
みやぎ高度電子機械産業振興協議会会員一覧

№ 分類 企業名 ＨＰアドレス 住所 連絡先 保有技術等

1 企業 (株)RSテクノロジーズ http://www.rs-tec.jp/ 大崎市三本木音無字山崎26-2 0229-52-5803 表面処理・加工・熱処理

2 企業 (有)アイ・シー・ティ http://00index.co.jp 仙台市青葉区本町2-10-33 022-213-5025 ソフト・システム

3 企業 アイ・アンド・ピー(株) http://www.iandp.co.jp 大崎市古川稲葉字新堀53-1 0229-23-7887 プラスチック製品製造業

4 企業 (株)アイエスビー東北 www.isb.co.jp/itc
仙台市青葉区一番町１－１－３０　南町
通有楽館ビルディング５F

022-302-3248 研究開発　ソフト・システム　　組込みソフトウェアの開発得意

5 企業 (株)IFG http://ifg.jp/ 仙台市青葉区折立一丁目14番9号 022-226-1263 装置・自動機

6 企業 (株)相澤製作所
http://www.aizawa-
ss.co.jp

仙台市若林区六町の目元町7-1 022-288-6111 鍛造・プレス

7 企業 (株)IJTT宮城工場
https://www.ijtt.co.jp/busi
ness/technology/tech_for
ging.php

村田町沼辺大字沼辺方作39 0224-52-5411 鉄鋼業

8 企業 (株)I・D・F
https://www.i-d-
f.co.jp/wordpress/

石巻市皿貝字宮田7番地3 0225-62-3231 マンガン酸リチウムイオン電池製造・FRS販売

9 企業 (株)アイ・ティ・リサーチ
http://www.itresearch-
itr.com/

仙台市宮城野区鶴ケ谷8-7-9 022-706-5383 電子機器の開発、製造

10 企業 アイリスオーヤマ(株)
http://www.irisohyama.co.
jp/

仙台市青葉区五橋2-12-1 022-221-3400 生活用品の企画・製造・販売

11 企業 (株)アイレックス http://www.airex.co.jp/
仙台市若林区新寺1-4-5　NORTHPIAビ
ル

022-298-6911
通信制御ソフト開発、ネットワーク構築、業務系システム開発、各種産
業機器・家電製品の組込みシステム開発、ハードウェア設計、検証支
援、総合検証

12 企業 葵工業(株) http://www.aoi-inc.com 栗原市金成大原木鶴田37-2 0228-42-1267 精密プラスチック成形金型・設計製作　精密プラスチック成形加工

13 企業 葵工業(株) http://www.aoii.co.jp 仙台市宮城野区大梶10-15 022-297-2021 鍛造・プレス

14 企業 葵精機(株)
http://www.aoi-
seiki.co.jp/

川崎市高津区宇奈根752-1 044-811-3181 製造業

15 企業 (株)アオバサイエンス
http://www.aoba-
science.co.jp/

仙台市太白区富沢南二丁目11-5 022-243-1988 その他（電子・科学・計測機器専門販売商社）

16 企業 (有)青葉テクノソリューションズ 仙台市宮城野区田子1-20-17 022-786-0364 その他（機械設計業）

17 企業 (有)アカイ精機 石巻市北村字大沢堤138-1 0225-73-4367 機械加工

18 企業 (株)アキコーポレーション https://aki-si.jp/ 丸森町舘矢間舘山字町西52 0224-72-4387 半導体材料卸販売業

19 企業 あさひ電子(株) http://asaden.co.jp 石巻市鹿又字曽波神前168-1 0225-86-5001 電子部品・実装

20 企業 アスカカンパニー(株)
http://www.askacompany.
co.jp/

加美郡加美町孫沢52番地 0229-67-3883 樹脂加工・成形

21 企業 安住電機(株)
http://www.azumi-
denki.co.jp/index.html

亘理郡山元町浅生原字館新田45 0223-37-2791 電子機器製造業

22 企業 (株)アズワン http://www.as-one.co.jp/ 仙台市太白区長町1-7-37　協裕堂2階 022-748-1071 ソフトウエア業
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23 企業 (株)アタック 涌谷町字花勝山追舘4-1 0229-43-4144 製造業

24 企業 (株)アドバンテスト研究所 仙台市青葉区上愛子字松原48-2 022-392-8731 研究開発

25 企業 (株)アドバンテストコンポーネント
http://www.aci-
advantest.co.jp/

仙台市青葉区上愛子字松原48-2 022-392-9711 半導体試験装置用キーデバイス、電子部品の開発・製造

26 企業 (株)アビリーブ http://www.abelieve.co.jp
仙台市泉区八乙女1-3-1　オフィス八乙
女201

092-474-3174 人材紹介事業　、人材派遣事業　、技術サービス

27 企業 アベテクノシステム(株)
https://www.abetechno.c
om/

大崎市古川桜ノ目字新高谷地140-4 0229-28-3881 機械加工

28 企業 アルカディア(株) 仙台市青葉区落合2-3-6 022-392-8435 研究開発

29 企業 (株)アルコム
https://www.alcom-
inc.co.jp/

黒川郡大和町テクノヒルズ29 022-346-0880 精密金型・金型部品

30 企業 (株)アルテックス
http://www.kk-
altex.co.jp/

岩沼市下野郷字新南長沼57-4 0223-24-5411 鋳造・ダイカスト

31 企業 (株)アルファニー http://www.alphany.co.jp/
仙台市泉区高森2-1-40　21世紀プラザ
研究センター内

022-772-0901 半導体製造装置総合エンジニアリング＆フィールドサポート

32 企業 アルプスアルパイン(株)
https://www.alpsalpine.co
m/j/

大崎市古川中里6-3-36 0229-23-5111 電機機器設計製造販売

33 企業 (株)アルプス技研
https://www.alpsgiken.co.j
p/

仙台市太白長町3-7-13 マスカットビル6F 022-304-3450 技術者派遣，設計・開発・試作・製造・評価請負

34 企業 アルプスファイナンスサービス(株)
http://alfs.co.jp/index.ht
ml

大崎市古川中里6-3-36 0229-23-5894
その他（企画・コンサルティングや設計・構築・保守・運用，監視サービ
ス）

35 企業 アンデックス(株) https://and-ex.co.jp/
仙台市青葉区大町一丁目3－2　仙台
MDビル5階

022-397-7988 ソフト・システム

36 企業 アンドロボティクス(株) http://www.androbo.jp
仙台市青葉区本町2-2-3　鹿島広業ビ
ル　7階

022-302-7030 ソフト・システム

37 企業 (株)イエムラ
https://www.sus-
iemura.co.jp

名取市飯野坂字南沖67-1 022-384-5310 その他

38 企業 (株)EMデバイス
https://www.em-
devices.com/

白石市旭町七丁目１番１号
0224-26-6447

電子部品・実装

39 企業 イケダ工機(株)
http://www.ikeda-
koki.co.jp

角田市梶賀字高畑北296-6 0224-62-1414 鍛造・プレス，樹脂加工・成形，その他（組立）

40 団体等 石巻産業創造(株) http://www.iss-net.jp/ 石巻市開成1-35 0225-93-9396 サービス業

41 行政機関 石巻市
http://www.city.ishinomak
i.lg.jp/

石巻市穀町14番1号

42 企業 (株)イズミテクノ宮城工場
http://www.izumitechno.c
o.jp/

黒川郡大衡村松の平2-25 022-725-8128 表面処理・加工・熱処理

43 企業 (株)和泉テック
http://www.izumi-
tech.com

仙台市泉区市名坂字御釜田１４３－４ 022-375-0410 装置・自動機

44 企業 (株)イデアルスター
http://www.idealstar-
net.com/

仙台市青葉区南吉成6-6-3　LABO・
CITY仙台

022-303-7336 製造業

45 企業 (株)伊藤熱処理　仙台工場 http://www.inetu.jp/ 仙台市若林区六丁の目元町8-18 022-288-6118 金属熱処理業
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46 企業 (株)イノベーションゲート http://innovation-gate.jp
仙台市青葉区中央3-8-5　新仙台駅前
ビル708号

022-397-8326 ソフト・システム

47 企業 岩ケ崎電器工業(株) http://iwagasaki.com/ 栗原市栗駒中野上野原南91 0228-45-2435 弱電機器部品製造

48 企業 岩機ダイカスト工業(株) http://www.iwakidc.co.jp/ 山元町鷲足字山崎51-2 0223-37-3322 ダイガスト、MIM

49 企業 イワサキ通信工業(株) 栗原市志波姫堀口十文字25番地の1 0228-23-6881 同軸ケーブル

50 企業 (株)岩沼精工
http://www.iwanuma-
sk.co.jp/pc/

岩沼市下野郷字大松原305-3 0223-29-2121 金属製品製造業

51 企業 岩渕技術事務所 仙台市青葉区鷺ケ森１－３７－１７ 022-233-5317 電子部品技術・環境系コンサルタント等

52 企業 (有)インフリューエンス・プランニング https://ipc-dsg.jp/ 大崎市古川宮沢字裏馬田町47 0229-28-4607 一般機械器具製造業

53 企業 (株)ヴィ・クルー http://vi-crew.co.jp/ 白石市斎川字伊具田25‐1 0224-24-3511

54 企業 (株)ウエキコーポレーション http://www.ueki.co.jp/ 富谷市成田9-2-6 022-348-3601 卸売業

55 企業 ウォルブロー(株) http://www.walbro.com/ 角田市神次郎字久城寺1 0224-68-2511 機械加工

56 企業 (株)ウチダ
http://uchida-
sendai.co.jp/

岩沼市下野郷字中野馬場１－１ 0223-24-1234 鍛造・プレス

57 企業 (有)ウッディアベ工芸 登米市中田町宝江新井田字並柳前264 0220-34-7772 その他

58 企業 (有)瓜生製作所
https://www.uriu-
ss.co.jp/

柴田郡柴田町下名生上納200-3 0224-57-2218 機械加工

59 企業 エイコン電子(株) http://www.eicon.co.jp/ 仙台市宮城野区中野字北上66-3 022-258-8262 電子回路設計

60 企業 ＨＫテクノロジー(株) http://www.hk-tech.co.jp 神戸市西区森友2丁目15－5 078-922-5555 研究開発

61 企業 (株)エイト・テクノロジー 多賀城市町前３丁目２番１０号 022-364-0309 装置・自動機　研究開発に伴う実験開発機器の設計製作

62 企業 (株)エーゼット http://www.az-ltd.co.jp/ 仙台市青葉区木町通2-3-19 022-219-1681 医療機器製造販売業

63 企業 (株)エキサイト
https://www.excite-
software.co.jp/

仙台市青葉区国分町1-6-9　マニュライフ
プレイス仙台7Ｆ

022-216-2571 情報サービス業

64 企業 (株)エクシオン https://exscion.co.jp/
仙台市青葉区一番町3丁目3－6　星和
仙台ビル８階

022-722-5755

65 企業 (株)エコライフサポート http://eco-ls.co.jp/
仙台市宮城野区榴岡３丁目２－５　サン
ライズ仙台１F

022-792-9821 エコ関連商材を中心に、調査・提案・施工・保守・サポート迄

66 企業 (有)エス・ワイ・ディ二十一 登米郡中田町石森字野元８５－１ 0220-35-1216 電子部品･実装

67 企業 NECプラットフォームズ(株)
http://www.necinfrontia.c
o.jp/tohoku/

白石市旭町6-1 0224-25-1211 電気機械器具製造業

68 企業 (株)エヌウィック 仙台市青葉区一番町2-2-8 022-221-6588 サービス業、卸売業、医療、福祉用具製品開発、製造、販売
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69 企業 (株)エヌエス機器 http://ns-kiki.com/ '石巻市和渕字日照131番地 0225-72-4037 車輌系組電線業

70 企業 (株)エヌエスシー
https://www.nsc-
inc.co.jp/

仙台市青葉区国分町1丁目6-9　マニュラ
イフプレイス仙台8階

022-221-9101 ソフト・システム

71 企業 (株)NTKセラテック
http://www.ceratech.co.jp
/

仙台市泉区明通3-24-1
022-378-9231

72 企業 NT販売(株)　仙台支店
http://www.nt-
sales.co.jp/

仙台市太白区中田5-3-21　南仙台広
瀬ビル

022-306-2331 その他

73 企業 (株)エフ・エー・アネックス
http://www.fatouhoku.co.j
p

仙台市若林区新寺１－４－５　ノースピア
５階

022-292-5720 その他（商社）

74 企業 エム・イー・テック(株)
https://metec-
web.jimdofree.com/

亘理郡亘理町逢隈鹿島字西鹿島137-1 0223-34-6525 その他

75 企業 (株)エムジー
http://www.mg-
japan.co.jp/

利府町しらかし台6-1-8 022-356-5571 プラスチック成形加工

76 企業 (株)エムワイ・エス http://www.mys-sus.com 大崎市古川福浦字道の上103-1 080-1851-0677 その他（金属加工）

77 企業 (株)エンジニア・サイエンス
https://www.kensetumap.
com/company/79924/

仙台市若林区大和町5丁目18番7号
大和町中北ビル

022-782-3307 製造業

78 企業 (株)奥羽木工所 http://www.ohu.jp 仙台市宮城野区原町６丁目１－１６ 022-257-4155 その他

79 企業 王子エンジニアリング(株)
http://homepage.ojieng.co
.jp/

仙台市青葉区国分町１－６－１８　東北
王子不動産ビル３ｆ

022-217-0305
建設業：機械器具設置工事業、管工事業、電気工事業、鋼構造物
工事業

80 企業 (株)オオウチ工芸 http://oouchi-k.com/ 仙台市若林区六丁の目元町3-8 022-286-1515 その他（各種サイン・展示会・イベント・ディスプレイ・店舗内外装工事）

81 企業 (株)OMT 黒川郡大衡村沖の平１番 022-345-1696 半導体製造装置のメンテナンス技術

82 企業 大倉工業(株)
http://www.okurainc.co.jp
/

多賀城市新田字西46-3 022-368-5836 電子部品、プラスチック製品製造業

83 行政機関 大崎市
http://www.city.osaki.miy
agi.jp/

大崎市古川七日町1-1 0229-23-7091

84 企業 (株)大須実装サービス 桃生郡河北町小船越字矢倉11-1 0225-62-3959 電子部品・実装

85 企業 オータス(株) https://otas-kk.co.jp/
仙台市青葉区本町2-3-10　仙台本町ビ
ル4F

022-712-7570 業務パッケージソフトウェアの開発、販売、保守

86 企業 (有)大友製作所 http://www.ootomo.com/ 岩沼市押分字沼前９８ 0223-22-4724 鋳造・ダイカスト　機械加工

87 行政機関 大衡村
https://www.village.ohira.
miyagi.jp

大衡村大衡字平林62 022-345-5111

88 企業 オールセーフ(株)
http://www.allsafejapan.c
om/

大崎市古川塚目字石名坂38-1 0229-23-8500
貨物固定安全機器、物流機器の製造販売、航空機用固定金具の
加工

89 企業 (株)オオワダ宮城工場
http://ohwada-
r.co.jp/index.html

栗原市金成沢辺前門沢127－1 0228-57-3177 その他

90 企業 (株)緒方製作所 http://www.ogata-ss.jp/ 大崎市田尻字町尻15-1 0229-39-0532 電気機械器具製造業

91 企業 オクト産業(株) http://www.octo.co.jp 本宮市関下字羽黒１３０－１ 0243-39-2886 その他
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92 企業 小野精工(株)
http://www.onoseiko.com
/

岩沼市相の原3-4-9 0223-22-3104 製造業

93 企業 (株)オプトロム http://www.optrom.co.jp 仙台市青葉区上愛子字松原２７番地 022-392-3711 電子部品・実装

94 企業 (株)OLPASO http://olpaso.co.jp
仙台市青葉区片平1-2-22　ロイヤーパー
クビル2F

022-397-9370 装置・自動機

95 企業 (有)尾張技研
http://owarigiken.kir.jp/in
dex.html

石巻市北村字関田２６－４ 0225-86-3520 ソフト・システム

96 企業 甲斐ダイアログシステム(株) http://www.kaids.co.jp/ 南アルプス市下市之瀬1429-8 055-282-2231 組立検査自動機＆省力機械の開発，設計及び製造

97 行政機関 角田市
http://www.city.kakuda.lg.
jp/

角田市角田字大坊41 0224-63-2120

98 企業 角田精工(株)
https://kakuda-
seiko.jimdofree.com/

角田市角田字西田168-20 0224-63-3750 製造業

99 企業 梶原電気(株) http://www.k-e-c.co.jp 仙台市若林区六丁の目元町13-16 022-288-9210 電気機器製造業

100 企業 (有)カツヨテクノロ 村田町大字沼辺字日向181 0224-51-3277 プラスチック部品製造業、精密機器組立、メカ・トロン研究開発

101 企業 鎌倉技研 富谷市あけの平２丁目８－１３ 022-358-4875 装置・自動機

102 企業 (株)鎌田製作所
https://www.kamata-
ss.co.jp/

登米市南方町照井121-1 0220-58-2888 機械加工・金型・治工具・装置・自動機

103 企業 加美電子工業(株)
http://www.kamidenshi.co
m

加美郡加美町字下野目雷北6 0229-67-3110 表面処理加工

104 行政機関 加美町
http://www.town.kami.miy
agi.jp/

加美郡加美町字西田３番５番地 0229-63-5611 行政

105 企業 カメイ(株) https://www.kamei.co.jp 仙台市青葉区国分町3丁目1‐18 022-264-6111

106 企業 (株)亀山鉄工所
http://www.kameyamag.c
o.jp

仙台市青葉区上愛子字下十三枚田34-
3

022-392-1444 装置・自動機

107 企業 (有)菅武エンジニアリング
https://www.kantake.co.jp
/

宮城郡利府町しらかし台6-1-2 022-356-5513 金属加工業

108 企業 (株)ギガテコ http://www.gigateco.jp/ 多賀城市下馬1-8-11 022-366-5110 電子部品製造業

109 企業 (株)菊重 仙台市若林区卸町3丁目6番地の7 022-284-2061 機械・工具・総合商社

110 企業 (株)北上エレメック袖ヶ沢工場 http://kitakami-gr.com
亘理郡亘理町逢隈神宮寺字柚ヶ沢45-
7

0223-23-1991 鍛造・プレス，樹脂加工・成形，金型・治工具

111 企業 北日本電線(株)
https://www.kitaniti-
td.co.jp/

仙台市太白区鈎取字向原前6-2 022-307-1800 非鉄金属製造業

112 企業 (株)北村製作所 http://www.jknc.co.jp/ 山元町坂元字原ノ町5 0223-37-1151 金属工作機械製造業

113 企業 キャロルシステム仙台(株)
http://www.carolsendai.co
.jp/

仙台市宮城野区榴岡4-6-31 SANKYO
ビル8階

022-292-1806 ソフトウエア業

114 企業 共栄電資(株)
http://www.kyoeidenshi.c
o.jp/

仙台市泉区明通3-11-2 022-378-5211 プリント配線盤の製造
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115 企業 (株)京三製作所 http://www.kyosan.co.jp 横浜市鶴見区平安町2丁目29番地の1 045-501-1261 電気機器

116 企業 (株)協友ダイ＆モールド 大崎市三本木桑折字八幡東3-1 0229-52-5770 金型・治工具

117 企業 共和アルミニウム工業(株)
http://www.kyowa-
aluminum.co.jp/

岩沼市早股字前川1-20 0223-22-0012 金属加工及び表面処理

118 企業 (有)協和精工 http://kyowa-sk.jp/ 大和町宮床字中野18-1 022-346-2127 金型製造業

119 企業 キョーユー(株) https://www.kyoyu.jp 美里町関根字新苗代江123 0229-34-2329 製造業

120 企業 旭陽電気(株)宮城工場
https://www.kyokuyo-
e.co.jp/

黒川郡大和町テクノヒルズ56番 022-739-8452 電子部品・実装

121 企業 クアーズテック販売(株)
http://www.coorstek.co.jp
/

仙台市青葉区上杉１－５－１５日本生
命勾当台南ビル

022-264-2241 材料

122 企業 空調企業(株) http://www.ace-cl.jp/ 仙台市青葉区一番町3-7-1 022-797-9311 冷暖房設備・空気調和設備　、一般管工事業

123 企業 (株)グッドツリー http://GoodTree.JP
仙台市泉区泉中央1丁目7-1　泉中央
駅ビル4階

022-341-6380 ソフト・システム

124 企業 工藤電機(株)
http://www.kudo-
denki.co.jp/

仙台市太白区西多賀3-1-5 022-245-2141 精密電源機械製造・販売

125 団体等 (社)組込みシステム技術協会
http://www.jasa.or.jp/toh
oku/

仙台市宮城野区銀杏町31-24　　東北
シーテック株式会社内

080-9690-4516

126 企業 倉福工業(株) www.kurafuku.com 刈田郡蔵王町宮字下原田東55 0224-32-3110 表面処理・加工・熱処理

127 企業 (株)倉元製作所
http://www.kuramoto.co.j
p/

栗原市若柳武鎗字花水前1-1 0228-32-5111 窯業・土石製品製造業

128 企業 (株)クリエイティブマシン http://www.crtv-m.com/ 宮崎市島之内7275-4 0985-71-2078 装置・自動機，ソフト・システム

129 企業 クリノ(株) http://www.clino.org/
仙台市青葉区荒巻字青葉6-3　東北大
学サイクロトロンRIセンター　コラボ棟

050-3716-5633 研究検査機器，医療用部材の開発・販売

130 行政機関 栗原市
http://www.kuriharacity.jp
/

栗原市築館薬師1-7-1 0228-22-1220 行政

131 団体等 栗原市企業連絡協議会
http://www.kurihara-
kigyou.jp/

栗原市築館薬師1-7-1（栗原市産業戦
略課内）

0228-22-1220 行政

132 企業 グローテック(株) http://www.grow-tech.jp/ 黒川郡大衡村松の平3丁目1番8号 022-341-1074 自動機・装置・電気設備工事

133 企業 ケイ・ワイ・ライト(株) 東根市神町中央2-10-5 0237-48-3788 精密機器の組立・調整

134 企業 (株)ケディカ http://www.kedc.co.jp/ 仙台市泉区明通3-20 022-777-1351 表面処理加工

135 企業 ケミコン東日本(株)　宮城工場
https://www.chemi-
con.co.jp/

大崎市田尻沼部字加良屋敷１００－１ 0229-39-1251
電子部品･実装　【精密加工技術、高密度実装技術、材料(コンデン
サ用)技術】

136 企業 (株)乾光精機製作所 www.kenkoseiki.co.jp 下伊那郡高森町山吹８６８５番地１ 0265-35-5345 機械加工

137 企業 (株)コイワイ
http://www.tc-
koiwai.co.jp/

柴田郡大河原町金ケ瀬69－1 0224-51-5370
鋳造業　　　　　　試作部門　アルミ、鋳鉄各種砂型鋳造　　　　量産
部門　アルミ金型鋳造
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138 企業 広奕電子テクノロジー(株)
http://www.vastity.co.jp/
Company.html

仙台市太白区中田２－２５－１５ 022-241-2122 その他

139 団体等 （一財）航空宇宙技術振興財団 http://www.f-jast.or.jp
仙台市青葉区一番町1-17-26仙台TMビ
ル4階

022-397-6911

140 企業 鴻池運輸(株) 大阪市中央区備後町２－６－８ 06-6271-4600
その他（工場内業務のアウトソーイング・国内外物流業務を主力とする
総合物流企業）

141 企業 (株)向陽エンジニアリング
http://www.koyogroup.net
/ko-eng/

石巻市北村字大尻三 3-1 0225-73-4531

142 企業 光洋精機(株)
http://www.koyoseiki.com
/

大河原町金ケ瀬川根22-8 0224-52-5123 非鉄金属アルミ製造業

143 団体等 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
https://www3.jeed.go.jp/
miyagi/poly/

仙台市宮城野区榴岡4-2-3　仙台MTビ
ル６階

022-792-8066 公共職業訓練学校

144 企業 (株)コーテック http://www.ko-tec.co.jp/ 名取市美田園5-29 022-381-4621 半導体製造装置各種サービス、関連品販売・開発

145 企業 (株)コー・ワークス https://co-works.co.jp/
仙台市青葉区一番町一町目8番10号
京成壱番町ビル203

022-221-4902 ソフト・システム

146 企業 コスモシステム(株)
http://www.cosmo-
sys.co.jp/

名取市杜せきのした二丁目４番地の２ 022-706-6791 その他

147 企業 (株)コスモス
http://www9.plala.or.jp/C
OSMOS1/index.html

大崎市鹿島台木間塚字上地81-19 0229-56-5646 その他

148 企業 (株)コスモスウェブ
http://www.cosmosweb.c
om

仙台市青葉区栗生5丁目4-1 022-302-8520 その他の電子応用装置製造業

149 企業 コセキ(株) http://www.koseki.co.jp/ 仙台市青葉区堤通雨宮町2-26 022-272-2211 卸売・小売業

150 企業 (株)後藤製作所 http://www.gotoh.co.jp/ 仙台市宮城野区扇町7-2-27 022-258-6878 製造業

151 企業 コニカミノルタジャパン(株)
https://www.konicaminolt
a.jp/business/index.html

仙台市青葉区一番町2-25　仙台NSビル
2階

022-722-2265 商社。販路開拓支援サービス

152 企業 (株)小林機械 http://kobayashi-m.com/ 奥州市前沢区字養ケ森44-32 0197-56-4205 機械器具製造業

153 企業 小林生産性コンサルティング
http://sendai-
seisansei.com/

宮城郡七ヶ浜町湊浜2丁目4-6 022-357-4221 その他（生産現場改善コンサルティング）

154 企業 (有)小林焼付塗装
http://www.paint-
kyt.co.jp

名取市下余田字中荷630-5 022-384-1731 その他

155 企業 コプラ(株) http://www.copla.co.jp/ 渋谷区神宮前2-30-9-105 03-6812-9523 ソフト・システム

156 企業 (有)コムサイト https://www.comsite.co/ 仙台市青葉区西勝山5番6-506 022-303-6270 情報サービス

157 企業 (株)五洋電子　仙台工場
http://www.hitachi-
kokusai.co.jp/goyo/

柴田郡柴田町中名生字神明堂1-1 0224-55-1331 その他

158 企業 (株)今野技研 http://konnogiken.co.jp/ 富谷市成田4-1-12 022-342-1356 装置・自動機

159 企業 今野梱包(株) www.k-konpo.co.jp 石巻市桃生町太田字袖沢５２－４ 0225-76-3056 その他　　CAD・CAM、強化ダンボール加工全般

160 企業 サイデック(株) http://www.sydek.co.jp/ 仙台市若林区卸町5-6-2 022-235-2222 製造業
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161 企業 (株)齊藤製作所 http://saito-ss.jp/ 柴田郡大河原町大谷字見城前107-1 0224-52-9911 電子部品・実装

162 企業 (株)サイトウ製作所 http://www.atom21.co.jp 角田市稲置字舛内16番地 0224-65-2321 工具・刃具

163 団体等 （一財）材料科学技術振興財団 https://www.mst.or.jp 世田谷区喜多見1-18-6 03-3749-2525 その他（分析サービス業）

164 企業 (株)ササキ https://sasaki-inc.co.jp/ 韮崎市穂坂町宮久保1155-1 0551-22-3733 産業用電機機械器具製造業、電子機器組立

165 企業 (株)桜精密
https://www.sakura-
seimitsu.co.jp

仙台市宮城野区岩切分台二丁目11番
地の22

022-255-2377 機械加工

166 企業 (株)笹野マックス http://www.sasano.co.jp/ 名取市増田字関ノ下645 022-384-3891 非鉄金属販売業

167 企業 (株)佐藤器具
http://www.satoh-
kigu.co.jp/

仙台市若林区沖野4-5-10 022-286-0121 精密加工業

168 企業 (株)佐藤金属 岩沼市下野郷字中野馬場34番地の48 0223-23-4661
レアメタル　，レア・アースをはじめとした金属のリサイクル（卸売業）
産業廃棄物の適法・適正な処理・処分（産業廃棄物処分業）

169 企業 (株)佐藤製線所
http://www.satoseisen.co.
jp

亘理郡亘理町字江下111 0223-34-3211 材料

170 企業 (株)サワ http://www.sawa-net.com 東松島市川下字内響131-84 0225-98-3237 機械加工

171 企業 (株)三幸 https://kk-sanko.co.jp 港区浜松町2-13-14 03-5403-9250 材料，装置・自動機

172 企業 三光化成(株) www.sanko-kasei.co.jp/ 登米郡東和町米川中島２１５ 0220-45-2206 樹脂加工・成形

173 企業 (株)サンテクソリューションズ https://santc-ss.co.jp
仙台市若林区荒井7丁目37-1アライデザ
インセンター401

022-352-3545 その他（電気設備工事）

174 企業 産電工業(株)
http://www.sandenkogyo.
co.jp

仙台市若林区荒井東二丁目13-1 022-352-3095 ソフトウェア・システム

175 企業 三徳化学工業(株)
http://santoku-
chem.com/

宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ54 022-346-5060
その他（高純度薬液の精密分析，電子工業用流体機器及びパーツの
評価，洗浄）

176 企業 サンドビックツーリングサプライジャパン(株)
http://www.sandvik.com/j
p

栗原市瀬峰新田沢24 0228-38-3155 製造業

177 企業 三洋テクニックス(株) https://sanyo-tec.co.jp/ 仙台市宮城野区苦竹3-1-40 022-232-6811
機械修理／メンテナンス／検査業／ダム用建設機械リース業／機械・
工具販売業

178 企業 サンリツオートメイション(株) https://www.sanritz.co.jp/
仙台市若林区六丁の目南町2-47
AURA六丁の目206

022-357-0178 装置・自動機，研究開発，ソフト・システム

179 企業 (有)サンワ技研
https://www.sanwagiken.n
et/

名取市高柳字辻198-1 022-385-2231 機械加工

180 企業 三和工業(株) https://sanwa-kg.com/ 石巻市北村字大溜池93-3 0225-86-3286
鍛造・プレス，機械加工，表面処理・加工・熱処理，金型・治工具，
装置・自動機

181 企業 シアー電器(株) 大崎市古川沢田字上河原71-1 0229-28-2911 樹脂加工・成形

182 企業 （株）C&A
https://www.c-and-
a.jp/index_jp.html

仙台市青葉区一番町1-16-23 022-796-2117 材料

183 企業 (株)ジーイーエス http://www.ges.co.jp 宮城郡利府町しらかし台6丁目4-4 022-356-1455 精密機械器具設計製造
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184 企業 (株)シーブイエンジニアリング http://www.cveng.co.jp 仙台市泉区東黒松13-20 022-234-2789 電気計測器の開発、製造、販売、受託研究

185 企業 JFEテクノリサーチ(株) http://www.jfe-tec.co.jp
仙台市青葉区一番町4-1-25　東二番
丁スクエア3階

022-211-8280 その他

186 企業 (株)ジェイエムオフィス
http://www1.ocn.ne.jp/~j
mc/

仙台市泉区高森３－４－３０７ 022-378-3054 商社

187 企業 JRCS(株) https://www.jrcs.co.jp/ 下関市東大和町1丁目2番14号 083-261-0200 その他（MEMS及び圧電体（有機）によるセンサデバイス開発，生産）

188 企業 ジオマテック(株)
http://www.geomatec.co.j
p/

栗原市金成金生51 0228-42-3001 電子部品製造

189 行政機関 色麻町
http://www.town.shikama.
miyagi.jp/

色麻町四竃字北谷地41 0229-65-2111

190 企業 シグマトロン(株)
http://www.sigmatron.co.j
p/

仙台市若林区新寺1-4-5　NORTHPIAビ
ル

022-297-3411 情報処理サービス業

191 企業 シシド静電気(株)　新宮城工場
http://www.shishido-
esd.co.jp/

登米市石越町南郷字新石沢前47-1 0228-34-4410
静電気除去装置、静電気計測器、静電気応用装置の開発・製造・
販売

192 企業 (株)システムリンケージ
http://www.systemlinkage
.co.jp

仙台市泉区松森字刺松1-1-105 022-772-8488 装置・自動機

193 金融機関 (株)七十七銀行 http://www.77bank.co.jp/ 仙台市青葉区中央3-3-20 022-211-9804 銀行業

194 企業 (株)シバタインテック
http://www.shibataintech.
co.jp/wp/

仙台市若林区卸町二丁目11番地3 022-236-2311 その他

195 企業 (株)シマ精工
http://www.shima-
seikou.co.jp/

気仙沼市岩月寺沢208-1 0226-27-2500 機械器具部品製造業

196 企業 (株)ジャムコ http://www.jamco.co.jp/ 岩沼市下野郷字新拓70 0223-22-2126
航空機内装品製造関連事業、機器等製造関連事業及び整備等関
連事業

197 企業 (株)十一屋ボルト http:/www.juuichiya.jp 仙台市宮城野区扇町七丁目１番１７号 022-258-6851 材料

198 金融機関 (株)商工組合中央金庫
http://www.shokochukin.c
o.jp/

中央区八重洲2-10-17 銀行業

199 企業 (株)庄司製作所
http://www02.jet.ne.jp/~s
hoji1-s/

柴田町大字上名生字神明堂72-2 0224-55-4381 プラスチック成形金型の設計・製作、精密機械加工

200 行政機関 白石市 白石市大手町１－１ 0224-22-1327

201 企業 新光商事(株)
http://www.shinko-
sj.co.jp/

仙台市青葉区中央4-10-3　仙台キャピタ
ルタワー10階

022-712-3581 その他（マイコン用制御ソフトウェア開発，ASIC/FPGAの設計業務）

202 企業 新光電子(株)
https://www.shinko-
elc.com/

大崎市松山千石字広田9 0229-55-3229 電子機器製造業

203 企業 新明東北マシナリー(株)
https://www.shinmei.co.jp
/STMC/toppage.html

名取市愛島台１－４－９ 022-384-1628 機械加工

204 企業 シンワ電装(株) www.sinwa-denso.com 登米市南方町松島屋敷１７２－１ 0220-58-5630 電子部品・実装

205 企業 スガワラ技研(株)
https://sugawaragiken.co.
jp/

大崎市古川桜ノ目字新高谷地123 0229-27-1515 機械器具・製造業

206 企業 (株)スクリブル・デザイン
http://www.scribble-
inc.com/

宮城郡利府町菅谷字赤坂5-3 022-794-7071 電気、通信機器設計開発、製造
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207 企業 (株)鈴木商館
http://www.suzukishokan.
co.jp

宮城郡利府町しらかし台６－４－２ 022-356-5721
その他、極低温及び真空断熱技術、半導体装置用配管加工技術、
水素利用機器技術等

208 企業 スズデン(株)
http://www.suzuden.co.jp
/

文京区湯島2-2-2 03-5689-8001 主にFA機器を中心に取扱う技術商社

209 企業 スタイルネットワーク(株)
http://www.style-
network.co.jp

黒川郡大和町もみじヶ丘2-8-9 022-358-7330 機械加工

210 企業 (株)スタンレー　宮城製作所 http://www.stanley.co.jp/ 登米市迫町北方字川戸沼20-2 0220-21-0070 自動車、電気機械器具製造業

211 企業 スピンセンシングファクトリー(株)
https://www.spintronics.c
o.jp/

仙台市青葉区荒巻字青葉468-1　東北
大学レアメタル総合棟403

022-752-2282 研究開発

212 企業 住友商事東北(株)
https://www.sumitomocor
p.com/ja/jp/sc-tohoku

仙台市青葉区中央4-10-3 022-262-2129 総合商社

213 企業 (有)角谷製作所
http://www.sumiya-
ss.co.jp

柴田郡柴田町大字船岡字大森1-10 0224-54-3137 製造業

214 企業 (株)３Ｄイノベーション http://www.3dinnov.com
仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-40　T-
Biz 309

050-1280-6123 研究開発

215 企業 精電舎電子工業(株) 荒川区西日暮里2-2-17 03-3802-5101 プラスチック・金属の溶着加工機の製造販売

216 企業 セコム工業(株)
http://www.secom-
kogyo.co.jp/

白石市福岡深谷字南沖8-1 0224-25-6111 その他

217 企業 セレスティカ・ジャパン(株) http://www.celestica.com 大和町吉岡字雷神2 022-345-1160 EMS(電子機器設計・生産受託）

218 企業 ゼロテクスデザイン 柴田郡大河原町新古川11-12 090-1062-8758 装置・自動機

219 団体等 仙台印刷工業団地協同組合 www.sid.or.jp 仙台市若林区六丁の目西町1-43 022-288-5171 印刷業，中小企業支援事業

220 企業 仙台エンジニアリング(株)
https://www.sec-
enzi.co.jp/

亘理郡亘理町逢隈鹿島字寺前南70-1 0224-34-7746 金型・治工具

221 金融機関 (株)仙台銀行
http://www.sendaibank.co
.jp/

仙台市青葉区一番町2-1-1 022-225-8241 銀行業

222 企業 仙台検査(株) 仙台市宮城野区田子三丁目２－４５ 022-786-8333 非破壊検査業

223 行政機関 仙台市 http://www.city.sendai.jp/ 仙台市青葉区国分町3-7-1 022-214-8276 行政

224 団体等 (財)仙台市産業振興事業団
http://www.siip.city.senda
i.jp/

仙台市青葉区中央1-3-1 AER７階 022-724-1212

225 団体等 仙台商工会議所
http://www.sendaicci.or.jp
/

仙台市青葉区本町2-16-12 022-265-8181

226 企業 (株)仙台スプリング製作所
http://www.sendaispring.c
om/

仙台市青葉区昭和町5-19 022-275-1125

227 企業 仙台スマートマシーンズ(株)
http://www.ssmcoltd.co.jp
/

仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40　東
北大学連携ビジネスインキュベータ409号

022-796-9693 電子部品・実装，研究開発

228 企業 (株)仙台ニコン
http://www.sendai-
nikon.com/

名取市田高字原277 022-384-0011 精密機械器具製造業

229 学術機関 先端レーザー計測研究会
仙台市青葉区荒巻字青葉６－６－１１
－１３０１　総合研究棟（東北大学工学
研究科　伊藤研究室）

022-795-4267 FSレーザー技術の事業化支援
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230 企業 (株)セント http://www.sento.co.jp 仙台市青葉区北根四丁目2番20号 022-274-6441 ソフト・システム（オフィス用ソリューション製品及び機材の販売，保守）

231 企業 創研工業(株) 川越市芳野台1-103-55 049-225-5311 製造業

232 企業 (株)創和 http://www.sowa.gr.jp/ 新宿区西新宿8-14-21　双英ビル9階 03-5937-2011 樹脂加工・成形

233 企業 (株)創恵
https://so-kei.co.jp

名取市愛島台1丁目3番3 022-784-2481
装置・自動機

234 企業 ソーラーフロンティア(株) www.solar-frontier.com
港区台場2丁目3番2号　台場フロンティア
ビル

03-5531-6260 その他

235 企業 (株)ソーリンク https://solink.co.jp/ 黒川郡大和町テクノヒルズ31 022-347-3611 製造業

236 企業
ソニーストレージメディアマニュファクチャリング
(株)

http://www.sony.co.jp/ 多賀城市桜木3-4-1 022-367-2200 電子部品デバイス製造業

237 企業
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株)
白石蔵王テクノロジーセンター

http://www.sony-
shiroishi.co.jp/

白石市白鳥三丁目53番の２ 0224-22-1111

238 企業 ソフトバンク(株)
https://www.softbank.jp/
biz/

仙台市青葉区花京院1-1-20 022-380-3090 その他（ＩＣＴソリューション，移動体通信サービス，固定通信サービス）

239 企業 ソマール(株) http://www.somar.co.jp/ 中央区銀座4-11-2 03-3542-2151 機能性化学製品の製造・販売

240 企業 第一ガスケット工業(株)
http://www.daiichi-
gk.co.jp/

亘理郡亘理町逢隈中泉一里原7番地 0223-34-7834 樹脂加工・成形

241 企業 第一物産(株)
http://www.ichibutsu.co.jp
/

仙台市若林区鶴代町二番60-1 022-238-8257 化学工業薬品などの卸売業

242 企業 (株)ダイカスト佐藤工業 遠田郡涌谷町猪岡短台字元館下３０ 0229-45-2455 鋳造・ダイカスト

243 企業 (株)ダイキンアプライドシステムズ http://www.daps.co.jp/ 仙台市若林区荒井７丁目４０－２ 022-288-0393 製造業、建設業

244 企業 大研工業(株)
http://www.pro-
daiken.com/

大崎市古川保柳字北田38-1 0229-26-2333 一般機械器具製造業、産業機械加工

245 企業 (株)大昇物流
http://www.daisyo-
s.co.jp/

大崎市古川桜ノ目字新下釜２２８番地 0229-28-1700 物流業、倉庫業、労働者派遣事業

246 企業 Tyecin(株) www.tyecin.co.jp
横浜市港北区大豆戸町589-1　英和ビ
ル3階

045-439-3103
半導体、一般製造ライム向けシミュレーションソフトウェア及び関連する
ソフトウェアの開発、販売、サポート、コンサルティング

247 企業 (株)大善製作所
daizen-
seisakusyo.jimdofree.com

柴田郡柴田町大字船岡字大森1-8 0224-55-4861 機械加工

248 企業 (株)太陽精密 大河原町字西桜町25-2 0224-52-2677 輸送用機械器具製造業

249 企業 大陽日酸(株)
http://www.tn-
sanso.co.jp/jp/index.html

仙台市宮城野区榴岡4-2-3　仙台ＭＴﾋﾞ
ﾙ8階

022-742-4772 製造業

250 行政機関 大和町 黒川郡大和町吉岡字西桧木１－１ 022-345-1111

251 行政機関 多賀城市
http://www.city.tagajo.miy
agi.jp

多賀城市中央二丁目１－１ 022-368-1141

252 企業 (株)タカシン http://www.takasin.jp 仙台市若林区六丁の目元町8-28 022-288-6108 電機機械器具製造



みやぎ高度電子機械産業振興協議会会員一覧

№ 分類 企業名 ＨＰアドレス 住所 連絡先 保有技術等

253 企業 高野精器(有)
http://www.takanoseiki.co
.jp/

福島市飯坂町平野字田切19-8 024-555-3515 製造業

254 企業 (株)タカハタ電子　仙台営業所
http://www.takahata-
denshi.co.jp

仙台市泉区高森2-1-40　21世紀プラザ
研究センター　309-1

022-343-6401 その他

255 企業 (株)多機能性蛋白研究所 仙台市青葉区南吉成6-6-3 022-277-8360 抗体・試薬製造販売

256 企業 匠ソリューションズ(株)
http://www.takumi-
solutions.com

仙台市青葉区本町1-12-12 GMビルディ
ング2F

022-342-1888 半導体製造業

257 企業 (有)竹中製作所 加美町字新木伏80-3 0229-63-5979 精密機械部品加工

258 企業 (株)只野製作所 登米市豊里町新田町193-4 0225-76-2306 製造業

259 企業 (株)ダブレス http://dubles.co.jp/ 岩沼市吹上1-14-37 03-3888-3555 樹脂加工・成形，その他

260 企業 玉川電器(株) http://www.td-pla.jp/ 加美郡加美町月崎字鳥屋ヶ森1-6 0229-67-3750 樹脂加工・成形

261 企業 チェスト(株)
http://www.chest-
mi.co.jp/

黒川郡大和町吉岡東２－３－１ 022-345-3577 その他

262 企業 (株)中央エンジニアリング
http://www.chuo-
eng.co.jp/

横浜市港北区新横浜2-7-19　竹生第2
ビル

045-534-3926 その他（機械設計）

263 企業 中央電材(株)
http://www.chuo-
dz.co.jp/

仙台市泉区大沢3-5-7 022-772-8283 各種電気絶縁材料卸

264 企業 中央電子(株)
https://www.cec.co.jp/ce
c/

仙台市宮城野区榴岡3-7-35損保ジャパ
ン仙台ビル11階

022-742-3022
電子機器・コンピュータシステムの設計・製造・販売及びソフトウエアの
作成・販売

265 企業 千代田インテグレ(株)
https://www.chiyoda-
i.co.jp/

仙台市若林区六丁の目西町8-1　斎喜
センタービル202号

03-3542-3410 鍛造・プレス

266 企業 通研電気工業(株) http://www.2ken.co.jp/ 仙台市泉区明通3-9 022-377-2800 製造業

267 企業 ツキデン(株) 柴田町槻木白幡1-4-1 0224-56-1107 通信機器及び電子部品の製造並びに販売に付帯する一切の事業

268 企業 (株)TBA
https://www.t-
bioarray.com/

仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40　T-
Biz307号室

022-721-7822 材料

269 企業 THKインテックス(株)
http://www.thkintechs.co.
jp/

大衡村大衡字萱刈場145 022-344-2341 一般機械器具製造業

270 企業 (株)ティ・ディ・シー https://mirror-polish.com 利府町飯土井字長者前24-15 022-356-3131 製造業

271 企業 デクセリアルズ(株) http://www.dexerials.jp 多賀城市桜木３－４－１ 022-367-2311 その他

272 企業 Dexerials Precision Components(株)
登米市中田町宝江新井田字加賀野境
30

0220-35-2800 電子部品・実装

273 企業 テクノ・モリオカ（株）
https://techno-
morioka.co.jp/

仙台市青葉区落合6-1-7 022-392-1355 医療機器製造販売業

274 企業 (有)テクノ・キャスト
http://www.tecno-
cast.jp/

大崎市古川稲葉字前田3-10 0229-22-3141 医療福祉に付帯するサービス業（歯科技工業）

275 企業 (株)テクノクリエート
http://www.techno-
create.com/

仙台市青葉区木町通1-8-28　三栄木
町通ビル5F

022-261-1191 通信関連機器の開発設計及び製造受託
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276 企業 (株)テクノソリューションズ http://www.t-sol.co.jp/ 新宿区西新宿6-6-3 03-5326-7560 ソフト・システム

277 企業 (株)デザインココ www.dcoco.info
仙台市青葉区一番町１－１２－２　星光
堂ビル２F

022-227-2921
樹脂加工・成形、表面処理・加工・熱処理、装置・自動機、研究開
発、FDM方式　大型３Dプリンター開発

278 企業 デザイントーホク(株) http://www.dezainto.co.jp 加美郡加美町下多田川字鹿野原1-68 0229-63-3624 装置・自動機

279 企業 デジタルパウダー(株)
http://www.digitalpowder.
com/

仙台市青葉区南吉成6-6-3　ICRビル 022-277-8526 製造業

280 企業 (株)テスラ
http://www.teslanet.co.jp
/

仙台市若林区南小泉1-12-27 022-286-0679 研究開発

281 企業 (有)鉄栄技研
https://tetsuei.jimdofree.
com/

角田市梶賀字高畑北23 0224-63-2002 金属加工機械製造業

282 企業 (株)デュランティス https://durantis.jp/
仙台市若林区新寺一丁目7-21 新寺KS
ビル6階B号室

022-799-7215 その他

283 企業 デンソー工業(株)
http://www.denso-
k.co.jp/

栗原市一迫柳目字天王下56 0228-52-3135 その他

284 企業 (株)東栄科学産業 http://www.toei-tc.co.jp/ 仙台市太白区富沢4-8-29 022-743-3221 科学機器卸売及び製造販売

285 企業 東京エレクトロン宮城(株)
https://www.tel.co.jp/abo
ut/locations/tml.html

黒川郡大和町テクノヒルズ１番 022-346-3000 半導体製造装置の開発・設計・製造

286 企業 (株)東京ダイヤモンド工具製作所
http://www.tokyodiamond
.com/

目黒区中根2-3-5 03-3723-8111 工具・刃具

287 企業 (株)東京ノッズル製作所 http://tokyo-nozzle.com 気仙沼市川口町一丁目113 0226-22-0283 機械加工

288 企業 東京発條(株)
http://www.thk-
1082.co.jp/index.php

登米市東和町米川字中嶋78-1 0220-45-1111 製造業

289 企業 東京理化器械(株) http://www.eyela.co.jp/ 本吉町大朴木48-21 0226-44-2131 理化学機器製造

290 企業 東成イービー東北(株)
http://www.ebtohoku.co.j
p

郡山市待池台1-26 024-963-2411 機械加工

291 企業 東ソー・クオーツ(株) 山形市立谷川3-1435 023-686-2751 表面処理・加工・熱処理

292 企業 東杜シーテック(株) http://www.tctec.co.jp 仙台市宮城野区銀杏町31-24 022-354-1230 情報システムの調査、分析、設計、開発に関する業務

293 企業 東日運送(株)
http://www.8tohnichi.co.j
p/

仙台市若林区卸町4丁目2番2号 022-231-5036 一般貨物自動車運送

294 企業 東武機器(株) http://www.tobukiki.co.jp/ 仙台市青葉区落合1-14-16 022-392-5911 自動制御機器卸売業

295 企業 東邦メッキ(株) 村田町大字村田字西ケ丘31-2 0224-83-5557 電気メッキ業

296 団体等 東北・北海道表面処理工業組合 仙台市宮城野区榴岡3-11-5 A-106 022-792-2332 めっき業への調査、情報提供

297 企業 (株)東北イノアック
https://www.tohoku-
inoac.co.jp

遠田郡美里町北浦字二又下２８ 050-3145-5836 材料

298 企業 (有)東北塩ビ
http://www.touhoku-
enbi.co.jp

柴田郡村田町村田字小池336-18 0224-87-7159 樹脂加工・樹脂成形，その他（ダクト・配管工事）
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299 企業 (株)東北オフィスマシン
https://www.touhoku-
om.co.jp/

仙台市若林区河原町二丁目10-23 022-227-1091 研究開発

300 学術機関 東北学院大学
http://www.tohoku-
gakuin.ac.jp/

仙台市青葉区土樋1-3-1 022-264-6400 教育機関（大学）

301 学術機関 東北工業大学
https://www.tohtech.ac.jp
/

仙台市太白区八木山香澄町35-1 022-305-3800 高等教育機関

302 企業 (株)東北三之橋
http://www.sannohashi.co
.jp

伊具郡丸森町字寺内前51－1 0224-72-2760 鍛造・プレス，機械加工，表面処理・加工・熱処理，金型・治工具

303 学術機関 (国大)東北大学
http://www.tohoku.ac.jp/j
apanese/

仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-10 022-795-4145 大学

304 団体等 (社)東北電気管理技術者協会 仙台市青葉区花京院2-1-11 022-261-6015 公益法人

305 企業 東北電子工業(株)
http://www.satorick.co.jp
/

石巻市北村字俵庭五　18 0225-86-6007 製造業

306 企業 東北電子産業(株) http://www.tei-c.com/ 仙台市太白区向山2-14-1 022-266-1611 電子応用製品の製造

307 企業 東北電力(株)
http://www.tohoku-
epco.co.jp/

仙台市青葉区中央4-6-1 022-225-2141

308 企業 東北特殊鋼(株)
http://www.tohokusteel.c
om/

村田町大字村田字西ケ丘23 0224-82-1010 鉄鋼業

309 学術機関 東北文化学園大学 http://www.tbgu.ac.jp/ 仙台市青葉区国見6-45-1 022-233-3310

310 企業 東北マイクロテック(株)
http://www.t-
microtec.com/

仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-11　T-
Biz203

022-398-6264 電子部品・実装

311 企業 (株)東北マテリアルス
http://www.e-
materials.co.jp/

仙台市宮城野区扇町5-3-27 022-352-6991

312 企業 東北三吉工業(株) http://www.tomiy.com/ 石巻市桃生町城内字西嶺35-9 0225-76-2888 金属加工業

313 企業 （株）東洋エレクトロニクス
https://www.toyo-
electronics.co.jp

登米市迫町佐沼字梅の木5丁目4-7 0220-23-9152 その他（同軸ケーブル加工，多芯ケーブル加工）

314 企業 東洋機械(株)
http://www.toyo-
kikai.co.jp

仙台市青葉区木町通一丁目5番30号 022-222-9831
その他（鉄道用保線作業車の研修検査・修繕・改造・同車両の部
品，消耗品の販売）

315 企業 東洋刃物(株)
http://www.toyoknife.co.j
p/

富谷市富谷日渡34-11 022-358-8911 金属製品製造業

316 企業 東洋ワーク(株)
http://www.toyowork.co.j
p/

仙台市青葉区国分町1-7-18 022-225-5052 サービス業

317 企業 東レ(株)東北支店 https://www.toray.co.jp/
仙台市青葉区本町1-1-1　大樹生命本
町ビル19階

022-225-6954 材料

318 企業 東和工業(株) http://www.towa-kk.net/ 石巻市門脇字元浦屋敷32-13 0225-96-6937 製造業

319 企業 東和プロネッツ(株)
http://www.towa-pro-
nets.jp/

仙台市太白区砂押南町6-5 022-246-8481 その他（販売・加工）

320 企業 トーカドエナジー(株) http://www.tocad.co.jp/ 白石市東町4-1-14 0224-24-3111 電気機械器具製造業

321 企業 トーカロ(株) http://www.tocalo.co.jp/
黒川郡大郷町川内字北中別所２１番１
１

022-359-9650 表面処理・加工・熱処理
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322 企業 (株)トーキン http://www.tokin.com/ 仙台市太白区郡山6-7-1 022-308-0014 電子部品の製造販売

323 企業 トキワ電線(株)
大田区蒲田本町2-4-2　アクシード蒲田
本町4階

03-3736-0670 電子電機機器部品製造

324 企業 凸版印刷(株) http://www.toppan.co.jp 仙台市泉区明通3丁目30番地 022-377-5111

325 企業 (株)土橋製作所 笛吹市八代町増利五反田365-1 055-265-5155 機械加工

326 企業 (株)トム・メディック
http://www.tom-
medic.com/

仙台市青葉区中央4-8-15 022-290-6094 医療機器販売業

327 行政機関 登米市
http://www.city.tome.miy
agi.jp/

登米市迫町佐沼字中江二丁目6-1 0220-22-2111 行政

328 企業 (株)登米精巧
https://www.tomeseicoh.
co.jp

登米市迫町新田字日向97-1 0220-28-2888 製造業

329 企業 (株)登米ブラス https://tomebrass.co.jp/ 名取市上余田字千刈田543-1 022-383-5588 機械加工，樹脂加工・成型

330 企業 (株)巴商会
http://www.tomoeshokai.
co.jp

岩沼市下野郷字新関迎１　オズワンビル
202号

0223-23-6231
1．高圧ガス、液化石油ガス、化学品、医療品及び機械器具、医療用
具の製造販売　　　2．前号に付随する国内並びに輸出入に関する一
切の業務　　　3．各種高圧ガス配管工事及び付帯工事一式

331 企業 トライポッドワークス(株)
http://www.tripodworks.c
o.jp

仙台市青葉区一番町１－１－４１　カメイ
仙台中央ビル７F

022-227-5680 ソフト・システム

332 企業 トラスト・メカ(株)
http://www.trust-
mecha.jp/

加美郡加美町鳥屋ヶ崎字泥坂屋敷114
番地の1

0229-67-7026 装置・自動機（精密部品，難削材の部品加工）

333 企業 (株)トリムメディカルインスティテュート
http://www.trim-medical-
i.co.jp/

仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40　東
北大学連携ビジネスインキュベータ408号

022-716-6310 医学・薬学研究

334 企業 内外エレクトロニクス(株)
http://www.nei-
naigai.co.jp/

仙台市泉区明通3-22 022-378-4111 電子機械製造組立

335 企業 内外テック(株)
http://www.naigaitec.co.jp
/

仙台市泉区寺岡2-20-13 022-377-8671 商社

336 企業 (株)中川
http://www.nakagawa-
d.co.jp

仙台市青葉区小田原4-2-18 022-264-1202 研究開発，ソフト・システム

337 企業 中島プラント(株) 栗原市金成はぬき沢23 0228-42-2885 その他

338 企業 中谷産業(株)
http://www.nakatanisangy
ou.co.jp/

小田原市浜町1-14-11 0465-24-2733 樹脂加工・成形

339 企業 (株)ナカトガワ技研 http://www.nktg.jp/ 石巻市前谷地字八幡山109-6 0225-72-2777 製造業

340 企業 中星工業(株)
https://www.nakaboshi.co
.jp/home.html

甲斐市字津谷3356 0551-28-4381 製造業

341 企業 (株)中村製作所
http://www.nakamura-
ss.co.jp/

甲府市下飯田1-6-2 055-224-3451 製造業

342 企業 (株)中家製作所
http://www.nakayass.co.j
p/

中巨摩郡昭和町築地新居１６４１－８ 055-275-5533 製造業

343 行政機関 名取市
http://www.city.natori.miy
agi.jp/

名取市増田字柳田80 022-384-2111

344 企業 7COM(株) http://7com.co.jp 仙台市青葉区一番町3丁目10－14 022-398-7508 ソフト・システム



みやぎ高度電子機械産業振興協議会会員一覧

№ 分類 企業名 ＨＰアドレス 住所 連絡先 保有技術等

345 企業 ナノテックヴァルト(株)
http://www.nanotec-
jp.com/wald/

富谷市成田9-2-6 022-351-7550 表面処理業

346 企業 (株)成田鋼業
http://www.narita-
kogyo.co.jp/

仙台市若林区中倉2-24-5 022-235-5555 製造業

347 企業 (株)成田製作所
http://www.narita-
works.com/

栗原市高清水惣滑沢35-21 0228-58-3127 一般機械器具製造業

348 企業 ニイヌマ(株) http://niinuma.jp 石巻市門脇字元浦屋敷2-20 0225-95-1123 電子部品・実装

349 企業 (株)ニコン www,nikon.co,jp 名取市田高字原277番地 022-384-0011 常温常圧下での粉体の成膜加工

350 企業 日京工業(株) http://www.nikkei-kk.jp/ 石巻市桃生町倉埣字四分一65-1 0225-76-5095 電子部品

351 企業 (株)ニッケ機械製作所東北営業所 http://www.nikkekikai.com 登米市迫町北方字大洞104番18 079-433-8411 装置・自動機

352 企業 日幸電機(株)
http://www.nikkodenki.co
m/

亘理郡亘理町吉田字宮前21番地の2 0223-34-1121 電子部品・実装

353 企業 日進工具(株)　仙台工場 http://www.ns-tool.com/ 黒川郡大和町松坂平2-11 022-344-2201 製造業

354 企業 日総工産(株) http://www.nisso.co.jp/ 栗原市栗駒鳥沢山王下54-81 0228-24-8233 人材派遣業

355 企業 日東電工メディカル製造(株)
https://www.nitto.com/jp
/ja/products/industry/me
dical/

大崎市岩出山下野目字砂田101 0229-73-4822 その他（肌に優しい粘着技術）

356 金融機関 日本政策投資銀行　東北支店 https://www.dbj.jp/
仙台市青葉区中央1-6-35　東京建物仙台ビ
ル19Ｆ

022-227-8182

357 企業 (株)日本シューター
http://www.nippon-
shooter.co.jp/

黒川郡大和町松坂平3-3 022-344-3883 装置・自動機

358 金融機関 日本政策金融公庫 http://www.jfc.go.jp/
仙台市青葉区中央1-6-35　東京建物
仙台ビル６Ｆ

022-223-8141 政府系金融機関

359 企業 日本積層造形(株) https://www.jampt.jp/ 多賀城市八幡一本柳3-8 022-290-0630 その他

360 企業 日本ファインセラミックス(株)
http://www.japan-
fc.co.jp/

仙台市泉区明通3-10 022-378-7825 ファインセラミックスの製造・販売

361 団体等
(独)日本貿易振興機構　仙台貿易セン
ター

仙台市青葉区一番町４－６－１　仙台
第一生命タワービルディング１８階

022-223-7484

362 企業 （株）ニューテック http://www.knewtec.co.jp 大崎市田尻沼辺字富岡前7-1 0229-39-2195 機械加工

363 企業 (株)ネクスト http://www.kk-next.com/ 栗原市築館字城生野入ノ沢23 0228-23-8101 精密板金

364 企業 ノボル鋼鉄(株)
http://www.noboru-
steel.co.jp/

仙台市太白区中田６丁目２９番３号 022-241-4131 特殊鋼販売、精密機械加工

365 企業 パーソルテンプスタッフカメイ(株)
https://www.persol-
tempstaffkamei.co.jp/

仙台市青葉区花京院１－１－２０　花京
院スクエア

022-266-3171 その他

366 企業 バイスリープロジェクツ(株) https://www.x3pro.co.jp/ 仙台市若林区卸町東2丁目1-23 022-290-5258 ソフトウェア業

367 企業 (株)HI-SO http://hi-so.co.jp/ 仙台市太白区郡山4-10-2 022-247-1855 ソフトウエアの企画・欠席及び製作・販売　ほか
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368 企業 迫リコー(株)
http://www.hasama.ricoh.
co.jp/

登米市迫町佐沼字北散田86 0220-22-4431 製造業

369 企業 浜松ホトニクス(株)
http://www.hamamatsu.c
om

仙台市青葉区上杉1-6-11　日本生命
仙台匂当台ビル2階

022-267-0121 電子機器製造販売

370 企業 (株)早坂精密工業 http://www.htd-m.co.jp/ 加美町羽場字屋敷前3-1-1 0229-63-2535 金属製品加工業

371 企業 (株)原田伸銅所
http://www.harada-
shindo.co.jp

黒川郡大衡村桔梗平2 022-344-2883 材料

372 企業 (株)パルックス http://www.palux.co.jp/ 仙台市若林区蒲町東16番地の3 022-288-3381 その他

373 企業 (株)パンソリューションテクノロジーズ https://psts.jp
仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40　東北大
学連携ビジネスインキュベータ T-Biz207 022-216-7155 装置・自動機

374 企業 (株)PSS http://www.pss-m.co.jp 石巻市広渕字柏木18番 0225-25-4119 装置・自動機

375 企業 (株)Piezo Studio https://piezostudio.com/ 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 022-393-8131 電子部品・実装

376 企業 (株)東日本技術研究所
https://www.tounichi-
g.co.jp/

仙台市宮城野区榴岡5-1-12 仙萩ビル4
階

022-292-8860 ソフトウェア研究開発、ネットワークソリューション

377 企業 東日本スターワークス(株)
http://www.star-
east.com/

仙台市青葉区中央１丁目２－３　仙台
マークワン１９F

022-726-5633 技術系アウトソーシング

378 企業 (株)光エンジニアリングサービス https://hes-tohoku.com
仙台市青葉区一番町1-17-26仙台TMビ
ル4階

022-263-2801 その他（コンサルタント（技術）(試験支援・設備維持・分析評価等)）

379 企業 光技研(株)
仙台市宮城野区榴岡3-10-7　サンライン
ビル７Ｆ

022-781-6241 LED照明器具開発、製造

380 企業 光電子(株)
http://www.hikaridenshi.c
o.jp

大崎市岩出山町上野目字中川原１４－
７

0229-72-3111 電子部品の製造、電源の製造

381 企業 引地精工(株)
http://www.hikichiseiko.c
om/

岩沼市吹上2-8-28 0223-24-3476 製造業

382 企業 (有)引地製作所 伊具郡丸森町筆甫字中島25番地 0224-76-2057 機械加工

383 企業 (株)PICSIS https://www.picsis.co.jp 富谷市ひより台1丁目43-12 022-347-4881 治工具

384 企業 日立金属商事(株)
http://www.tr.hitachi-
metals.com/

仙台市青葉区中央1-6-35　東京建物
仙台ビル15階

03-3555-5311 材料

385 企業 (株)日立ハイテクノロジーズ
https://www.hitachi-
hightech.com/jp/ja/

仙台市青葉区中央2-9-27　プライムスク
エア広瀬通

022-264-2219 その他

386 企業 ヒューレックス(株) http://www.hurex.jp/ 仙台市青葉区中央1-3-1　AER17階 022-723-1770 人材開発コンサルティング

387 企業 Pink Japan(株) https://www.pink.de/jp 港区新橋五丁目25番3号　第2一松ビル 03-5777-0602 装置・自動機

388 企業 (株)Fabtech http://www.fabtech.jp/ 仙台市太白区長町3-6-1 022-207-3600
その他（導電性繊維からなる面状発熱体の製造特許【ＪＰＢ
5752821】所有。雪害対策製品，保温製品の開発及び製造。）

389 企業 (株)フォーカルエージェンシー http://focalagency.com/ 郡山市本町１丁目９－１－１０３ 024-953-9120 研究開発（電子回路設計や組込み開発の受託）

390 企業 (株)フォトニックラティス
http://www.photonic-
lattice.com/

仙台市青葉区南吉成6-6-3 LABO・
CITY仙台

022-342-8781 電子部品・電子機器製造・販売
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391 企業 (株)福田結晶技術研究所 https://fxtal2002.com
仙台市青葉区南吉成6-6-3　LABO・
CITY仙台１階

022-303-0170 結晶関連の研究開発、結晶サンプルの製造販売

392 企業 フクダ電子ファインテック仙台(株) http://www.fukuda.co.jp 黒川郡大和町テクノヒルズ５番 022-346-5620

393 企業 富士精罐(株) http://fuji-seikan.com 登米市豊里町平林111-32 0225-76-1165
機械加工，表面処理・加工・熱処理，その他（LED照明灯の支柱及び
灯具の製造販売）

394 企業 (株)富士精密
http://www.fuji-
precision.com

美里町南小牛田字石神36 0229-31-1051 電気機械器具製造業

395 企業 富士通(株) http://jp.fujitsu.com/ 港区東新橋1-5-2 汐留シティーセンター 03-6252-2220 ソフトウエアサービス、コンピュータプラットフォーム

396 企業 富士電機ITソリューション(株)東北支店
http://www.fujielectric.co.
jp/fsl/

仙台市青葉区一番町1-9-1仙台トラスト
タワー16F

022-265-2891 ソフト・システム

397 企業 プラスエンジニアリング(株) http://www.pluseng.co.jp 柴田郡村田町大字村田字西ヶ丘21 0224-83-5620 機械加工

398 企業 古河産業(株) http://www.furusan.co.jp/
仙台市青葉区一番町4-1-25 東二番丁
スクエア12階

022-262-2521 商社

399 企業 古川電気工業(株)
http://www.furukawa-
denki.com

仙台市宮城野区扇町2-1-10 022-236-6031 その他（重電機械器具製造）

400 企業 Blue Practice(株)
https://bluepractice.co.jp
/

港区北青山2-7-13　プラセオ青山ビル3
階

03-6271-1578 樹脂加工・成形

401 企業 プレシジョン(株) 柴田郡川崎町大字小野字二本松45-16 090-2889-9096 機械加工，樹脂加工・成形，金型・治工具

402 企業 (株)プロスパー
http://www.1-
prosper.com

名古屋市港区東蟹田1418-2 052-304-9411 電子部品・実装，その他

403 企業 (株)プロスパイン http://www.prospine.jp 大崎市松山次橋字新千刈田117番地 0229-55-3375 製造業

404 企業 (株)プロテウス
http://proteus-
hpb.net/index.html

仙台市青葉区五橋1-4-24　ライオンズビ
ル五橋

022-268-7060 情報処理サービス業

405 企業 ペナント(株) http://www.pennant.co.jp 世田谷区梅丘1-42-11 03-3425-0131 その他　　エレクトロニクス専門商社

406 企業 ボールウェーブ(株) https://www.ballwave.jp/
仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 T-
Biz501

022-302-6659 その他（ボールSAWセンサを活用したガス分子の測定機器）

407 企業 (株)北洲 http://www.hokushu.net 富谷市成田9-2-2 022-348-3011 建設業、建材流通業

408 企業 (株)北光 www.t-hokkoh.com 栗原市高清水下佐野23 0228-58-3151 製造業

409 企業 (株)堀尾製作所 http://www.horioss.co.jp/ 石巻市北村字高谷一、２１-２ 0225-73-2488

410 企業 本田精機(株)
http://www.hondaseiki.co.
jp/

仙台市若林区鶴代町3-35-1 022-284-3077 精密機械器具製造業

411 企業 MARS(株) 北杜市長坂町白井沢2989－2 0551-32-6570 半導体製造装置・治工具・制御盤等（製造業）

412 企業 (株)マイクロデザインプロジェクト www.mdpj.co.jp 仙台市青葉区一番町2-2-11 TKビル4階 022-715-5055 情報通信ネットワークの設計・開発

413 企業 (株)真壁技研
http://www.makabe-
g.co.jp/

仙台市宮城野区苦竹三丁目1番25号 022-235-1614 装置・自動機
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414 企業 (株)真壁製作所
http://www.rfmakabe.co.j
p/

利府町しらかし台6-2-4 022-356-6161 精密板金加工

415 企業 牧野精工(株)宮城工場
makino-
seiko.co.jp/company/

登米市豊里町小口前130 0225-98-8975 その他（油圧機器製造）

416 企業 マクセルフロンティア(株)
https://www.frontier.maxe
ll.co.jp/

亘理郡亘理町逢隈田沢字神明42-2 0223-32-0270 光学部品，光学機器等の研究開発，製造，販売

417 企業 (株)マトロ
https://www.matoro.co.jp
/

角田市梶賀字高畑南350-2 0224-63-2721 省力機械装置製造業

418 企業 (株)マブチ・エスアンドティー
https://www.mabuchist.c
o.jp/

福島県会津若松市天神町32-1 0242-27-5144 材料・表面処理・加工・熱処理・その他

419 企業 (株)丸一ゴム製作所
http://www.maruichirubbe
r.co.jp/

丸森町舘矢間木沼字入谷地６８ 048-982-0483 ゴム製品製造業(工業用，医療用ゴムの製造及び販売)

420 企業 マルイ鍍金工業(株) http://www.e-marui.jp/ 八戸市大字河原木字遠山新田5-2 0178-22-7388 表面処理・加工・熱処理

421 企業 マルエイ工業 登米市米山町字善王寺稲生荷10-1 0220-55-2499 鋳造・ダイカスト

422 企業 丸澤機工(株)
http://www.marusawa.co.j
p/

美里町南小牛田埣下33 0229-33-3221 精密切削加工

423 企業 丸繁(株)
http://www.sendai-
marushige.com/

仙台市宮城野区宮城野1-20-12 022-295-4561 機械器具卸売業

424 企業 マルチプライ(株) http://www.multiply.jp 仙台市太白区富田字南ノ西19-1 022-243-6040 サービス業、卸売業

425 企業 (株)丸丙 仙台市青葉区上愛子字蛇台原61の4 022-391-6601 環境コンサル

426 企業 丸紅エレネクスト(株)
https://www.m-
elenext.co.jp/index.html

仙台市青葉区中央4-6-1 SS30 022-217-9211 その他

427 行政機関 丸森町 伊具郡丸森町字鳥屋120 0224-87-7620 地方公共団体

428 企業 (株)丸和製作所
http://www.maruwa-
ss.co.jp

大崎市三本木音無字岩井8-1 0229-52-2055 金型・治工具

429 企業 ミカド電装商事(株)
http://www.mikado-
d.co.jp

仙台市若林区新寺3-4-30 022-256-8191 装置・自動機

430 企業 (有)ミクロサイエンス 栗原市志波姫八樟里16 0228-25-0156 精密機械部品加工

431 企業 (株)ミクロ精工
http://www.micro-
seikoh.co.jp/

大和町吉岡字西原27-5 022-345-3763 電子部品製造業

432 企業 ミクロプラスチックス(株) http://www.396p.co.jp/ 仙台市泉区野村字二重袋5 022-373-5137 製造業（プラスチック製品製造）

433 行政機関 美里町
http://www.town.misato.m
iyagi.jp/

遠田郡美里町木間塚字中央１ 0229-33-2112 行政

434 金融機関 (株)三井住友銀行 http://www.smbc.co.jp/ 仙台市青葉区中央2-2-6 022-222-5113 銀行業

435 企業 (株)ミツバ
https://www.mitsuba.co.jp
/

桐生市相生町3-146-1 0277-52-0111 装置・自動機

436 企業 三ツ引興業(株) http://www.mitsuhiki.jp/ 仙台市若林区卸町3-4-8 022-284-6191 生産用機械器具製造業
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437 企業 三菱マテリアル電子化成(株)
http://www.mmc-
ec.co.jp/

秋田市茨島3-1-6 018-864-6011 製造業

438 企業 (株)三丸化学
http://3maru.co.jp/mitsu
marukagaku/

柴田郡村田町西ヶ丘１２－１ 0224-83-4483
その他。有機溶剤、各種アルコール類の蒸留再生技術、分析技術を
有する。

439 企業 水戸工業(株)
http://www.mitokogyo.co.j
p/

千代田区神田北乗物町6番地 03-3252-1211 その他

440 企業 (株)ミナト精工
http://www.minatosaiko.c
o.jp

登米市中田町石森字加賀野３丁目３－
１３

0220-34-7575 機械加工

441 行政機関 南三陸町
https://www.town.minami
sanriku.miyagi.jp/

本吉郡南三陸町志津川字沼田１０１番
地

0226-46-1385

442 企業 (株)南舘製作所
https://minamidate.jimdof
ree.com

亘理町字北猿田91-7 0223-34-0960 セラミックス精密加工業

443 企業 宮川ローラー(株)
http://www.miyakawa-
r.co.jp/

利府町しらかし台6-9-2 022-356-4456 ゴム製品、製造・販売

444 企業 (株)宮城化成
https://www.miyagi-
kasei.co.jp/

栗原市一迫北沢半金沢15-4 0228-52-3931 ＦＲＰ製品の製造販売

445 行政機関 宮城県
https://www.pref.miyagi.jp
/soshiki/shinsan/

仙台市青葉区本町3-8-1 022-211-2721

446 団体等 (社)宮城県機械金属工業会 仙台市泉区明通3-20 022-772-1570

447 団体等 宮城県企業人材支援協同組合 http://miyagi-kjso.lab.jp/
仙台市青葉区国分町１-７-１８白蜂広
瀬通ビル4階

022-268-7487 組合員の事業に関する共同事業

448 団体等 宮城県商工会議所連合会 仙台市青葉区本町2-16-12 022-265-8181

449 団体等 宮城県商工会連合会
http://www.miyagi-
fsci.or.jp/

仙台市青葉区上杉1-14-2 022-225-8751 経済団体

450 団体等 宮城県中小企業団体中央会
http://www.chuokai-
miyagi.or.jp/

仙台市青葉区上杉1-14-2 022-222-5560 商工団体

451 企業 (株)宮城光学
http://www.nmc.ne.jp/hp1
/miyagikougaku/

栗原市瀬峰清水山22 0228-38-3621 プリズム研磨

452 団体等 (一社)みやぎ工業会 http://m-indus.jp 仙台市泉区明通2-2 022-777-9891

453 団体等 (財)みやぎ産業振興機構
http://www.joho-
miyagi.or.jp/

仙台市青葉区上杉1-14-2 022-225-6636

454 企業 (株)ミヤギタノイ www.tanoi-mfg.co.jp 刈田郡七ケ宿町字萩崎１５－１ 0224-37-2211 工具・刃具

455 企業 (株)宮城ニコンプレシジョン 刈田郡蔵王町宮字新大御20番地 0224-32-2336 装置・自動機

456 企業 (有)宮沢製作所
http://www6.ocn.ne.jp/~m
z01/

大崎市古川宮沢字新田町94 0229-28-3733 機械加工

457 企業 (株)宮富士工業 http://www.miyafuji.jp/ 石巻市大街道東二丁目11-25 0225-93-8295 一般機械器具製造据付　金属の成型加工・溶接

458 企業 （株）ミューシグナル
https://www.musignal.co.j
p/

仙台市青葉区中央2丁目7-30 022-748-7698 装置・自動機

459 団体等 未来産業創造おおさき
https://www.mss-
osaki.com

大崎市古川七日町1番1号（大崎市役所
産業商工課内）

0229-29-9725
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460 企業 (株)ムトー精密
https://mutoh-
seimitsu.imdofree.com

黒川郡大郷町大松沢字新五仏堤入17-
1

022-359-3117 製造業

461 企業 明治合成(株) http://www.meijigs.co.jp/ 大崎市古川桜ノ目字新高谷地140-5 0229-28-4111 製造業

462 企業 (有)機械工房
http://mechakobo.main.jp
/

黒川郡大和町吉岡字天皇寺142 022-345-1573 装置・自動機

463 企業 メタロジェニクス(株) http://metallogenics.com
千葉市中央区亥鼻1-8-15　千葉亥鼻イ
ノベーションプラザ

043-227-6767 研究・開発，その他

464 企業 (株)メムス・コア
https://www.mems-
core.com

仙台市泉区明通3-11-1 022-777-8717 電子部品・デバイス・電子回路製造業

465 企業 メルコジャパン(株)
http://www.melco-
susnet.jp/

亘理郡山元町坂元字大森1-32 0224-73-7011 ステンレス製缶・加工業

466 企業 (株)本橋製作所　東北工場
http://www.mot-
net.co.jp/

加美郡加美町米泉西原1-5 0229-67-7280 鍛造・プレス

467 企業 (株)モビーディック http://mobby.co.jp 石巻市鹿又字嘉右衛門345 0225-75-2880 各種マリンスポーツ用ウェットスーツの製造販売

468 企業 (株)森下機械製作所 http://www.m-kikai.co.jp 黒川郡大衡村大瓜字平場23-114 022-344-2701 装置・自動機

469 企業 守屋木材(株)
http://www.morimoku.co.j
p

仙台市宮城野区原町1丁目1-16 022-257-3101 材料，その他

470 企業 ヤグチ電子工業(株)
http://www.yaguchidenshi
.jp

石巻市鹿又字嘉右衛門301 0225-75-2106 電子部品・実装

471 企業 安川情報エンベデッド(株) http://www.ysk-emb.jp/ 仙台市宮城野区榴岡4-1-8 022-292-2201 ソフトウェア・システム

472 企業 八十島プロシード(株)
http://www.yasojima.co.jp
/

富谷市上桜木２－４－１ 022-348-1170 その他製造業

473 企業 山勝電子工業(株) http://yamakatsu.co.jp 名取市愛島台6-1-10 022-226-7581 装置・自動機

474 企業 ヤマカワ(株) http://yamakawa-y.net 栗原市築館青野8-10 0228-54-2835 製造業、金型設計

475 企業 (有)ヤマキ工業 松島町高城字明神三　13-1 022-353-3796 金属、非金属類の加工業

476 企業 山口電材(株) http://yamaden.net/ 仙台市泉区みずほ台10-4 022-773-6461 樹脂切削加工

477 企業 ヤマセ電気(株)
http://www.yamase-
net.co.jp/

色麻町四竃字柧木町154-1 0229-65-4016 電子機器製造業

478 企業 (株)UK仙台支店
http://www.ueno-
kougyou.jp/

仙台市宮城野区五輪2-11-1 022-291-0401 機会部品・工具の卸し及び販売

479 企業 UTエイム(株) www.ut-aim.co.jp
仙台市青葉区中央4-6-1　住友生命仙
台中央ビル20階

022-796-6030 業務請負業

480 企業 UTテクノロジー(株)
http://www.comleading.co
m

仙台市青葉区中央4-6-1 022-796-6570
自動車・半導体・通信機器分野における設計・開発のエンジニア・サー
ビス業

481 企業 ユーワ精巧(株) http://www.yuwa21.com/ 柴田町西船迫2-2-4 0224-55-4711 電気機械器具製造業

482 企業 雪ケ谷精密工業(株) 気仙沼市松崎片浜40 0226-23-1085 精密機械製造業
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483 企業 (株)ユダテクニカ 仙台市若林区伊在2丁目22番地12 022-366-1486 電子機器用部品の設計・製造、電気工事業

484 企業 (株)横塚製作所 丸森町舘矢間舘山字坪石44 0224-72-1115 プラスチック製品製造、電機機械器具製造、一般機械器具製造

485 企業 ヨコヤマ電機(株) 気仙沼市唐桑町松圃134-1 046-279-6485 電子部品・実装

486 企業 ライズ(株)
http://www.risecorp.co.jp
/

仙台市宮城野区榴岡5-10-46 022-295-7321 ソフトウェア及びハードウェアの製作、販売

487 企業 (株)ライト製作所
http://www.rightmfg.co.jp
/

大郷町中村字屋敷前４５－１ 022-359-2711 精密部品加工製造業

488 企業 ラサ工業(株)　三本木工場 http://www.rasa.co.jp/ 大崎市三本木音無字山崎26-2 0229-52-3811 化学

489 企業 ラピスセミコンダクタ(株)　宮城工場
http://www.lapis-
semi.com/jp/

大衡村沖の平1 022-345-1211 製造業

490 企業 (株)ラプラス www.laplace.co.jp 仙台市青葉区中央1-3-1　アエル24階 022-293-3111 その他（商社）

491 企業 (株)リアルデザイン
http://www.real-
design.co.jp/

仙台市宮城野区榴岡4丁目5－22　宮
城野センタービル7階

022-791-5170 電子機器の設計開発、製造、販売

492 企業 (株)リード http://www.read.co.jp/ 亘理町逢隈牛袋字舘内144-7 0223-34-4171 製造業

493 企業 リコーインダストリー(株)
http://www.industry.ricoh.
co.jp/

柴田郡柴田町中名生神明堂3-1 0224-55-3211

494 企業 リコーテクノロジーズ(株)
http://www.technologies.r
icoh.co.jp/

柴田町中名生神明堂3-1 0224-55-0280 研究開発

495 企業 凌和電子(株)
http://www.ryowa-
electronics.co.jp/

仙台市若林区南材木町48 022-266-4188 製造業

496 企業 (株)ワールド
http://www.world.group.jp
/

登米市迫町北方字田ノ尻123 0220-21-5222 端子・コネクター端子台・電気中継部品・成形部品・プレス品製造

497 企業 (株)ワイ・デー・ケー https://ydkinc.co.jp/ 稲城市押立1705 042-377-3831 その他（半導体製造装置の組立，調整，及びパーツの精密洗浄）

498 企業 (株)ワイドテクノ www.wide-techno.co.jp/ 加美郡加美町字雁原501番地 0229-63-6909 その他

499 企業 和光技研工業（有） https://wako.miyagi.jp 柴田郡柴田町船岡字山田1-20 0224-55-1455 機械加工

500 企業 ワシノ機工(株)東北営業所
http://www.washino-
kiko.co.jp/

仙台市泉区高森2-1-40　21世紀プラザ
研究センター内

022-725-6932 その他


