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1 アイ・アンド・ピー㈱　東北工場 製造業 大崎市 H20.6

2 ㈱アイ・エス・テクノ 製造業 仙台市 H24.6

3 ㈱愛光通商 製造業 亘理郡亘理町 H28.4

4 ㈱ＩＪＴＴ宮城工場 製造業 柴田郡村田町 H18.4

5 アイシン高丘東北㈱ 製造業 黒川郡大衡村 H25.10

6 アイリスオーヤマ㈱ 製造業 仙台市 H18.5

7 葵工業㈱ 製造業 栗原市 H21.6

8 ㈱青木製作所 製造業 白石市 H18.4

9 ㈲アカイ精機 製造業 石巻市 H18.5

10 あさひ電子㈱ 製造業 石巻市 H18.4

11 安住電機㈱ 製造業 亘理郡山元町 H18.11

12 ㈱アドバネクス　宮城工場 製造業 東松島市 H27.9

13 ㈱アドバンテックマルダイ　角田工場 製造業 角田市 H26.6

14 ㈱アトライズヨドガワ　仙台第一事業所 製造業 黒川郡大和町 H21.12

15 ㈱アプト 製造業 大崎市 H21.11

16 ㈱アルコム 製造業 富谷市 H19.10

17 ㈱アルテックス 製造業 岩沼市 H19.7

18 アルプスアルパイン㈱ 製造業 大崎市 H18.4 幹事

19 ㈱イイダ　仙台工場 製造業 岩沼市 H23.6

20 EMデバイス㈱ 製造業 白石市 H29.7

21 石川電装㈱ 製造業 気仙沼市 H24.6

22 ㈱石巻精機製作所 製造業 石巻市 H20.6

23 石原鋼鉄㈱ 製造業 黒川郡大衡村 H20.6

24 ㈱イズミ精工 製造業 宮城郡利府町 H22.8

25 ㈱泉ハイパーツ 製造業 登米市 H22.10

26 ㈱イネツ仙台 製造業 仙台市 H28.7

27 イハラ建成工業㈱ 製造業 栗原市 H29.1

28 岩機ダイカスト工業㈱ 製造業 亘理郡山元町 H18.4 幹事

29 イワサキ通信工業㈱ 製造業 栗原市 H21.9

30 イワタボルト㈱ 製造業 名取市 H23.12

31 ㈱岩沼精工 製造業 岩沼市 H18.11

32 ㈲インフリューエンス・プランニング 製造業 仙台市 H20.8

33 ㈲牛沢製作所 製造業 角田市 H26.5

34 ㈱ウチダ 製造業 岩沼市 H18.3 幹事

35 ㈱内山プレス工業 製造業 福島県天栄村 H18.4

36 ㈲エコテック 製造業 栗原市 H25.8

37 ㈲エコ・パワーシステム 製造業 仙台市 H19.9

38 ㈱エコファースト　仙台サテライトオフィス 製造業 仙台市 R1.10

39 エスダ㈱ 製造業 名取市 H28.11

40 ㈱エステー 製造業 石巻市 H18.4

41 ㈱エスティシー 製造業 栗原市 H18.3

42 ㈲エスブランド 製造業 丸森町 R1.7

43 ㈲エス・ワイ・ディ二十一 製造業 登米市 H23.1

44 NEC㈱東北支社 製造業 仙台市 H20.3

45 NECプラットフォームズ㈱　白石営業所 製造業 白石市 H29.3

46 ㈱エヌエス機器 製造業 石巻市 H18.4

47 ㈲エヌエフ・クラフト 製造業 仙台市 H24.6

48 NOKメタル㈱ 製造業 遠田郡涌谷町 H30.8

49 NCテック 製造業 大崎市 H21.12

50 ㈱NTKセラテック 製造業 仙台市 H18.5

51 ㈱エヌテック 製造業 登米市 H22.3
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52 ㈱エムジー 製造業 宮城郡利府町 H18.3

53 ㈱エリオス 製造業 柴田郡川崎町 H18.12

54 ㈲遠藤製作所 製造業 柴田郡大河原町 H29.8

55 オオイテクニカ㈱ 製造業 福島県三春町 H25.9

56 大倉工業㈱ 製造業 多賀城市 H21.7

57 ㈱大須実装サービス 製造業 石巻市 H24.8

58 ㈲大友製作所 製造業 岩沼市 H22.2

59 大場製作所 製造業 栗原市 H22.2

60 ㈲大町機工 製造業 岩沼市 H18.10

61 ㈱オオワダ　宮城工場 製造業 栗原市 H24.3

62 ㈱緒方製作所 製造業 大崎市 H20.6

63 小野精工㈱ 製造業 岩沼市 H18.5

64 オーハシ技研工業㈱仙台工場　 製造業 仙台市 H18.4

65 ㈱おやま製作所　気仙沼工場 製造業 気仙沼市 H22.9

66 小山ハーネス 製造業 本吉郡南三陸町 H20.5

67 ㈱折居技研 製造業 大崎市 H18.5

68 オールセーフ㈱ 製造業 大崎市 H20.2

69 角田精工㈱ 製造業 角田市 H22.11

70 梶原電気㈱ 製造業 仙台市 H18.4

71 ㈱カスタム工業 製造業 遠田郡涌谷町 H27.12

72 ㈲カツヨテクノロ 製造業 柴田郡村田町 H20.9

73 ㈱カトー精工　仙台営業所 製造業 仙台市 H26.2

74 ㈲カネショウ工業 製造業 気仙沼市 H22.2

75 加美電子工業㈱ 製造業 加美郡加美町 H18.3

76 ㈲唐桑製作所 製造業 気仙沼市 H22.11

77 川崎重工業㈱東北支社 製造業 仙台市 H31.4

78 関包スチール㈱　東北工場 製造業 岩沼市 H30.1

79 ㈱ギア 製造業 黒川郡大和町 H29.6

80 ㈱北上エレメック　袖ヶ沢工場 製造業 亘理郡亘理町 H29.8

81 北上電設工業㈱ 製造業 石巻市 H18.4

82 北日本工業㈱ 製造業 気仙沼市 H22.7

83 北日本電線㈱ 製造業 仙台市 H18.6

84 ㈱北村製作所 製造業 亘理郡山元町 H29.7

85 共栄電資㈱東北事業部 製造業 仙台市 H22.3

86 共伸プラスチック㈱宮城工場 製造業 大崎市 H23.9

87 共和アルミニウム工業㈱ 製造業 岩沼市 R3.10

88 ㈱協和産業 製造業 石巻市 H18.4

89 ㈱旭洋工業製作所登米工場 製造業 登米市 R3.11

90 キョーユー㈱ 製造業 遠田郡美里町 H18.3 監査役

91 クボタ工業㈱ 製造業 宮城郡利府町 H18.5

92 倉福工業㈱ 製造業 刈田郡蔵王町 H29.3

93 ㈱倉元製作所 製造業 栗原市 H20.3

94 ㈱クリエイティブマシン 製造業 宮崎県宮崎市 R2.4

95 グリーンメタルズ㈱ 製造業 黒川郡大和町 H29.7

96 ㈱クレオ 製造業 刈田郡蔵王町 H21.2

97 グローテック㈱ 製造業 黒川郡大衡村 R2.12

98 ケイテック㈱ 製造業 加美郡加美町 H18.5

99 ㈱京浜サプライズ 製造業 角田市 H29.2

100 ケー・エス・ケー㈱ 製造業 仙台市 H22.6

101 ㈱ケディカ 製造業 仙台市 H18.5

102 日立Astemo㈱宮城事業所 製造業 角田市 H18.4 幹事
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103 日立Astemo亘理㈱ 製造業 亘理郡亘理町 H26.2

104 ケミコン精機㈱　仙台事業所 製造業 岩沼市 H24.1

105 ケミコン東日本㈱ 製造業 大崎市 H25.7

106 ㈱コイワイ　Ｎext-K 製造業 柴田郡大河原町 H18.11

107 弘進ゴム㈱ 製造業 仙台市 H18.7

108 ㈱光明社製作所 製造業 刈田郡蔵王町 H23.10

109 ㈱向陽 製造業 石巻市 H18.9

110 ㈱向陽エンジニアリング 製造業 石巻市 H18.9

111 光洋精機㈱ 製造業 柴田郡大河原町 H18.7

112 ㈱コーシン 製造業 宮城郡利府町 H21.7

113 ㈱コスモス 製造業 大崎市 H30.2

114 ㈱コスモスウェブ 製造業 仙台市 H22.5

115 コスモスセイコー 製造業 石巻市 H18.4

116 ㈱小林機械　宮城営業所 製造業 加美郡加美町 H29.9

117 ㈱コバヤシ製作所 製造業 石巻市 H18.4

118 小松ばね工業㈱ 製造業 柴田郡柴田町 H18.4

119 ㈱コマテック 製造業 栗原市 H24.6

120 サイデック㈱ 製造業 仙台市 H18.3

121 （合資）齋藤メッキ工業社 製造業 宮城郡利府町 H28.10

122 ㈱サウザー精密 製造業 加美郡加美町 H21.5

123 ㈱蔵王松田 製造業 刈田郡蔵王町 H20.2

124 ㈲サクマエンジニアリング 製造業 角田市 H22.9

125 ㈱ササキ 製造業 山梨県 H22.11

126 ㈱佐々木工業所 製造業 石巻市 H29.3

127 ㈱サトウ機工 製造業 塩釜市 H18.4

128 ㈱佐藤商会 製造業 大崎市 H21.11

129 佐藤螺子 製造業 石巻市 H22.10

130 ㈱サンエム 製造業 伊具郡丸森町 H22.6

131 三究製作所 製造業 栗原市 H24.3

132 ㈱三協製作所 製造業 山形県長井市 H20.4

133 ㈲三協電子 製造業 登米市 H22.9

134 三光化成㈱　宮城工場 製造業 登米市 H30.3

135 ㈱三光ダイカスト工業所　宮城工場 製造業 伊具郡丸森町 H18.12

136 サンコー成型㈲ 製造業 仙台市 H18.5

137 ㈲サン・システム 製造業 黒川郡大和町 H22.9

138 サンドビックツーリング
サプライジャパン㈱　瀬峰工場 製造業 栗原市 H18.3

139 三洋テクニックス㈱ 製造業 仙台市 H21.5

140 サンリット工業㈱宮城工場 製造業 加美郡色麻町 H29.3

141 ㈱C&D 製造業 黒川郡大衡村 H27.4

142 ㈱ジー・イー・エス 製造業 宮城郡利府町 H18.12

143 JFE条鋼㈱　仙台製造所 製造業 仙台市 H25.4

144 JFEスチール㈱　東北支社 製造業 仙台市 H25.5

145 ㈱ジーエスエレテック東北 製造業 角田市 H25.3

146 ㈱シーエフ 製造業 黒川郡大和町 H24.7

147 ジオマテック㈱ 製造業 神奈川県横浜市 H18.5

148 磁化発電ラボ㈱ 製造業 仙台市 H22.1

149 ㈱シスコムエンジニアリング 製造業 仙台市 H23.12

150 ㈱シマ精工 製造業 気仙沼市 H29.3

151 清水電設工業㈱仙台工場 製造業 黒川郡大衡村 H19.3

152 ㈱庄司製作所 製造業 柴田郡柴田町 H20.6

153 庄司電気㈱ 製造業 大河原町 H18.7

3 / 13 ページ



みやぎ自動車産業振興協議会　会員名簿　（令和4年10月5日現在）

※　業種，企業・団体名　五十音順

番号 企業名・団体名 業種名 所在地 入会年月 備考

154 庄子電気㈱ 製造業 仙台市 H20.9

155 新光電子㈱ 製造業 大崎市 H29.6

156 神星電機㈱ 製造業 黒川郡大和町 H25.10

157 ㈱辰和　仙台工場 製造業 黒川郡大和町 H22.3

158 ㈲伸和精工 製造業 石巻市 H18.6

159 シンワ電装㈱ 製造業 登米市 H26.1

160 スガワラ技研㈱ 製造業 大崎市 H21.6

161 スギヤマプラスチック㈱東北大崎工場 製造業 大崎市 H24.11

162 ㈱スクリブル・デザイン 製造業 仙台市 H21.1

163 ㈱鈴木製作所　河南工場 製造業 石巻市 H22.12

164 ㈱鈴木製作所　宮城工場 製造業 大崎市 H18.4

165 ㈱スタンレー宮城製作所 製造業 登米市 H19.3

166 ㈱須藤製作所 製造業 角田市 H19.12

167 スピンセンシングファクトリー㈱ 製造業 仙台市 R1.10

168 住鉱テック㈱　仙台工場 製造業 宮城郡利府町 H20.12

169 スミダ電機㈱ 製造業 名取市 H29.12

170 ㈲角谷製作所 製造業 柴田郡柴田町 H20.7

171 ㈱３Ｄイノベーション 製造業 仙台市 H24.1

172 ㈲精工抜型 製造業 仙台市 H20.5

173 セイチョウ工業㈱ 製造業 大崎市 H22.2

174 精電舎電子工業㈱ 製造業 東京都荒川区 H21.8

175 ㈱全晴 製造業 仙台市 H21.2

176 仙台エンジニアリング㈱ 製造業 亘理郡亘理町 H20.6

177 仙台小林製薬㈱ 製造業 黒川郡大和町 H28.6

178 仙台昭和レーベル印刷 製造業 仙台市 H23.2

179 ㈱仙台スプリング製作所 製造業 亘理郡山元町 H18.9

180 仙北工業㈱ 製造業 登米市 H18.7

181 ㈱創惠 製造業 名取市 H31.2

182 ㈱創和　東北工場 製造業 白石市 H23.3

183 ㈱ソーリンク 製造業 富谷市 H20.12

184 ソーワ工業㈱ 製造業 刈田郡蔵王町 H18.3

185 ㈱大安工業所 製造業 角田市 H19.8

186 大栄精工㈱仙台事業所 製造業 黒川郡大衡村 H22.1

187 大研工業㈱ 製造業 大崎市 H18.4

188 ㈱ダイコー 製造業 亘理郡亘理町 H20.11

189 ㈱大善製作所 製造業 柴田郡柴田町 H25.1

190 大東精密㈱ 製造業 亘理郡亘理町 H20.5

191 大日本印刷㈱　包装事業部包装東北営業本部 製造業 仙台市 H18.7

192 太平洋工業㈱ 製造業 栗原市 H23.11

193 大宝工業㈱モールドカンパニー　仙台工場 製造業 柴田郡村田町 H18.5

194 太陽工機㈱ 製造業 柴田郡村田町 H24.9

195 大陽ｽﾃﾝﾚﾝｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ㈱　仙台営業所 製造業 仙台市 H18.7

196 ㈱太陽精密 製造業 柴田郡大河原町 H20.6

197 ㈱タカジョー 製造業 石巻市 H21.6

198 高電工業所 製造業 塩釜市 R3.10

199 ㈱高橋軽合金鋳造所 製造業 石巻市 H18.10

200 髙橋精密工業㈱宮城工場 製造業 栗原市 H22.9

201 ㈲タカハシダイカスト 製造業 栗原市 H22.9

202 タカハター㈱ 製造業 栗原市 H30.2

203 ㈱タカハタ電子仙台営業所 製造業 仙台市 H29.2

204 ㈱只野製作所 製造業 登米市 H18.12
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205 玉川電器㈱　宮城工場 製造業 加美郡加美町 H18.3

206 ㈲千田クリーニング 製造業 栗原市 H31.1

207 中央精機東北㈱ 製造業 大衡村 H28.9

208 ㈱中外仙台営業所 製造業 大和町 R4.10

209 千代田インテグレ㈱仙台営業所 製造業 仙台市 R2.12

210 ツキデン㈱ 製造業 柴田郡柴田町 H20.7

211 筑波ダイカスト工業㈱　宮城工場 製造業 栗原市 H18.4

212 ㈱ティーアールティー 製造業 石巻市 H18.6

213 ㈱Ｔ＆Ｓ製作所 製造業 登米市 H21.6

214 ㈱ティーエス塗装技術研究所 製造業 宮城郡利府町 H19.2

215 ㈱ティティ・アオイ 製造業 角田市 H18.12

216 ㈱ティ・ディ・シー 製造業 宮城郡利府町 H18.3

217 TDK㈱ 製造業 仙台市 H29.4

218 ㈱ディープパワー 製造業 名取市 H23.1

219 ㈲鉄栄技研 製造業 角田市 H21.5

220 テー・ビー・ケー㈱ 製造業 岩沼市 H18.7

221 東亜工業㈱ 製造業 群馬県太田市 H20.5

222 東亜パッキング工業㈱　宮城工場 製造業 大崎市 H24.1

223 ㈱東京ダイヤモンド工具製作所 製造業 柴田郡村田町 H25.6

224 東京発條㈱宮城工場 製造業 登米市 H18.6

225 東京理化器械㈱ 製造業 気仙沼市 H22.1

226 東研工業㈱ 製造業 仙台市 H29.1

227 東光資材㈱ 製造業 仙台市 H23.11

228 ㈱東幸電機製作所 製造業 東松島市 H18.4

229 東成イービー東北㈱ 製造業 福島県郡山市 H28.6

230 東ベ化成㈱ 製造業 柴田郡大河原町 H20.5

231 ㈲東邦プレス工業所 製造業 大崎市 H20.9

232 東邦メッキ㈱ 製造業 柴田郡村田町 H18.3

233 ㈱東北イノアック 製造業 遠田郡美里町 H19.2

234 東北小簱㈱ 製造業 大崎市 H21.6

235 東北ゴム㈱ 製造業 仙台市 H21.1

236 ㈱東北三之橋 製造業 伊具郡丸森町 H18.3

237 東北セラミック㈱ 製造業 亘理郡亘理町 H29.6

238 ㈱東北田村工機 製造業 黒川郡大和町 H18.5

239 ㈱東北ティ・エム・エス 製造業 大崎市 H21.5

240 東北電子工業㈱ 製造業 石巻市 H18.4

241 東北電子産業㈱ 製造業 宮城郡利府町 H23.6

242 東北特殊鋼㈱ 製造業 柴田郡村田町 H18.4 幹事

243 ㈱東北トラスト 製造業 黒川郡大郷町 H21.8

244 東北パイプターン工業㈱ 製造業 東松島市 H18.3

245 東北部品㈱ 製造業 栗原市 H18.4

246 東北プレス工業㈱ 製造業 大崎市 H18.3

247 東北マグネットインスティテュート 製造業 仙台市 R1.6

248 東北三吉工業㈱石巻工場 製造業 石巻市桃生町 H18.5

249 ㈱東北ライト製作所 製造業 黒川郡大郷町 H18.4

250 ㈱東洋技研 製造業 仙台市 H18.5

251 東洋ゴム工業㈱　仙台工場 製造業 岩沼市 H18.5

252 東洋産業㈱　仙台工場 製造業 黒川郡大衡村 H18.5

253 東洋刃物㈱ 製造業 仙台市 H19.8

254 東レ㈱　東北支店 製造業 仙台市 R4.2

255 東和化成㈱ 製造業 名取市 H29.10
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256 東和工業㈱ 製造業 石巻市 H23.7

257 トーカドエナジー㈱ 製造業 白石市 H23.1

258 トーカロ㈱宮城技術サービスセンター 製造業 大郷町 R1.7

259 ㈱トーキン 製造業 仙台市 H18.5

260 凸版印刷㈱ 製造業 仙台市 H25.12

261 ㈱登米精巧 製造業 登米市 H18.3

262 ㈱登米村田製作所 製造業 登米市 H28.10

263 豊田合成東日本㈱ 製造業 大崎市 H25.5

264 トヨタ自動車東日本㈱ 製造業 黒川郡大衡村 H24.7 幹事

265 ㈱豊田自動織機 製造業 愛知県高浜市 H29.4

266 トヨタ紡織東北㈱ 製造業 岩手県北上市 H22.5 幹事

267 トラスト・メカ㈱ 製造業 加美郡加美町 H20.5

268 内外エレクトロニクス㈱仙台事業所 製造業 仙台市 H22.6

269 中島プラント㈱ 製造業 栗原市 H21.11

270 中谷産業㈱ 製造業 柴田郡村田町 H30.1

271 ㈱ナカトガワ技研 製造業 石巻市 H28.11

272 ナノテックヴァルト㈱ 製造業 富谷市 H18.6

273 ㈱成田鋼業 製造業 仙台市 H22.3

274 ㈱成田製作所 製造業 栗原市 H20.8

275 ㈲新妻合成製作所 製造業 栗原市 H19.6

276 日京工業㈱ 製造業 石巻市 H24.3

277 ㈱ニッケ機械製作所　東北事業所 製造業 登米市 R3.10

278 日進機工㈱ 製造業 愛知県名古屋市 H24.4

279 日進工具㈱ 製造業 黒川郡大和町 H18.5

280 ㈱日本アレフ　仙台工場 製造業 柴田郡川崎町 H24.1

281 日本製鉄㈱東北支店 製造業 仙台市 H25.2

282 日本エマソン㈱ブランソン事業本部　仙台営業所 製造業 仙台市 H26.11

283 ㈱日本精型 製造業 黒川郡大和町 H31.1

284 日本パーカライジング㈱　仙台工場 製造業 岩沼市 H18.4

285 日本バルカー工業㈱　仙台営業所 製造業 仙台市 H18.6

286 日本ファインセラミックス㈱ 製造業 仙台市 H22.4

287 日本ペイント工業用コーティング㈱ 製造業 大崎市 H22.6

288 ㈱ニューテック 製造業 大崎市 H18.12

289 ㈱ニューテック 製造業 黒川郡大和町 H24.6

290 ニューマグネ㈱ 製造業 宮城郡七ヶ浜町 H23.6

291 ㈱ネクスト 製造業 栗原市 H30.5

292 （社福）共生福祉会　萩の郷福祉工場 製造業 仙台市 H18.3

293 迫リコー㈱ 製造業 登米市 H19.10

294 ㈲パーツワン 製造業 遠田郡美里町 H21.11

295 浜松ホトニクス㈱　仙台営業所 製造業 仙台市 H18.3

296 ㈱早坂精密工業 製造業 加美郡加美町 H18.4

297 ㈱原田伸銅所 製造業 黒川郡大衡村 H26.11

298 ㈱ビーエスアイ 製造業 塩釜市 H20.4

299 ㈱PSS 製造業 石巻市 H29.6

300 光電子㈱ 製造業 大崎市 H25.7

301 引地精工㈱ 製造業 岩沼市 H18.3 監査役

302 ㈲ビッグフォー 製造業 栗原市 H24.6

303 日の丸合成樹脂工業㈱ 製造業 黒川郡大郷町 H20.5

304 ㈲ピープル 製造業 登米市 H18.4

305 ㈱ヒューテック 製造業 涌谷町 H20.3

306 日和デンシアイエス㈱ 製造業 石巻市 H18.4
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307 フェニックスネットワーク㈱ 製造業 仙台市 H28.6

308 ㈱フォトニックラティス 製造業 仙台市 H18.5

309 ㈱富士精密 製造業 美里町 H29.3

310 ㈱藤田鉄工所 製造業 気仙沼市 H22.6

311 ㈱富士電装 製造業 角田市 H30.3

312 ㈱フジプロダクション 製造業 黒川郡大衡村 H29.11

313 双葉電子工業㈱仙台営業所 製造業 仙台市 H24.10

314 プライムアースＥＶエナジー㈱ 製造業 静岡県湖西市 H21.5 幹事

315 プラスエンジニアリング㈱ 製造業 柴田郡村田町 H18.12

316 ㈱プラモール精工 製造業 富谷市 H23.7

317 フリースケール・セミコンダクタ・ジャパン㈱ 製造業 仙台市 H21.11

318 ㈱プロスパー 製造業 愛知県名古屋市 R1.11

319 ㈱プロスパイン 製造業 大崎市 H18.4

320 ㈱プロセス 製造業 栗原市 H23.4

321 紅忠コイルセンター東北㈱ 製造業 登米市 H20.9

322 ㈱放電 製造業 大崎市 H27.12

323 ㈲北栄製作所 製造業 亘理町 H22.4

324 ㈲北斗リード宮城 製造業 登米市 H21.6

325 ㈱北光 製造業 栗原市 H18.4 幹事

326 ㈱堀尾製作所 製造業 石巻市 H18.6

327 本田精機㈱ 製造業 仙台市 H18.3

328 毎日発條㈱ 製造業 丸森町 H27.12

329 マクセルフロンティア㈱　宮城営業所 製造業 亘理郡亘理町 H18.4

330 ㈱マグファイン 製造業 仙台市 H20.8

331 ㈱松下塗装 製造業 登米市 H18.3

332 ㈱松本鐵工所　石巻事業所 製造業 石巻市 H18.3

333 ㈱マトロ 製造業 角田市 H18.5

334 マルエイ工業 製造業 登米市 H29.4

335 ㈱丸定 製造業 山形県米沢市 H22.2

336 丸澤機工㈱ 製造業 遠田郡美里町 H29.9

337 丸電プレス工業㈱　金成工場 製造業 栗原市 H29.9

338 ㈱丸和製作所 製造業 大崎市 R3.12

339 ㈱ミウラセンサー研究所 製造業 仙台市 H18.4

340 Ｍｉｏテクノロジー㈱ 製造業 気仙沼市 H22.1

341 三ッ引興業㈱ 製造業 仙台市 H29.8

342 三丸化学㈱ 製造業 柴田郡村田町 H24.8

343 ㈱ミドリテクノパーク 製造業 白石市 H18.5

344 ㈱ミナト精工　宮城工場 製造業 登米市 H18.6

345 ㈱ミナミ 製造業 登米市 H18.5

346 ㈱南舘製作所 製造業 仙台市 H20.4

347 ㈱宮城化成 製造業 栗原市 H20.5

348 宮城精密工業㈱ 製造業 登米市 R3.10

349 ㈱ミヤギタノイ 製造業 刈田郡七ヶ宿町 H22.11

350 ㈱宮城プラントサービス 製造業 石巻市 H18.5

351 宮城マイクロリサーチ㈱ 製造業 登米市 H21.2

352 宮崎工業㈱ 製造業 加美郡加美町 H30.8

353 ㈱宮富士工業 製造業 石巻市 H18.4

354 ㈲ムトー精密 製造業 黒川郡大郷町 H21.8

355 ㈱明王化成 製造業 東京都大田区 H22.2

356 ㈱メイジ 製造業 遠田郡涌谷町 H25.3

357 明治合成㈱ 製造業 大崎市 H18.7
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358 ㈱メムスコア 製造業 仙台市 H18.5

359 メルコジャパン㈱ 製造業 丸森町 H24.12

360 ㈱本橋製作所 製造業 加美郡加美町 H29.2

361 ㈱モビーディック 製造業 石巻市 H29.2

362 モリタ宮田工業㈱ 製造業 栗原市 H18.6

363 ヤグチ電子工業㈱ 製造業 石巻市 H18.4

364 八十島プロシード㈱ 製造業 富谷市 H19.8

365 ㈱ヤマカワ 製造業 栗原市 H21.6

366 ヤマセ電気㈱ 製造業 加美郡色麻町 H18.4 幹事

367 ㈱UACJ金属加工　仙台工場 製造業 柴田郡柴田町 H21.9

368 ㈲ユーケイ機工 製造業 仙台市 H22.6

369 ㈱湯原製作所 製造業 栃木県さくら市 H29.12

370 横浜ゴムMBT㈱ 製造業 仙台市 H18.3

371 ラサ工業㈱三本木工場 製造業 大崎市 H22.1

372 ラピスセミコンダクタ宮城㈱ 製造業 大衡村 H25.3

373 ㈱リード 製造業 亘理郡亘理町 H18.4

374 ㈱REPRO 製造業 岩沼市 H27.1

375 菱成樹脂㈱金成工場 製造業 栗原市 H21.8

376 凌和電子㈱ 製造業 仙台市 H22.1

377 ㈲ワイエム工業 製造業 栗原市 H21.11

378 ㈱ワイドテクノ 製造業 加美郡加美町 H20.9

379 若柳タムラ製作所㈱ 製造業 栗原市 H18.3

380 ㈱ワンワールド 製造業 栗原市 H18.3

380　会員 製造業

381 ㈱相澤製作所 建設業 仙台市 H20.7

382 ㈱アルファス計装 建設業 仙台市 H23.10

383 安藤建設㈱　東北支店 建設業 仙台市 H20.11

384 ㈱伊藤工務店　仙台営業所 建設業 仙台市 H23.7

385 かんでんエンジニアリング㈱東北事務所 建設業 大和町 H24.5

386 サンエイ㈱ 建設業 黒川郡大衡村 H21.11

387 ㈲高橋鉄鋼設備 建設業 仙台市 H20.4

388 タンノ冷機工業㈱ 建設業 東松島市 H24.12

389 土肥工業㈱ 建設業 黒川郡大和町 H20.6

390 ニイヌマ㈱ 建設業 石巻市 H23.7

391 日本製紙石巻テクノ㈱ 建設業 石巻市 H21.7

392 ㈱深松組 建設業 仙台市 H20.2

393 丸紅建材リース㈱ 建設業 仙台市 H20.5

394 宮城東海建設㈲ 建設業 仙台市 H22.11

395 ㈱ユアテック 建設業 仙台市 H18.4

15　会員 建設業

396 エア・ウォーター㈱　東北支社 光熱水供給業 仙台市 H20.11

397 大陽日酸㈱東北支社 光熱水供給業 仙台市 H21.1

398 東北電力㈱　宮城支店 光熱水供給業 仙台市 H18.4 幹事

399 日本エア・リキード㈱　ジャパン・エア・ガシズ社　東北支店 光熱水供給業 白石市 H21.5

4　会員 光熱水供給業

400 ㈱アイエスエフネット仙台支店 情報通信業 仙台市 H28.2

401 ㈱アイエスビー東北 情報通信業 仙台市 H29.9

402 ㈱エキサイト 情報通信業 仙台市 H29.1

403 ㈱エス・キューブ 情報通信業 仙台市 H18.3

404 ㈱エヌエスシー 情報通信業 仙台市 H20.8

405 A1A㈱ 情報通信業 東京都渋谷区 H30.12

8 / 13 ページ



みやぎ自動車産業振興協議会　会員名簿　（令和4年10月5日現在）

※　業種，企業・団体名　五十音順

番号 企業名・団体名 業種名 所在地 入会年月 備考

406 ㈱ＯＫＩソフトウェア 情報通信業 仙台市 H24.3

407 ㈱かんたむアルゴリズム研究所 情報通信業 仙台市 H20.9

408 ㈱グローバルソフトウェア 情報通信業 仙台市 H22.3

409 日立Astemo仙台㈱ 情報通信業 仙台市 R1.7

410 サイバーコム㈱東北支社 情報通信業 仙台市 R2.8

411 ㈱シーデックス仙台事業所 情報通信業 仙台市 H24.9

412 ソフトバンク㈱東北IoT技術部 情報通信業 仙台市 R1.7

413 匠ソリューションズ㈱ 情報通信業 仙台市 H25.7

414 タムス・ファームウェアー㈱ 情報通信業 山形県山形市 H21.6

415 ㈱ティーワイテクノ仙台営業所 情報通信業 仙台市 H25.2

416 ㈲デザイン・モジュール 情報通信業 仙台市 H21.2

417 東杜シーテック㈱ 情報通信業 仙台市 H22.2

418 トライボッドワークス㈱ 情報通信業 仙台市 H25.1

419 バイスリープロジェクツ㈱ 情報通信業 仙台市 H23.7

420 ㈱東日本技術研究所 情報通信業 仙台市 H18.7

421 ㈱ヒューマンウェイブ 情報通信業 仙台市 H22.2

422 富士通㈱　東北営業本部 情報通信業 仙台市 H20.5

423 富士電機ITソリューション株式会社東北支店 情報通信業 仙台市 R2.6

424 ㈱プロトリオス 情報通信業 仙台市 H18.3

425 ㈱両毛システムズ 情報通信業 群馬県桐生市 H27.4

426 ㈱菱友システムズ 情報通信業 仙台市 H22.2

27　会員 情報通信業

427 愛知陸運㈱ 運輸業 黒川郡大衡村 H24.4

428 ㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコ　東北支店 運輸業 仙台市 H24.1

429 ㈱カネヨシ 運輸業 仙台市 H24.6

430 協和運輸倉庫㈱ 運輸業 仙台市 H21.3

431 鴻池運輸㈱ 運輸業 仙台市 H24.1

432 塩竈港運送㈱ 運輸業 塩竈市 H18.4

433 ㈱庄子運送 運輸業 仙台市 H21.4

434 ㈱白石倉庫 運輸業 白石市 H20.5

435 ㈱新開トランスポートシステムズ仙台営業所 運輸業 黒川郡大衡村 H22.6

436 仙台団地倉庫協同組合青年部 運輸業 仙台市 H20.5

437 ㈱大昇物流 運輸業 大崎市 H21.6

438 ＴＬＳ㈱ 運輸業 仙台市 H22.1

439 東日運送㈱ 運輸業 仙台市 H22.6

440 東磐運輸㈱ 運輸業 仙台市 H22.2

441 東邦運輸倉庫㈱ 運輸業 仙台市 H22.2

442 東北三八五流通㈱ 運輸業 仙台市 H20.5

443 日本通運㈱ 運輸業 仙台市 H27.12

444 宮城県倉庫業青年経営者協議会 運輸業 仙台市 H20.5

445 ㈱ラインサービス 運輸業 仙台市 H23.11

19　会員 運輸業

446 浅井産業㈱ 卸売・小売業 仙台市 H20.7

447 ㈱旭商工社 卸売・小売業 仙台市 H28.8

448 インファステック㈱　東北駐在所 卸売・小売業 仙台市 H21.4

449 ㈱植松商会 卸売・小売業 仙台市 H18.3

450 ㈱魚国総本社　東北支社 卸売・小売業 仙台市 H21.11

451 エイチアールディー㈱ 卸売・小売業 東京都千代田区 H22.2

452 ＮＳＭコイルセンター㈱　東北営業所 卸売・小売業 仙台市 H24.3

453 ㈱エフ・エー・アネックス 卸売・小売業 仙台市 H27.6

454 兼松㈱東北支店 卸売・小売業 涌谷町 H24.11
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455 カメイ㈱ 卸売・小売業 仙台市 H20.12

456 カメイ商事㈱ 卸売・小売業 仙台市 H20.7

457 ㈱菊重 卸売・小売業 仙台市 H23.12

458 北日本幸食㈲ 卸売・小売業 仙台市 H22.1

459 高進商事㈱ 卸売・小売業 仙台市 H20.9

460 コニカミノルタジャパン㈱エリア直販統括部東日本営業統括部 卸売・小売業 仙台市 H27.12

461 ㈱十一屋ボルト 卸売・小売業 仙台市 H23.1

462 新興電気㈱　東北営業所 卸売・小売業 仙台市 H20.11

463 スズデン㈱仙台営業所 卸売・小売業 仙台市 H22.4

464 住友商事東北㈱ 卸売・小売業 仙台市 H22.8

465 仙台トヨペット㈱ 卸売・小売業 仙台市 H18.7

466 ソーダニッカ㈱ 卸売・小売業 仙台市 H26.4

467 第一物産㈱　仙台支店 卸売・小売業 仙台市 H20.6

468 ㈱高秋商会 卸売・小売業 仙台市 H22.3

469 ㈱槌屋　仙台営業所 卸売・小売業 仙台市 H22.3

470 ㈲ツール・テック東北 卸売・小売業 仙台市 H20.8

471 ㈱東栄科学産業 卸売・小売業 仙台市 H22.4

472 東武機器㈱ 卸売・小売業 仙台市 H21.2

473 東邦銅鐵㈱ 卸売・小売業 仙台市 H20.9

474 東北かながわ㈱ 卸売・小売業 仙台市 H18.8

475 東北フローズン㈱ 卸売・小売業 岩手県 H22.6

476 戸部電材㈱ 卸売・小売業 仙台市 H21.12

477 トヨタL&F福島㈱ 卸売・小売業 福島県 H29.3

478 トヨタL&F宮城㈱ 卸売・小売業 富谷市 H29.4

479 トヨタカローラ宮城㈱ 卸売・小売業 仙台市 H23.2

480 豊田通商㈱　東北支店 卸売・小売業 仙台市 H18.3

481 トヨタ部品宮城共販㈱ 卸売・小売業 仙台市 H25.6

482 内外テック㈱ 卸売・小売業 仙台市 H22.2

483 ㈱ナルセ 卸売・小売業 仙台市 H22.2

484 ㈱南陽　仙台営業所 卸売・小売業 仙台市 H30.10

485 日鉄物産㈱　東北支店 卸売・小売業 仙台市 H24.3

486 阪和興業㈱　東北支店 卸売・小売業 仙台市 H22.12

487 ㈱光 卸売・小売業 大崎市 H20.3

488 ㈱ＰＩＣＳＩＳ 卸売・小売業 黒川郡大和町 H22.1

489 日立金属商事㈱ 卸売・小売業 仙台市 H29.2

490 豊栄商事㈱仙台営業所 卸売・小売業 多賀城市 H24.8

491 丸紅㈱　東北支社 卸売・小売業 仙台市 H19.12

492 三井物産㈱東北支社 卸売・小売業 仙台市 H22.6

493 水戸工業㈱ 卸売・小売業 白石市 H23.10

494 ㈱メイホウ 卸売・小売業 仙台市 H21.12

495 ㈱ラプラス 卸売・小売業 仙台市 H18.6

496 菱光産業㈱仙台支店 卸売・小売業 仙台市 H20.5

497 ㈱ワイズ 卸売・小売業 仙台市 H20.6

498 ワシノ機工㈱ 卸売・小売業 仙台市 H26.9

53　会員 卸売・小売業

499 あいおい損害保険㈱仙台支店 金融・保険業 仙台市 H18.5

500 ㈱青森銀行仙台支店 金融・保険業 仙台市 H22.5

501 アルプスファイナンスサービス㈱古川営業所 金融・保険業 大崎市 H28.5

502 ㈱七十七銀行 金融・保険業 仙台市 H18.5 幹事

503 ＪＡ三井リース㈱　仙台支店 金融・保険業 仙台市 H20.7

504 商工組合中央金庫　仙台支店 金融・保険業 仙台市 H18.5 顧問
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505 ㈱仙台銀行 金融・保険業 仙台市 H18.5

506 損害保険ジャパン㈱仙台支店 金融･保険業 仙台市 R2.5

507 ㈱東邦銀行 金融･保険業 仙台市 H22.6

508 東北イノベーションキャピタル㈱ 金融・保険業 仙台市 H18.3

509 ㈱日本政策金融公庫　仙台支店 金融・保険業 仙台市 H20.10 顧問

510 日本政策投資銀行　東北支店 金融・保険業 仙台市 H18.4 顧問

511 日立キャピタル㈱仙台支店 金融･保険業 仙台市 H22.1

512 ㈱みずほコーポレート銀行　仙台営業部 金融･保険業 仙台市 H20.6

513 三井住友海上火災保険㈱ 金融・保険業 仙台市 H18.3

514 ㈱三井住友銀行　東北法人営業部 金融・保険業 仙台市 H20.7

515 ㈱三菱東京UFJ銀行　仙台支社 金融・保険業 仙台市 H19.5

17　会員 金融･保険業

516 ㈱一の坊 飲食店・宿泊業 仙台市 H19.11

517 仙台ターミナルビル㈱ 飲食店・宿泊業 仙台市 H22.3

518 ㈱東北ロイヤルパークホテル 飲食店・宿泊業 仙台市 H22.1

3　会員 飲食店・宿泊業

519 ㈱アド　東北支店 サービス業 仙台市 H22.10

520 ㈱アルプス技研　仙台営業所 サービス業 仙台市 H21.4

521 ㈱アルプスビジネスクリエーション宮城 サービス業 大崎市 H21.6

522 石井ビル管理㈱ サービス業 仙台市 H22.1

523 ㈱ＥＪサービス　宮城事業所 サービス業 黒川郡大和町 H24.2

524 ㈱イーノス サービス業 登米市 H19.3

525 ㈱インテリジェンス サービス業 仙台市 H22.7

526 ㈱ヴィ・クルー サービス業 白石市 H25.5

527 ㈱ウイルコーポレーション　仙台事業所 サービス業 仙台市 H23.1

528 ㈱エイジェック　大河原オフィス サービス業 大河原町 H24.6

529 ㈱SML サービス業 仙台市 H19.11

530 ＡＴアクト㈱ サービス業 仙台市 H22.2

531 ㈱オイルプラントナトリ サービス業 名取市 H18.3

532 鎌倉技研 サービス業 富谷市 H23.12

533 ㈱環境開発公社エムシーエム サービス業 大崎市 H21.6

534 ㈲共栄 サービス業 石巻市 H22.3

535 ㈱国本 サービス業 遠田郡美里町 H23.1

536 ㈱ケーアールディー サービス業 仙台市 H23.7

537 ㈱コベルコ科研　仙台営業所 サービス業 仙台市 H23.6

538 ㈱サイコー サービス業 仙台市 H21.6

539 ㈱佐々重　登米リサイクルセンター サービス業 登米市 H22.4

540 ㈱シーエスシー サービス業 静岡県裾野市 R2.1

541 JFEテクノリサーチ㈱東北支所 サービス業 仙台市 H24.5

542 システムデザイン サービス業 名取市 H21.7

543 ジャパニアス㈱　仙台営業所 サービス業 仙台市 R1.5

544 ㈱清建 サービス業 登米市 H22.9

545 仙台自動車整備工業団地協同組合 サービス業 仙台市 H28.6

546 (協業組合)　仙台清掃公社 サービス業 仙台市 H22.1

547 セントラル総合サービス㈱ サービス業 神奈川県 H21.10

548 ㈱ソノベ サービス業 仙台市 H22.12

549 ㈱大栄 サービス業 東松島市 H26.1

550 ㈱ダイキエンジニアリング サービス業 仙台市 H26.7

551 ㈱高山 サービス業 塩釜市 H22.7

552 ㈱ティーネットジャパン サービス業 仙台市 H23.10

553 ㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 サービス業 仙台市 H25.2
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554 ㈱天職市場 サービス業 東京都 H22.10

555 テンプスタッフ・カメイ㈱ サービス業 仙台市 H20.7

556 東北ビジネスサービス㈱メジャーシステム事業部 サービス業 仙台市 H18.12

557 東洋ワーク㈱ サービス業 仙台市 H18.7

558 ㈱ニコンスタッフサービス　仙台事業所 サービス業 名取市 H24.1

559 日総工産㈱　東北テクニカルセンター サービス業 富谷市 H22.1

560 日鉄住金テクノロジー㈱ サービス業 埼玉県さいたま市 H25.6

561 (一社)日本カーシェアリング協会 サービス業 石巻市 H28.9

562 日本カーソリューションズ㈱　仙台支店 サービス業 仙台市 H18.5

563 ㈱日本能率協会マネジメントセンター サービス業 仙台市 H22.2

564 日本マニュファクチャリングサービス㈱仙台支店 サービス業 仙台市 H22.2

565 ㈱パワースタッフジャパン　仙台支店 サービス業 仙台市 H23.12

566 東日本スターワークス㈱ サービス業 仙台市 H21.7

567 ㈲ピック・アップ サービス業 仙台市 H22.6

568 ヒューレックス㈱ サービス業 仙台市 H21.6

569 プロモータース遊佐 サービス業 大崎市 H26.9

570 ペリージョンソンレジストラー㈱　仙台支店 サービス業 仙台市 H19.12

571 ㈱マイスターエンジニアリング サービス業 仙台市 H25.11

572 マークラインズ㈱ サービス業 東京都港区 H29.12

573 ㈲マネジメント・プラン サービス業 仙台市 H22.2

574 ㈱丸昭自動車整備工場 サービス業 大崎市 H24.1

575 マルチプライ㈱ サービス業 仙台市 H22.6

576 宮城県企業人材支援協同組合 サービス業 仙台市 H22.1

577 ﾑｰﾃﾞｨｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｻｰﾃｨﾌｨｹｰｼｮﾝ㈱ サービス業 仙台市 H20.7

578 ヤマザキマザックシステムセールス㈱仙台テクニカルセンター サービス業 名取市 H24.7

579 UTエイム㈱ サービス業 仙台市 H26.9

580 ㈱ワールド・ワーク サービス業 仙台市 H22.11

62　会員 サービス業

581 ﾈｯﾄﾜｰｸものづくり栗原 異業種交流ｸﾞﾙｰﾌﾟ 栗原市 H24.10

582 ＬＩＮＫ９３ 異業種交流ｸﾞﾙｰﾌﾟ 仙台市 H18.6

2　会員 異業種交流ｸﾞﾙｰﾌﾟ

583 石巻市 行政 石巻市 H18.5

584 岩沼市 行政 岩沼市 H19.7

585 大崎市 行政 大崎市 H18.5

586 大衡村 行政 黒川郡大衡村 H18.3

587 角田市 行政 角田市 H18.5

588 加美町 行政 加美町 H22.6

589 栗原市 行政 栗原市 H18.5

590 KCみやぎ推進ネットワーク 行政 仙台市 H18.4 幹事

591 気仙沼市 行政 気仙沼市 H18.6

592 色麻町 行政 色麻町 H20.4

593 白石市 行政 白石市 H25.5

594 仙台市 行政 仙台市 H18.4 幹事

595 大和町 行政 黒川郡大和町 H18.3

596 東北運輸局 行政 仙台市 H22.6

597 東北経済産業局 行政 仙台市 H18.4 顧問

598 登米市 行政 登米市 H20.4

599 名取市 行政 名取市 H26.3

600 東松島市 行政 東松島市 H18.5

601 美里町 行政 遠田郡美里町 H20.4

602 南三陸町 行政 本吉郡南三陸町 H18.6
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603 宮城県 行政 仙台市 - 幹事（発起人）

604 涌谷町 行政 遠田郡涌谷町 H30.12

605 亘理町 行政 亘理郡亘理町 H20.2

23　会員 行政

606 石巻産業創造㈱ その他支援機関 石巻市 H19.4

607 石巻商工会議所 その他支援機関 石巻市 H18.10

608 県南中小企業工業会 その他支援機関 柴田郡大河原町 H23.10

609 (一財)材料科学技術振興財団 その他支援機関 東京都 R3.11

610 (学）専修大学　石巻専修大学 その他支援機関 石巻市 H18.12

611 (財)仙台産業振興事業団 その他支援機関 仙台市 H18.7

612 仙台商工会議所(工業部会) その他支援機関 仙台市 H18.5

613 仙南広域工業会 その他支援機関 柴田郡柴田町 H18.7

614 (独)中小企業基盤整備機構　東北本部 その他支援機関 仙台市 H18.4 顧問

615 (社)東北経済連合会 その他支援機関 仙台市 H18.4 顧問

616 国立大学法人東北大学 その他支援機関 仙台市 H18.4 幹事

617 (社)宮城県機械金属工業会 その他支援機関 仙台市 H18.5

618 宮城県商工会議所連合会 その他支援機関 仙台市 H18.5

619 宮城県商工会連合会 その他支援機関 仙台市 H20.1

620 (社)みやぎ工業会 その他支援機関 仙台市 H18.5 幹事

621 (財)みやぎ産業科学振興基金 その他支援機関 仙台市 H18.3

622 (財)みやぎ産業振興機構 その他支援機関 仙台市 - 代表幹事（発起人）

623 (NPO法人)未来産業創造おおさき その他支援機関 大崎市 H22.8

18　会員 その他支援機関

全　623　会員
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