
事業所名 事業所所在地 認定書認定年月日
医療法人　社団　朝倉会 白石市　字　本町 89 2017年2月16日

白石市　鷹巣西　２－４－１２ 2017年6月5日
株式会社　ヴィ・クルー 白石市　斎川　伊具田　２５－１ 2017年10月3日
株式会社　エコー設備工業 白石市　大鷹沢大町字稲荷山　１４９－１ 2017年2月28日
株式会社　オートパル 白石市　斎川　伊具田　２５－１ 2017年11月7日
和建設　株式会社 白石市　東町　3-5-55-1 2018年3月6日
有限会社　かまた屋 白石市　祢宜内　５５－７ 2020年3月1日
株式会社　きちみ製麺 白石市　本町　４６ 2021年4月1日
協同工業　株式会社 白石市　白鳥　１―７０―５ 2022年7月1日

白石市　福岡深谷　御所内　１０４ 2020年3月1日
株式会社　佐藤重機修理 白石市　郡山　江坪　５５－１２ 2018年8月29日
医療法人　浄仁会　大泉記念病院 白石市　福岡深谷　一本松　５－１ 2017年2月28日
白石商工会議所 白石市　本鍛冶小路　１３ 2021年9月1日
公益財団法人　白石市文化体育振興財団 白石市　鷹巣東　２－１－１ 2017年2月6日
医療法人　仁泉会　デイサービスセンターしろいし 白石市　郡山　平成　１４１ 2017年7月24日
株式会社　仙加苑 2018年6月12日
公益社団法人　仙南法人会 白石市 字中町 11 井丸ﾋﾞﾙ6階 2017年7月11日

白石市　福岡深谷字三本松　１２７－１ 2017年6月5日
株式会社　髙橋モータース 白石市　新館町 2-11 2017年10月3日
有限会社　太齋工務店 白石市　鷹巣東 1－３－３ 2017年9月26日
はたけなか製麺株式会社 白石市　大手町 4-11 2017年3月6日
特別養護老人ホーム　八宮荘 白石市　福岡八宮　字川原 10-3 2017年2月21日
ひなた建設　株式会社 白石市　越河五賀　古屋敷　２０ 2021年8月15日
平間電設　株式会社 白石市　福岡深谷　勝負沢　８７ 2017年11月13日
山田乳業株式会社 白石市　半沢屋敷前 155 2021年3月1日
ウォルブロー　株式会社 角田市　神次郎　字　久城寺　１ 2018年9月3日
角田市役所 角田市　角田　大坊　４１ 2017年2月16日
窪田電気工事　株式会社 角田市　角田　字　旭町　３２―３ 2017年5月22日
社会福祉法人　恵萩会 角田市　島田　字御蔵林　５９ 2017年2月21日
有限会社　斎藤建材 角田市　藤田　字是入 15 2020年11月15日
株式会社　とくら運送 角田市　角田　字　老ケ崎 105ｰ1 2019年10月15日
フジヒロ　株式会社 角田市　佐倉　中前　５３－１ 2017年10月11日
株式会社　マトロ 角田市　梶賀　高畑南　３５０―２ 2019年11月20日
宮城製粉　株式会社 角田市　島田　三島　７０ 2017年5月30日
株式会社　アステム 刈田郡　蔵王町　矢附　川原脇　１－２ 2017年5月15日
ＳＫ工業　株式会社 刈田郡　蔵王町　曲竹　明神河原　１６－２０７ 2017年7月4日
社会福祉法人　大泉会 刈田郡　蔵王町　宮　下別当７２ 2016年12月27日
株式会社　クレオ 刈田郡　蔵王町　大字塩沢字清水沢　５４ 2017年6月5日



社会福祉法人　蔵王町社会福祉協議会 刈田郡　蔵王町　円田　十文字北　３－１ 2018年4月17日
佐藤技建　株式会社 刈田郡　蔵王町　塩沢　天王１６－６ 2017年2月16日
株式会社　佐藤工務店 刈田郡　蔵王町　宮字松ケ丘　１０８ 2017年8月3日
有限会社　佐藤設備工業 刈田郡　蔵王町　宮　下別当　３４７―５ 2017年10月24日
有限会社　三治郎旅館 刈田郡　蔵王町　遠刈田温泉本町　３ 2017年7月24日
株式会社　ジェーエーシー 宮城県刈田郡蔵王町小村崎字山崎14-1 2018年6月5日
白石ポリテックス工業　株式会社 刈田郡　蔵王町　宮　上原田東　７９－１ 2016年11月9日
株式会社　オーランド・オプチカル 柴田郡　大河原町　新東　２６－１ 2018年6月5日
株式会社　菅野測量設計 柴田郡　大河原町　南平 11-11 2019年9月10日
株式会社　斎藤工務店 柴田郡　大河原町　字錦町 5-13 2017年7月4日
株式会社　佐藤商会 柴田郡　大河原町　大谷字町向　１９９－３ 2022年3月1日
株式会社　ＺＥＡＬ 柴田郡　大河原町　広表　３６－４ 2019年9月10日
株式会社　新日電業商会 柴田郡　大河原町　字西桜町 2-3 2017年10月24日
仙南観光タクシー株式会社 柴田郡　大河原町　新東 19-5 2018年1月5日
株式会社　仙南青果 柴田郡　大河原町　新東　１９－２ 2020年3月15日
社会福祉法人　第２光の子保育園 柴田郡　大河原町　大谷　末広　５０－２ 2017年2月28日
株式会社　タカヤ 柴田郡　大河原町　南原町　１５－１ 2018年6月26日
東洋殖産　株式会社 柴田郡　大河原町　住吉町 6-6 2020年11月1日

柴田郡　大河原町　町 279-1 2021年10月15日
株式会社　ヒルズ 柴田郡　大河原町　新寺　山鳥　２１５－３ 2017年3月6日
フジサイ工建　株式会社 柴田郡　大河原町　新寺　東　９１―１ 2021年1月15日
有限会社　宮城総合エンジニア 柴田郡　大河原町　新南 69-4 2017年10月16日
株式会社　Ｍｉｒｉｚ 柴田郡　大河原町　広表　２９－１４ 2018年9月3日
株式会社　武藤工務店 柴田郡　大河原町　大谷　字下欠 10-5 2019年3月5日
株式会社　モンテッソーリこどもの家ぽこぽこ 柴田郡　大河原町　新南　74-1 2020年3月15日
有限会社　太田鉄筋工業所 柴田郡　村田町　足立　アセ市　１ 2021年6月1日
株式会社　今野建設 柴田郡　村田町　大字小泉字西浦　１０８ 2018年9月19日
株式会社　サテライト宮城 柴田郡　村田町　村田　小池　３３６ 2018年7月10日
有限会社　ジェット工業 柴田郡　村田町　小泉　竹ノ内　１５９－３ 2021年4月1日
太陽工機株式会社 柴田郡　村田町　大字沼辺字千萱　６６ 2020年2月15日
東邦メッキ　株式会社 柴田郡　村田町　大字村田　字西ヶ丘　３１―２ 2017年9月19日
東北特殊鋼　株式会社 柴田郡　村田町　大字村田　字西ヶ丘 23 2018年5月15日
三丸化学　株式会社 柴田郡　村田町　村田　字西ケ丘 12-1 2017年6月26日
有限会社　インスレートミハル 柴田郡　柴田町　大字船岡字東町の口　６６ 2020年10月1日
株式会社　サカモト 柴田郡　柴田町　船岡中央　１―９―１２ 2017年11月7日
サンアイパック　株式会社　仙台工場 柴田郡　柴田町　大字　下名生　字　八剣　１２５ 2017年2月21日
株式会社　柴田不動産 柴田郡　柴田町　船岡中央　３－２０－３１ 2019年6月4日
社会福祉法人　柴田町社会福祉協議会 柴田郡　柴田町　船岡　中島 68 2018年12月26日
一般社団法人　仁萩会 柴田郡　柴田町　船岡新栄3丁目43-9 2022年5月1日



仙台森紙業株式会社　柴田事業所 柴田郡　柴田町　中名生字神明堂　１ 2017年2月6日
高橋機工　株式会社 柴田郡　柴田町　大字下名生　字須川前 69-9 2021年10月1日
東北大江工業株式会社 柴田郡　柴田町　大字船岡字大森　１－１ 2017年5月8日
株式会社ドリーム 柴田郡 柴田町 剣崎 1-2-1
(株式会社ﾄﾞﾘ—ﾑﾗﾝﾄﾞﾘ—内) 2018年8月16日
社会福祉法人　はらから福祉会 柴田郡　柴田町　船岡中央　１―２―２３ 2017年5月22日
医療法人　社団　北杜会　船岡今野病院 柴田郡　柴田町　船岡中央　２―５―１６ 2018年1月31日
株式会社　北海屋 柴田郡　柴田町　船岡東　４－１６－２ 2018年3月19日
みやぎ仙南農業協同組合 柴田郡　柴田町　西船迫　１―１０―３ 2017年2月28日
株式会社　ヤマプラス仙台 柴田郡　柴田町　大字四日市場字通り木　７１－１０ 2019年6月18日
ユーワ精巧　株式会社 柴田郡　柴田町　西船迫　２－２－４ 2021年8月1日
株式会社　エリオス 柴田郡　川崎町　前川字北原　１０－１ 2017年1月11日
社会福祉法人　鶴寿会 柴田郡 川崎町 大字 川内 字 芋ﾉ窪 16—3—2 2018年2月21日
医療法人社団　光友会　アルパイン川崎 柴田郡 川崎町 大字 前川字 北原 59—6 2017年2月28日
国民健康保険　川崎病院 柴田郡 川崎町 大字前川 字北原 23 2018年8月29日
株式会社　タケヤ交通 柴田郡　川崎町　前川　中道南　３－４ 2018年7月19日
株式会社　坊源 柴田郡　川崎町　青根温泉 8-10 2022年7月1日
株式会社　丸正精建 柴田郡　川崎町　前川　槻木５６－１ 2017年3月6日
ロンタイ　佐伯工場 柴田郡　川崎町　大字川内　字大原前 227 2018年6月26日
船山建設　株式会社 伊具郡　丸森町　字銀杏 73-1 2017年9月12日


