
会社名 代表者氏名 業種 業務内容

保険業、生命保険、損害保険代理
店〒020-0114 盛岡市高松2-2-7-2Ｆ ＴＥＬ 019-663-8113

http://www.aidca.co.jp/ ＦＡＸ 019-663-8114 fp-info@fp-hiroe.com

不動産賃貸、売買仲介、管理業務、

〒020-0861 盛岡市仙北1-15-51 ＴＥＬ 019-634-0440 リフォーム等

http://www.art-f.co.jp/ ＦＡＸ 019-635-2544 d.sakurai@art-f.co.jp

〒028-0523 遠野市中央通り5-5 TEL 0198-62-2520

http://xn.--pckzedt92r.com/ FAX 0198-62-2520 alpha@tono-alpha.co.jp
流通用計量植付機・工業用計量
器、
トラックスケール・食品自動計量包

〒020-0127 盛岡市前九年3-5-22 ＴＥＬ 019-647-1575
装機・金属探知器・Ｘ線異物検出
器・

ＦＡＸ 019-646-3406 iwate@210ishida.co.jp 計量データシステム各種

日立住宅設備機器の修理、販売

メンテナンス、ボイラー、風呂釜、

〒020-0402 盛岡市黒川22-56 ＴＥＬ 019-696-5611 浄化槽の申請、設計、施工、監理

http://www5.ocn.ne.jp/~iw-nikka/ ＦＡＸ 019-696-5614 nikka-ladoy@cello.ocn.ne.jp 合併浄化槽

ディサービス施設経営（めだかの

〒020-0403 盛岡市乙部31-17 ＴＥＬ 019-675-1199 ディサービス）

ＦＡＸ 019-675-1195

自動車車体整備、板金、塗装、車検

〒020-0144 盛岡市土渕字谷地道118-1 ＴＥＬ 019-647-0390 業務

ＦＡＸ 019-646-7436 ogawaharabankin@blue.ocn.ne.jp

塗装、一般内外装

〒020-0013 盛岡市上田堤1-24-26 ＴＥＬ 019-601-4014

ＦＡＸ 019-601-2478 h.kawakami@yamaka.org

リフォーム、一般住宅のリフォーム、

〒020-0004 盛岡市山岸3-1-4 ＴＥＬ 019-665-1616 介護のための住宅リフォームと水廻

http://www.kurashi-inc.com/ ＦＡＸ 019-665-5151 kurashi@chorus.ocn.ne.jp り

コンピューターシステム開発、

〒020-0021 盛岡市中央通3-15-25 ＴＥＬ 019-651-1522 ハードウェア販売、プロバイダ事業、

http://www.senet.co.jp/ ＦＡＸ 019-651-1521 s-sugamura@senet.co.jp 特定人材派遣

木造建築の設計施工、住宅・リ
フォーム・〒020-0503 岩手郡雫石町七ツ森182-6 ＴＥＬ 019-692-4210 店舗、高齢者施設の設計施工

http://www.eco-biken.com/ ＦＡＸ 019-692-4211 sakurada@eco-biken.com

空調設備機器、住宅設備保守

〒028-3621 紫波郡矢巾町広宮沢8-5-1 ＴＥＬ 019-697-7200 販売

http://www.srs.co.jp/ ＦＡＸ 019-697-7209 yukiom@srs.co.jp

〒020-0861 盛岡市仙北3-17-15 ＴＥＬ 019-613-5901

http://www2.ocn.jp/~garden-s ＦＡＸ 019-634-0116 senboku@able.ocn.ne.jp

〒029-2203 遠野市青笹町糠前37-29-7 ＴＥＬ 0198-63-2080

http://tono.si-dsg.com/ ＦＡＸ 0198-60-1155

〒029-2203 奥州市前沢区字五合田19-1 本杉工業団地内ＴＥＬ 0197-56-2464

http://www.chidaseimitsu.com/ ＦＡＸ 0194-56-2418 y-chida@chidaseimitsu.com
電気機器製造業、制御盤の設計、
製造

〒020-0401 盛岡市手代森第5地割19-10 ＴＥＬ 019-675-2277 環境事業（家畜排泄物処理のｺﾝｻ
ﾙ、

http://www.kidenkaihatsu.co.jp/ ＦＡＸ 019-675-2288 goh.mitoya@kidenkaihatsu.co.jp 農業用資材の製造、販
売）
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岩手イシダ株式会社

株式会社アート不動産

4

アルファ株式会社
3

有限会社いわてにっかコミュニティ企画

7
有限会社小川原自動車鈑金

8
川上塗装工業

6

9

11

10
株式会社システムエンジニアリング

5

15
株式会社千田精密工業

16

不動産業

代表取締役 吉田ひさ子
通所介護・訪問介護・居宅支援事業

浄化槽のメンテナンス事業
岩手日化サービス株式会社 代表取締役 吉田廣身

代表取締役 西川秀恕

代表取締役 平野利幸

代表取締役 櫻井澄男
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有限会社くらし建築工房

スポーツ用品販売、マーク看板

サービス業

建設業

計量器の製造メンテナンス業

住宅リフォーム業

塗装業

半導体製造装置部品及び液晶製造
装置部受注製造

造園工事、管理業

自動車教習、

自動車車体整備業

有限会社アイドカ 代表取締役 田中 広江
保険業

代表取締役 田村 満

情報サービス業

建設業・総合設備業

小売業・サービス業

代表取締役 千田 伏二夫
精密機械機器製造業

信幸プロテック株式会社

14
株式会社高田自動車学校(遠野ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ

代表取締役 村松幸雄

造園業
13

代表 佐藤康之仙北造園

代表取締役 菅村 覚

1

代表取締役 小川原一成

代表取締役 中村喜一

住工房森の音 有限会社美建工業 代表取締役 桜田文昭

代表 川上 秀郎

東日本機電開発株式会社 代表取締役 水戸谷 剛
電気機器製造業、特殊肥料製造業



会社名 代表者氏名 業種 業務内容

LPガス、灯油、燃料器具、

〒020-0401 盛岡市山岸6-5-12 ＴＥＬ 019-662-8854 住宅設備機器、暖房器、設備工事

ＦＡＸ 019-662-8857

顧客管理カードシステム

携帯による受発注システム

〒020-0401 岩手郡滝沢村鵜飼字下高柳14-14 ＴＥＬ 019-656-1177 入退室管理システム、液晶ポスター

http://e-lsi.jp/ ＦＡＸ 019-687-6600 morioka@e-lsi.jp ＬＥＤ看板ｷｬﾉﾝ製品駐車場ｼｽﾃﾑ等

〒029-2204 陸前高田市気仙町字町110 ＴＥＬ 0192-55-3261

http://www.yagisawa-s.co.jp/index.html ＦＡＸ 0192-55-3262 info@yagisawa-s.co.jp

経営者団体事務局（全県に40０社）

各種経営の勉強会、人材育成の活
動〒020-0063 盛岡市材木町９－１３ ＴＥＬ 019-626-4477 等中小企業の経営に関わる課題に
取http://iwate.doyu.jp/ ＦＡＸ 019-626-1644 info@iwate.doyu.jp り組んでいます。

≪Ｕターン情報≫宮城の元気企業を紹介！！求人情報満載

計量器（秤）の製造・販売 流通用計量植付機・工業用計量
器、メンテナンス業 トラックスケール・食品自動計量包

〒984-0015 宮城県仙台市若林区卸町5-3-5 ＴＥＬ 022-235-3561
装機・金属探知器・Ｘ線異物検出
器・

http://www.210ishida.co.jp ＦＡＸ 022-235-3519 honbu@210ishida.co.jp 計量データシステム各種

車体整備（板金・塗装）

シート張替え、室内部品製作

〒989-0215 宮城県白石市斎川字伊具田25-1 ＴＥＬ 0224-24-3511 バス車体のデザイン及び設計

http://www.vi-crew.co.jp/ ＦＡＸ 0224-24-3510 mailto:job@vi-crew.co.jp ルームクリーニング 他

〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2-11-1リバースビルＴＥＬ 022-218-2571

http://miyagi.doyu.jp/ ＦＡＸ 022-218-2575 miyagi@m-doyu.gr.jp

求人情報紹介

≪Ｕターン情報≫岩手の元気企業を紹介！！求人情報満載

〒020-0063 盛岡市材木町９－１３ ＴＥＬ 019-626-4477

http://iwate.doyu.jp/ ＦＡＸ 019-626-1644 info@iwate.doyu.jp

求人相談・紹介
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18

21
日東イシダ株式会社

宮城県中小企業家同友会
経営者団体

20
岩手県中小企業家同友会 事務局長 菊田 哲

経営者団体

食品製造業

専門サービス業

19
株式会社八木澤商店 代表取締役 河野和義

代表取締役 鬼柳 義達

代表取締役 鍋島孝敏

22

「無添加食品」醤油、生揚醤油、

有限会社ミウラ燃機 専務取締役 三浦 巌
ガス業

ＬＳＩ株式会社

24

総合相談コーナー 事務局長 菊田 哲
経営者団体

株式会社ヴィクルー 代表取締役 佐藤 全 企画、デザイン、自動車整備
業

23


