
事業所名 事業所所在地 認定書認定年月日
有限会社　アール・コマ 栗原市　栗駒岩ケ崎岩倉　９―１ 2017年8月22日
葵工業　株式会社 栗原市　金成大原木　鶴田　３７－２ 2017年2月16日
株式会社　秋元自動車 栗原市　高清水下町　３２ 2020年11月15日
協業組合　アクアテック栗原 栗原市　築館伊豆　３－１－５ 2017年2月1日
彩の里　株式会社 栗原市 栗駒 嶺崎 嶺崎 33 2018年5月15日
株式会社　イークアル 栗原市　築館芋埣　柿木原　１７番地 2019年1月22日
イワサキ通信工業　株式会社 栗原市　志波姫南堀口　５７ 2018年1月5日
株式会社　ウイル 栗原市　築館下宮野川南12-1 2018年3月19日
上田建設　株式会社 栗原市　若柳川北原畑 21-1 2019年10月30日
株式会社　エスティシー 栗原市　栗駒岩ケ崎　三島　２８７ 2017年9月12日
株式会社　オカザキ 栗原市　築館照越　神田 16-34 2017年8月10日
株式会社　岡崎工業所 栗原市　栗駒岩ケ崎　神明　４２―１ 2017年8月10日
株式会社　小野酸素 栗原市　若柳川北　東若柳　１９８ 2017年7月19日
株式会社　小野良建設 栗原市　金成沢辺　町沖 223 2017年11月13日
有限会社　金成工務店 栗原市　栗駒猿飛来上戸前　１９番地１ 2017年8月7日
有限会社　キクチ建材 栗原市　一迫真坂　清水町田　１５―１ 2020年10月1日
有限会社　協和特殊 栗原市　花山本沢　萩ノ原　４３―３ 2019年6月18日
株式会社　久我 栗原市　金成沢辺　沢辺町　１６２ 2017年7月4日
有限会社　クマショウ 栗原市　若柳川北　新中谷地　２０３―１ 2017年9月19日
グランド警備保障有限会社 栗原市　築館藤木　６－２９ 2019年7月19日
有限会社　栗駒エフ　ア―ル　ピ― 栗原市　栗駒桜田街道西　２９ 2019年10月30日
株式会社　くりこまくんえん 栗原市　鴬沢袋　島巡　４４－７ 2019年2月5日
社会福祉法人　栗駒峰寿会 栗原市　栗駒岩ケ崎　三島　２５５ 2017年9月5日
株式会社　栗駒ポートリー 栗原市　金成有壁　大日前　８１－１ 2017年12月19日
株式会社　栗原農場 栗原市　高清水福塚　４１－４ 2017年6月26日
株式会社　ケアハウス八木 栗原市　若柳川南　八木　１１３ 2016年12月27日
有限会社　耕佑 栗原市　一迫柳目　平沢　８０ 2020年10月1日
株式会社　後藤商会 2017年6月20日
株式会社　システム 栗原市　瀬峰横森前　１３６－２ 2018年7月10日
株式会社　新栄商事 栗原市　志波姫南八樟　１６―３ 2019年5月9日
新みやぎ農業協同組合 栗原市　築館照越　大ケ原　４３ー１ 2019年8月27日
有限会社　菅彦 栗原市　栗駒岩ケ崎　四日町　５８ 2017年12月19日
菅原ガス・設備　株式会社 栗原市　志波姫伊豆野　芝の脇前　１８ 2017年9月5日
菅原産業細倉運輸株式会社 栗原市　鶯沢南郷　北沢向　３―４ 2019年5月21日
有限会社　大洋測量設計 栗原市　鶯沢北郷　的場　115-16 2017年7月19日
株式会社　大和工務店 栗原市　築館青野　５―３６ 2017年6月20日
有限会社　高橋運輸 栗原市　栗駒渡丸西原　１３―３ 2018年3月29日
高橋亨税理士事務所 栗原市　築館宮野中央　１－１１－２ 2017年6月12日



介護老人保健施設　高森ロマンホーム 栗原市　築館下高森　１２４―１ 2017年9月5日
株式会社　ダテ建装 栗原市　栗駒岩ケ崎　末町沖１０ 2017年4月25日
有限会社　千葉産業 栗原市　若柳川北　荒町　１－１ 2017年6月12日
有限会社　千葉燃料店 栗原市　栗駒中野田町西　１６７ 2018年1月23日
社会福祉法人　千葉　福祉会 栗原市　志波姫北郷　大門　８５―２ 2018年1月31日
築館運輸　株式会社 栗原市　築館照越永平　６７―１ 2017年11月28日
株式会社　築館生コン 栗原市　築館留場久伝　１４５ 2017年7月4日
有限会社　ツキダテ美装 栗原市　一迫柳目扇田　１７０―１ 2019年5月21日
筑波ダイカスト工業　株式会社　宮城工場 栗原市　金成沢辺　前門沢　１２７―２ 2018年1月16日
東北部品　株式会社 栗原市　築館下待井　３６―２ 2017年8月3日
株式会社　東洋 栗原市　高清水　忽滑沢　２９―１７ 2017年1月17日
南部屋印刷　株式会社 栗原市　築館高田　１－７－３６ 2019年8月1日
株式会社　ネクスト 栗原市　築館城生野　入ノ沢　２３番地 2017年7月19日
株式会社　のぎわ 栗原市　築館城生野　唐崎　５０－２ 2018年4月24日
株式会社　ノグチ 栗原市　築館留場　雇田　７０ 2017年12月5日
野口建設　株式会社 栗原市　築館源光 12-24 2019年8月1日
野口商事株式会社 栗原市　築館源光 12-30 2017年2月16日
野口石油　株式会社 栗原市　築館源光　１２番３０号 2017年9月5日
社会福祉法人　迫川会 栗原市　築館下宮野館　１０８ 2017年2月21日
迫川上流土地改良区 栗原市　金成沢辺　町沖　２０５ 2017年7月19日
有限会社　ビスポーク 栗原市　栗駒中野　要害下　５９―１ 2017年6月5日
株式会社　ボア 栗原市　鴬沢袋島巡 51-1 2018年5月10日
株式会社　北清産業 栗原市　築館照越神田 7-7 2021年10月15日
有限会社　星自動車工業 栗原市　志波姫堀口　宮中　５５番地４ 2020年2月15日
株式会社　北光 栗原市　高清水下佐野 23 2017年2月16日
有限会社　ホンダセンター若柳 栗原市　若柳川南　南大通　２１－４ 2017年7月4日
株式会社　ホンダ販売光和 栗原市　築館小淵東　１７７―１ 2017年10月31日
株式会社　マイホーム 栗原市　若柳武鎗　町浦　２０２－４ 2016年12月21日
有限会社　松野屋家具店 栗原市　若柳川北元町　５２―１ 2017年10月16日
マルダイ工業　有限会社 栗原市　若柳武鎗　磯田沢　１４４―１ 2017年5月15日
株式会社　丸辰産業 栗原市　築館芋埣　八ツ又　９２－１ 2021年11月15日
株式会社　丸久組 栗原市　志波姫北郷館　７２ 2019年8月1日
有限会社　ミクロサイエンス 栗原市　志波姫八樟里　１６ 2017年5月8日
有限会社　ミヤギエンジニアリング 栗原市　築館下待井　５９―１７１ 2017年9月12日
特定非営利活動法人　みやぎ身体障害者サポートクラブ 栗原市　一迫真坂　鶴町　１３５－４ 2017年7月19日
株式会社　メカ工業 栗原市　栗駒片子沢　外鳥屋４－１ 2018年7月19日
有限会社　恵巧建 栗原市　築館萩沢東　２－１ 2018年1月5日
株式会社　メンテナンス･テクノ細倉事業所 栗原市　鶯沢南郷　北沢向　３―４ 2017年2月21日
株式会社　モリマインド 栗原市　築館青野　８－１０ 2019年12月23日



株式会社　ゆめぐり 栗原市　栗駒沼倉　耕英東　５０―１ 2017年3月21日
株式会社　ラフト 栗原市　築館荒田沢　４１－１３ 2017年5月8日
陸前保安警備保障　株式会社 栗原市　築館伊豆　１―１０―５ 2017年9月12日
株式会社　リハサポート桜樹 栗原市　志波姫新沼崎　７９－８ 2017年6月20日
わかば社会保険労務士法人 栗原市　若柳川北中町　６５－５ 2016年11月15日
株式会社　アーバンディレクト 大崎市　岩出山細峯　１３－１５４ 2017年7月4日
アイネサービス　株式会社 大崎市　岩出山池月　上宮宮下　２７－２ 2017年6月20日
株式会社　あえる 大崎市　古川駅東　２－１－１２ 2017年6月20日
協業組合　アクアネット 大崎市　古川桜ノ目　新高谷地　５２６ 2017年9月19日
株式会社　アドバンスコンプリート 大崎市　古川旭　１－１０－１７ 2018年9月3日
株式会社　アプト 大崎市　古川桜ノ目　新高谷地　３６４―３ 2017年3月6日
株式会社　荒産業 大崎市　田尻大沢　字　柳沢中一8-2 2020年10月15日
株式会社　池月自動車商会 大崎市　岩出山池月字下宮道合 4-1 2017年6月5日
株式会社　一ノ蔵 大崎市　松山千石字大欅　１４ 2017年2月16日
株式会社　伊藤製材店 大崎市　鹿島台平渡字新屋敷下　１～１ 2017年7月4日
社会福祉法人　ウィンズライフ 大崎市　古川稲葉　２－４－２２ 2017年2月1日
株式会社　氏家設備 大崎市　古川新田　松子　２－３ 2017年12月5日
江合川沿岸土地改良区 大崎市　田尻　字　北大杉 34-1 2017年10月24日
株式会社　エービーイー 大崎市　鹿島台大迫　十八騎　８ 2017年6月5日
株式会社　エービーシー 大崎市　古川稲葉　大江向　１７５－１ 2019年4月23日
株式会社　エリアファーマシー 大崎市古川穂波8-7-18 2018年4月17日
大崎森林組合 大崎市　岩出山下野目　長田 129-1 2017年7月4日
株式会社　大崎タイムス社 大崎市　古川駅前大通　５―３―２３ 2019年5月9日
社会福祉法人　大崎つかのめ福祉会 大崎市　古川塚目　屋敷　３２－１ 2017年5月30日
有限会社　大崎道路 大崎市　古川馬放　新田　１０ 2020年10月1日
大崎土地改良区 大崎市　古川大崎　新興　１９４ 2017年7月24日
有限会社　桶川製畳 大崎市　田尻大沢　柳生前一１２ 2020年4月1日
株式会社　オニコウべ 大崎市　鳴子温泉鬼首　小向原　９―５５ 2017年3月6日
株式会社　ＡＬＳＯ 大崎市　古川福浦　道ノ上　１０３－１ 2018年2月21日
有限会社　笠原鉄工所 大崎市　岩出山下川原町 34 2017年9月26日
有限会社　片平会計事務所 大崎市　古川駅東　２―４―１４ 2017年9月12日
有限会社　加藤工業 大崎市　古川稲葉字新堀 68-6 2021年1月15日
株式会社　金原土建 大崎市　古川南町　１―６―１１ 2017年11月20日
カネカ東北スチロール　株式会社 大崎市　鹿島台広長　字　前林 12ｰ27 2017年8月3日
株式会社　かの運輸 2018年8月16日
株式会社　環境開発公社エムシーエム 大崎市　古川北宮沢　朴木欠丙６―１ 2017年2月21日

大崎市　古川中里　５－６－３２ 2017年1月23日
株式会社　グリーン東仙 大崎市　田尻大貫　畑中 17 2017年12月26日
株式会社　栗駒建設 大崎市 古川北町 1-9-41 武田ﾋﾞﾙ1階西 2019年10月30日



有限会社　健康堂薬局 大崎市　古川駅前大通　１－６－２ 2019年5月9日
有限会社　鉱商 大崎市　岩出山下野目　安沢 100-1 2017年6月20日
ゴールド興産　株式会社 大崎市　古川旭　５―３―２６ 2018年3月6日
有限会社　金野工業 大崎市　鳴子温泉車湯　３５―６ 2017年3月28日
有限会社　紺野商事 大崎市　古川江合寿町　3-5-20 2017年4月3日
株式会社　コンフォート 大崎市　古川福沼　１－１８－１９　メモリアルパークΒ棟　２０２ 2018年6月26日
株式会社　サケンホーム 大崎市　古川北町１丁目６－６－１ 2022年5月1日
株式会社　佐々栄文盛堂 大崎市　古川駅前大通　２－３－３７ 2017年9月12日
有限会社　三光舎電機 大崎市　古川字本鹿島　２１８ 2017年5月30日
株式会社　Ｓｕｎ′Ｓｔｙｌе 大崎市　三本木蟻ケ袋　混内山　１７－８ 2017年7月4日
株式会社　三石運輸 大崎市　田尻蕪栗　大久保東２１ 2017年5月22日
有限会社　三立電気 大崎市　三本木坂本　青山　３１－５２ 2018年5月29日
有限会社　シーエフ東日本 大崎市　岩出山上川原南 74-1 2018年1月5日
株式会社　鹿飼土建 大崎市　田尻大貫　鹿飼道上　８２ 2021年3月1日
シダ電工　株式会社 大崎市　鹿島台広長　内ノ浦　５０９－２ 2017年11月28日
重キオペレーションセンター 大崎市　古川中里　２－８－３２ 2017年5月30日
社会福祉法人　寿清会 大崎市　古川清滝　笹森　１１８―１ 2017年3月13日
株式会社　昭和タクシー 大崎市　古川字上古川屋敷　７７―１ 2017年2月28日
弁護士法人　菅原・佐々木法律事務所 大崎市　古川旭　２－３－５－２Ｆ北側 2017年7月4日
有限会社　鈴木総業 大崎市　古川清水沢　築道　１５ 2017年6月26日
仙台ドライバーサービス　株式会社　仙北自動車学校 大崎市　古川稲葉字　新堀　２６ 2017年8月22日
有限会社　仙北スピードキング 大崎市　古川稲葉　2丁目6-33 2021年3月1日
株式会社　仙北製材所 大崎市　古川若葉町　二丁目　１１―４６ 2017年6月26日
株式会社　ソマキ 大崎市 古川十日町 3-16 2017年9月5日
株式会社　大昇物流 2021年10月15日
株式会社　ダイニホン 大崎市　古川渕尻　西田　６ 2021年9月15日
社会福祉法人　田尻福祉会 大崎市　田尻通木　中崎東 24-2 2020年10月1日
株式会社　たじり穂波公社 大崎市　田尻小塩　八ツ沢　１ 2017年4月10日
株式会社　玉虫商会 大崎市　古川休塚　要害　１ 2019年6月4日
有限会社　千田清掃 大崎市　古川狐塚　西田　７７ 2018年9月19日
株式会社　千葉左官工業 大崎市　古川荒谷　新町　２０―１ 2018年6月12日
株式会社　千葉設備 大崎市　古川狐塚字天神浦　２６―１ 2017年4月17日
有限会社　塚田自動車 大崎市　鳴子温泉　中野　１１―６７ 2017年6月20日
株式会社　Ｄ’ｒｈｙｍｅ 大崎市　岩出山　下真山佐野３５－９ 2017年2月1日
テクノビジネスサービス　株式会社 大崎市　古川　竹ノ内　１６５ 2017年7月4日
株式会社　てづくり介護 大崎市　三本木新沼　中谷地屋敷　７９ 2021年2月1日
有限会社　てんまん 大崎市　古川七日町　３―２ 2017年6月26日
有限会社　藤軒建設 大崎市　鹿島台深谷　宮ノ沢山 5-1 2017年4月17日
東北エレクトロ　株式会社 大崎市　鹿島台広長　字　内ノ浦　８３ 2017年9月5日



東北プレス工業　株式会社 大崎市　鹿島台木間塚　十番目　２０ 2018年10月16日
株式会社　東北リファイメント 大崎市　三本木蟻ケ袋　混内山　１１―１１ 2017年4月3日
株式会社　道路維持管理センター 大崎市　古川清水　成田御蔵場　９７－１ 2020年9月1日
株式会社　トミナガ自動車工業 大崎市　古川北稲葉　３－２２７－１ 2021年9月15日
有限会社　永根実業建設 大崎市　岩出山浦小路　６―７ 2017年3月28日
有限会社　中村住宅設備工業 大崎市　鹿島台平渡　字　新屋敷下 48ｰ2 2017年5月30日
二瓶電工　株式会社 大崎市　鹿島台広長　字　内ノ浦　７３―２ 2018年9月19日
ハイフィールド税理士法人 大崎市　古川駅前大通　２－５－２８　笹原ビル　３０２ 2021年10月1日
有限会社　幡谷運送 大崎市　田尻沼部　六月坂北２０－９３ 2020年3月1日
有限会社　早園工務店 大崎市　鹿島台平渡　中里　２３－２ 2017年7月19日
株式会社　鈑金塗装　エイコー 大崎市　古川稲葉　土手内　４５－６ 2017年3月28日
光電子　株式会社 大崎市　岩出山上野目　字中川原　１４番地の７ 2017年2月16日
株式会社　美装社 大崎市　古川鶴ケ埣字新江北　１６ 2018年11月6日
ひまわり交通　株式会社 大崎市　三本木南谷地　字　長寿院浦　１―６ 2018年5月22日
協業組合　ファ―ストオ―トセンタ― 大崎市　岩出山下野目　字　新八幡田 68 2017年10月31日
株式会社　ファースト・ケア　穂波あんしん館 大崎市　古川穂波　３－７－５７ 2017年6月5日
株式会社　フォレストリー大崎 大崎市　三本木新沼　西害　６９ 2021年7月1日
株式会社　福祉の杜 大崎市　鹿島台大迫　川前　１２０ 2017年6月5日
有限会社　福寿 大崎市　古川幸町１－６－８ 2022年3月31日
有限会社　藤島建材 2020年5月1日
株式会社　藤山工務店 大崎市　田尻沼部字新富岡　５７－１ 2017年2月16日
古川ガス　株式会社 大崎市　古川若葉町　２―１４―１ 2018年6月20日
古川カヤバ管材　株式会社 大崎市　古川福浦　道の上　１４２―１ 2017年6月26日
株式会社　古川紺野電気工事 大崎市　古川米倉字上屋敷　１４８―６ 2017年11月7日
古川サクマ　株式会社 大崎市　古川福浦　土手内　７０―３ 2018年1月16日
一般財団法人　古川三本木クリーンセンター 大崎市　古川桜ノ目　新飯塚　１１１―１ 2017年3月6日
古川商工会議所 大崎市　古川東町　５―４６ 2017年10月24日
古川信用組合 大崎市　古川十日町　７―８ 2016年11月15日
株式会社古川青果地方卸売市場 大崎市　古川狐塚字西田　３０ 2017年6月12日
株式会社　古川総業 大崎市　古川荒谷　新関太郎１２２－３ 2017年6月26日
株式会社　古川測量設計事務所 大崎市　古川中里　三丁目　１１―４１ 2017年11月7日
一般社団法人　古川地区交通安全協会 大崎市　古川沢田　字　新原際　７９―１ 2017年7月19日
株式会社　古川電子サービス 大崎市　古川小泉　泉　４２ 2019年10月31日
有限会社　古川保険センター 大崎市　古川駅前大通 5-2-35 2017年6月5日
株式会社　プロスパイン 大崎市　松山次橋　新千刈田１１７ 2017年2月6日
プロンプター甲斐　有限会社 大崎市　古川飯川　要害　６４９ 2018年2月21日
株式会社　和み 大崎市　古川大幡　月蔵　１９－１　コーポあいやＧ棟１７ 2017年4月17日
株式会社　北都開発 大崎市　古川旭　二丁目　３―８ 2021年10月15日
有限会社　本田建設 大崎市　鹿島台深谷　藤房前２２７－１ 2017年4月17日



株式会社　ＭＡＸ仙台 大崎市　古川江合本町　１－３－３６ 2018年3月19日
株式会社　松倉 大崎市　古川前田町　４～６ 2017年3月6日
株式会社　マツモト 大崎市　古川北稲葉　１―２―７３ 2017年11月28日
松山企業　株式会社 大崎市　古川沢田　舞台　１３０－２ 2018年6月20日
株式会社　マドック 大崎市　古川江合錦町　２－１－３ 2017年5月30日
有限会社　真山機械 大崎市　岩出山字上真山機織　４―３ 2021年2月1日
丸岩運輸建設　株式会社 大崎市　岩出山二ノ構　５―１ 2017年5月30日
有限会社　マルナカ商会 大崎市　古川福沼　三丁目　７―１９ 2018年4月24日
株式会社　マルビシ高圧 大崎市　岩出山重蔵　８７―３ 2018年7月24日
マルヒ食品株式会社 大崎市　鹿島台木間塚　西沢１７２－１ 2020年4月1日
株式会社　丸和製作所 大崎市　三本木音無　岩井　８－１ 2017年7月24日
みちのくミルク　株式会社 大崎市　岩出山下野目　八幡前 60-1 2018年1月5日
宮城ダイナパック　株式会社　古川工場 大崎市三本木南谷地字要害221-1 2022年4月15日
株式会社　村田工務所 大崎市　古川江合錦町　２―６―１ 2019年12月10日
株式会社　株本 2017年7月24日
ヤマセエレクトロニクス　株式会社 大崎市　古川福浦　３―１―３７ 2018年10月2日
株式会社　ユウビテック 大崎市　古川清水　新田　６８―１２ 2017年7月4日
合同会社　悠悠ライフ 大崎市　田尻　北大杉　５９ 2016年12月21日
ラサ　工業株式会社　三本木工場 大崎市　三本木音無　字　山崎　２６―２ 2019年9月17日
株式会社　レッツ 大崎市　古川幸町　１－６－１２ 2017年6月5日
和光物産　株式会社 大崎市　古川北町　３―３―２３ 2022年5月1日
有限会社　渡辺工業所 大崎市　三本木　字　西沢　８―２ 2019年7月9日
加美よつば農業協同組合 加美郡　色麻町　四竃　柧木町 14-1 2017年3月13日
株式会社　ダイドー　東北工場 加美郡　色麻町　四竃　本郷 5-21 2018年7月3日
丸一運送株式会社 2018年9月3日
ヤマセ電気　株式会社 2017年9月5日
有限会社　石川薬局 加美郡　加美町　字　南町　９４―１ 2017年6月5日
有限会社　エンジニアリング庄司 加美郡　加美町　宮崎字麓２―３４ 2021年8月1日
小野田運輸倉庫　株式会社 加美郡　加美町　米泉字杷ノ木田　５―１ 2017年6月20日
小野田建設　株式会社 加美郡　加美町　長檀　１２５ 2017年10月31日
株式会社　加美自動車学校 加美郡　加美町　字　赤塚　２０ 2017年12月19日
加美電子工業　株式会社 加美郡　加美町　字　下野目　雷北　６ 2017年11月20日
株式会社　加美町振興公社 加美郡　加美町　字味ケ袋薬莱原　１-７６ 2021年9月15日
加美町宮崎西部地区コミュニティ推進協議会 加美郡　加美町　宮崎　小原４４－１ 2017年7月19日
木戸建設　株式会社 加美郡　加美町　字町裏　７７―１ 2017年6月12日
希望館　ポコ･ア･ポコ　有限会社 加美郡　加美町　下野目　下久保中　２３ 2017年2月28日
ＪＡ全農ラドファ　株式会社 加美郡　加美町　四日市場字中荒井　２４５―２ 2017年5月15日
株式会社　庄子物流 加美郡 加美町 羽場字 黒松 1—1 2017年2月16日
菅原精米工業　株式会社 加美郡　加美町　百目木１番 25-1 2017年3月13日



株式会社　田中酒造店 加美郡　加美町　字西町　８８―１ 2017年7月11日
トラスト・メカ　株式会社 加美郡　加美町　鳥屋ケ崎字泥坂屋敷　１１４―１ 2017年7月24日
有限会社　中嶋建設 加美郡　加美町　羽場字山鳥　２３２―２ 2017年8月7日
株式会社　中文 加美郡　加美町　南町　１３４―１ 2017年6月12日
ナカリ　株式会社 加美郡　加美町　羽場字山鳥川原　９―２８―４ 2018年10月30日
丸か建設株式会社 加美郡　加美町　字赤塚　３７ 2018年12月11日
宮城ＮＯＫ　株式会社 加美郡　加美町　宮崎字屋敷４―１１ 2016年11月9日
株式会社　米澤屋 加美郡　加美町　下新田　原江　２５－１ 2019年5月28日
株式会社　ワールドオプチカル 加美郡　加美町　字町裏 23-3 2016年11月22日
ＮＯＫメタル株式会社 遠田郡　涌谷町　小里　守　５３―２ 2017年2月21日
株式会社　大崎緑化 遠田郡　涌谷町　涌谷　上町 55-8 2017年8月10日
岡村建設　有限会社 遠田郡　涌谷町　涌谷　字追波北　６８―５３ 2018年7月24日
株式会社　小野林業 遠田郡　涌谷町　小里　岸ヶ森　１１ 2017年4月17日
有限会社　鎌田工業 遠田郡　涌谷町　字新町裏 115-1 2018年4月9日
有限会社　黒沢工業所 遠田郡　涌谷町　吉住字塩柄 43 2017年6月26日
株式会社　三秀製作所 遠田郡　涌谷町　赤間屋敷　２３４ 2018年4月9日
株式会社　セイワ工業 遠田郡　涌谷町　六軒町裏 198 2019年9月10日
仙北富士交通　株式会社 遠田郡　涌谷町　太田　古川 2-2 2017年11月20日
株式会社　ダイカスト佐藤工業 遠田郡　涌谷町　猪岡短台字元館下 30 2017年6月5日
株式会社　千坂 遠田郡　涌谷町　字蔵人沖名　１６９ 2020年11月15日
株式会社　成文 遠田郡　涌谷町　新町　６１ 2017年7月4日
株式会社　原田装業 遠田郡　涌谷町　涌谷　小人町　１２ 2017年5月30日
株式会社　リライテック 遠田郡　涌谷町　表桜町　４６－２ 2019年4月16日
一般社団法人　涌谷町地域振興公社 遠田郡　涌谷町　涌谷　中江南　２２２ 2017年7月4日
涌谷町土地改良区 遠田郡　涌谷町　涌谷　千間江 52 2019年1月28日
有限会社　上戸製作所 遠田郡　美里町　中埣　字夘時　７６ 2018年12月26日
石堂建設　株式会社 遠田郡　美里町　南小牛田　字山の神　２１１―１ 2017年2月16日
大崎軌道工業　株式会社 遠田郡　美里町　北浦　新苗代下　２３ 2019年4月23日
有限会社　鎌田板金工業 遠田郡　美里町　牛飼　八幡　５５―２ 2020年10月15日

遠田郡　美里町　素山町　３ 2017年5月30日
株式会社　協友テクノス 遠田郡　美里町　関根　新苗代江　１５３ 2017年9月5日
キョーユー株式会社 遠田郡　美里町　関根　新苗代江　１２３ 2017年2月16日
株式会社　協友ダイ＆モールド 遠田郡　美里町　関根　新苗代江　１２３ 2017年9月19日
株式会社　国本 遠田郡　美里町　南小牛田字埣下　８５ 2017年4月10日
有限会社　グリーンウェーブ南郷 遠田郡　美里町　練牛　二十七号５９番地 2017年11月13日
株式会社　斎林酒問屋 遠田郡　美里町　北浦　字下新田　１５の１ 2018年5月10日
三和工業　株式会社 遠田郡　美里町　練牛　二十六号　３６ 2021年10月15日
正和工業　株式会社 遠田郡　美里町　二郷　佐野四号 854 2018年4月9日
株式会社　瀬川勝雄商店 遠田郡　美里町　青生字柳原 10-1 2017年2月16日



有限会社　タックス 遠田郡　美里町　叔廼前　２２―３ 2017年7月24日
株式会社　東北イノアック 遠田郡　美里町　北浦字二又下　２８ 2018年12月4日
有限会社　とんたろう 遠田郡　美里町　練牛　六号　１２ 2017年5月8日
株式会社　成文石油 遠田郡　美里町　北浦　川戸浦 24-1 2020年10月1日
日本高圧コンクリート　株式会社　宮城工場 遠田郡　美里町　南小牛田字谷地中　１ 2017年7月24日
有限会社　富士ケミカル 遠田郡　美里町　北浦　新大崎　１９－１ 2017年8月7日
有限会社　穂乃香 遠田郡　美里町　中埣　上戸 33-2 2020年3月1日
株式会社　丸協 遠田郡　美里町　北浦　１－１ 2017年12月26日
社会福祉法人　美里町社会福祉協議会 遠田郡　美里町　駅東　２―１７―４ 2019年9月24日
株式会社　みどりのサービス 遠田郡　美里町　素山町　１ 2017年10月31日
株式会社　木材スーパーエンドー 遠田郡　美里町　関根字鹿嶋 124 2018年5月29日


