
No.
承認
年度

企業名 所在地 電話番号 ＵＲＬ 業種 承認テーマ

1 R2 株式会社セレクティー
宮城県仙台市青葉区中央3-1-24　荘内銀行ビル
5F

022-223-5001 http://www.apple-kobetsu.jp/ 学習塾
生徒・保護者とのコミュニケーション及び業務改善システム導入による生徒本位の塾
の実現

2 R2 株式会社エスパイラー 宮城県岩沼市下野郷字新田376-1 0223-22-6556 http://www.s-piler.co.jp/ 基礎工事業 自走式低空頭型バイブロハンマ導入開発改良による生産性の革新

3 R2
松月産業株式会社
株式会社グリーンライト

宮城県仙台市青葉区中央二丁目6-8 022-225-8001 https://www.bh-green.co.jp/company/ 旅館業 フロント業務の自動化とデジタル決済の導入による新しい付加価値の提供

4 R2 株式会社ダイワ技術サービス 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目8-3 022-298-5183 http://d-ts.jp/ 技術サービス業 ICT技術を活用した三次元計測サービスの導入・提供

5 R2 株式会社東北田村工機 － － － － －

6 R2 株式会社大森産業 宮城県角田市藤田字南中山150 0224-62-2288 http://www.r-panel.net/company/index.html 建築用型枠製造業 建築用パネル切断工程における生産プロセス高度化へ向けた供給体制強化事業

7 R2 東仙台歯科クリニック 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷2丁目1-18 022-252-8855 https://www.higashisendaishika.com/ 歯科診療業 歯科用デジタル機器を用いた感染リスクの低減と安定的な修復物の提供

8 R2 株式会社中勇酒造店 宮城県加美郡加美町字南町166 0229-63-2018 https://tenjo-mugen.co.jp/ 酒類製造業
宮城県産米を活用した商品ブランディング強化と首都圏高級酒マーケット開拓に向
けた量産体制の確立

9 R2 和光技研工業有限会社 宮城県柴田郡柴田町大字船岡字山田1-20 0224-55-11455 http://wako.miyagi.jp 機械工具製造業
全自動軸物外観検査機の開発による付加価値向上～生産性向上とニッチトップメー
カーへの飛躍～

10 R2 有限会社アスネットコーポレーション 宮城県仙台市青葉区二日町17－5Ｋ’Ｓビル6F 022-217-6782 - その他の教育・技能教授業 職住隣接の新たな障碍者ビジネス構築とフランチャイズ化

11 R2 株式会社丸仙興産 宮城県塩竈市玉川二丁目6-18-102 022-364-1161 https://marusen-haken.jimdofree.com/ 労働者派遣業 産業用ドローンを利活用した空中・水中からの調査・点検・３Ｄマッピングの開発

12 R2 株式会社ワイエス・サポート 宮城県宮城郡利府町葉山二丁目４－１０ 022-762-7540 - 解体工事業 解体工事部門設備投資による工程効率化と労働生産性の向上・利益率増加事業

13 R2 有限会社東北レーベルシステム 宮城県仙台市宮城野区岡田西町1-52 022-390-6755 http://tohokulabel.com/ ラベル印刷業 ラベル印刷工程効率化による生産性向上と付加価値力強化事業

14 R2 - - - - - -

15 R2 菅原産業株式会社 宮城県仙台市若林区六丁の目元町9-35 022-287-3181 http://www.sugawara-sangyo.co.jp/
一般製造機械及び装置製造
業

-

16 R2 ビーエッチ株式会社 宮城県仙台市若林区卸町2-11-9 022-236-0050 http://www.bh-net.co.jp/ 各種物品賃貸業
地産地消×農村エコツーリズム　カジュアルオートキャンプ場
「蔵王１０１ＶＩＬＬＡＧＥ」

17 R2 株式会社クロールアップ 宮城県仙台市若林区東七番丁１７ 022-395-7555 https://www.1000-dai.com/ 飲食店，食品製造 スーパーで効能別弁当販売・介護弁当販売

18 R2 加美電子工業株式会社 宮城県加美郡加美町字下野目雷北６ 0229-67-3110 https://www.kamidenshi.co.jp/
工業用プラスチック製品加工
業

炭酸塗装システムの中国での開発・生産・販売

19 R2 株式会社インターディメンションズ 宮城県仙台市若林区六丁の目西町３－２０ 022-290-7635 http://interdim.co.jp/ 電気通信工事業
Iot技術を活用した災害予知システムを構築し、防災・減災に繋がる商品を自社開
発・販売します。

20 R2 株式会社Ｍｏｇｅｅ 宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字南荒田２１ 0223-36-8492 http://www.mogee.net/ 自動車中古部品卸売業 自動車に関する包括的サービスの構築と循環型社会への貢献

21 R2 － － － － － －

22 R2 株式会社ＲｕｌｅＺ 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡下１２－１ 022-797-3497 http://www.rulez.co.jp/ 印刷関連サービス業 －

23 R2 － － － － － －

24 R2 大東精密株式会社 宮城県亘理郡亘理町逢隈十文字字竹ノ内５-１ 0223-34-4401 https://daito-japan.co.jp/
輸送機械器具用プラスチック
製品製造業

自動車ワイヤーハーネスの大型化に即応し競争力維持・向上させる生産体制の確
立

25 R2 船田食品製造株式会社 宮城県宮城郡利府町菅谷字新産野原３ 022-255-5665 － 肉加工品製造業 東北から全国ブランドへ　販路拡大を実現する生産工程の高度化事業の推進
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26 R2 － － － － － －

27 R2 有限会社メークデント 宮城県仙台市太白区長町６－１２－２０ 022-246-0787 http://makedent.com/ 医療に付随するサービス ３Dプリンター導入による歯冠物製造のデジタル化の実現

28 R2 株式会社ミカド金属 宮城県仙台市宮城野区福室1-6-14 022-258-0336 https://www.mikado-kinzoku.co.jp/company/ 金属リサイクル業
マルチ解体機導入による解体困難物の国内リサイクル体制の確立と作業安全性及
び生産効率性向上強化事業

29 R2 WATAKOU株式会社 宮城県名取市飯野坂字土城堀139-1 022-384-3006 https://www.watakou-tk.com/ 建設用鋼構造物製造業 重量鉄骨工場溶接体制確立のための自動溶接技術革新事業

30 R2 曽根板金板金工業 宮城県登米市迫町佐沼光ヶ丘31-4 0220-21-6458 － 金属加工業 －

31 R2 株式会社スティック 宮城県仙台市若林区六丁の目中町21-20 022-390-9510 https://www.stick.co.jp/ 印刷業 新たなコピーガード技術，冊子に替わる印刷形態，抗ウイルス用紙の開発

32 R2 東松島かどわき歯科クリニック 宮城県東松島市矢本字穴尻６８－４ 0225-83-6480 https://kadowaki-dental.com/ 歯科診療業
多岐的ネットワーク構築による世界水準の治療精度ならびに患者ファーストの歯科
診療の実現

33 R2 有限会社フジヨシ鉄工 宮城県宮城郡利府町しらかし台6-14-5 022-356-6191 － 金属加工業 基地局向け支持金物強度向上のための形鋼切断技術革新事業

34 R2 株式会社ＭＣＧ 宮城県大崎市三本木字蒜袋字塚田37-1 0229-25-6470 － 酒類製造業 蒸留技術を活用し，新しい飲用ならびに消毒用アルコールの開発

35 R2 株式会社オークジャパン 宮城県仙台市泉区高森6-11-7 022-722-5825 － デザイン業 SDGsアウトサイドイン・公認ファシリテーター養成事業

36 R2  株式会社岩沼精工 宮城県岩沼市下野郷字大松原305‐3  0223-29-2121 http://www.iwanuma-seiko.jp 金属製品製造業 －

37 R2 株式会社Beauty　ｌａｌａ 宮城県仙台青葉区二日町17-5　６階 022-263-1645 － エステティック業
安心安全なＨＩＦＵ美容機器開発と、日本初のセミセルフ式ＨＩＦＵサロンのフランチャ
イズ展開

38 R2 株式会社　相澤製作所 宮城県仙台市若林区六丁の目元町7-1 022-288-6111 http://www.aizawa-ss.co.jp/index.html
建設用・建築用金属製品製
造業

－

39 R2 株式会社永勘染工場 仙台市若林区南染師町13番地　 022－223－7054 https://www.norenya.co.jp/ 繊維工業 新たな染色方法を用いた藍染製品の開発と新たな客層を開拓し売上増大を図る


