹿郡　女川町　市場通り　５－３ 2020年6月15日

牡鹿郡　女川町　鷲神浜　鷲神　１４４－７ 2021年3月15日
幸和運輸　株式会社 牡鹿郡　女川町　浦宿浜　浦宿　８１－６０ 2020年7月1日
株式会社　黄金バス 牡鹿郡　女川町　浦宿浜　袖山　６―３ 2016年11月15日
株式会社　セッショナブル 牡鹿郡　女川町　女川浜大原87-1 ＳＧ－９街区４画地　シーパルピア女川Ｅ棟19 2019年10月31日
株式会社　鮮冷 牡鹿郡　女川町　市場通り　８ 2019年10月31日
田中建設　株式会社 牡鹿郡　女川町　浦宿浜　字袖山 72-1 2018年11月28日
有限会社　マルキチ阿部商店 牡鹿郡　女川町　市場通り　５－１ 2019年11月20日
まるご鈴木興業　株式会社 牡鹿郡　女川町　鷲神浜　内山 字荒立９５－５ 2021年3月15日
有限会社　マルサン 牡鹿郡　女川町　女川　２－７－４　シーパルピア女川Ｅ棟３ 2021年3月15日

牡鹿郡　女川町　女川　２－７－４　シーパルピア女川Ｅ棟　２１ 2018年9月3日
株式会社　渡邊商店 牡鹿郡　女川町　浦宿浜　供養　２３－３ 2018年4月9日
社会福祉法人旭浦会　特別養護老人ホーム慈恵園 本吉郡　南三陸町　入谷　童子下　１５９－２ 2021年6月15日
志津川建設　株式会社 本吉郡　南三陸町　志津川天王山　１３８－１１ 2017年1月17日
清和　株式会社 本吉郡　南三陸町　志津川平井田　６５－６５ 2021年10月22日
南三陸ホテル観洋 本吉郡　南三陸町　志津川黒崎 99-17 2020年6月15日
株式会社　宮城商店 本吉郡　南三陸町　志津川御前下　１５－３ 2017年5月8日
株式会社　ヤマウチ 本吉郡　南三陸町　志津川御前下　２０－６ 2021年10月22日
有限会社　山藤運輸 本吉郡　南三陸町　志津川沼田　１４１―３ 2019年6月18日


