
 

会員（社員）名簿 
 

（五十音順、2021年 6月 10日現在） 

 

（ア行） 

（株）ＩＨＩ東北支社 

（株）ＩＨＩ原動機 

あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

（株）アイカムス・ラボ 

（株）愛工大興 

（株）アイチコーポレーション北日本支店 

愛知電機（株）東北支社 

会津碍子（株） 

会津喜多方商工会議所 

会津土建（株） 

会津若松商工会議所 

（株）ＩＢＣ岩手放送 

アイリスオーヤマ（株） 

青森朝日放送（株） 

（株）青森銀行 

（一社）青森県経営者協会 

（一社）青森県建設業協会 

青森県商工会議所連合会 

青森商工会議所 

青森綜合警備保障（株） 

（株）青森テレビ 

青森放送（株） 

青森三菱電機機器販売（株） 

青森三菱ふそう自動車販売（株） 

秋田朝日放送（株） 

秋田いすゞ自動車（株） 

秋田海陸運送（株） 

（株）秋田銀行 

（株）秋田グランドリース 

（一社）秋田県経営者協会 

（一社）秋田県建設業協会 

秋田県商工会議所連合会 

秋田県農業協同組合中央会 

（株）秋田魁新報社 

秋田酒類製造（株） 

秋田商工会議所 

秋田中央交通（株） 

秋田テレビ（株） 

（株）秋田電工 

（株）秋田放送 

昱機電（株） 

（株）アクアクララ東北 

アサヒビール（株）東北統括本部 

（株）アサヒファシリティズ東北支店 

芦野工業（株） 

味の素（株）東北支社 

熱海建設（株） 

（株）アトックス 

（株）アビーズ 

アヒコファインテック（株） 

アフラック生命保険（株）仙台総合支社 

（株）阿部和工務店 

阿部建設（株） 

（株）阿部長商店 南三陸 ホテル観洋 

（株）アライリースサービス 

荒川水力電気（株） 

（株）有沢製作所 

ａｒｉＴＶ（株） 

ＡＬＳＯＫ宮城（株） 

（株）安全サービスセンター 

アンデックス（株） 

（株）安藤・間東北支店 

（株）ＥＴＳホールディングス東北送電事業本部 

飯野海運（株） 

（株）Ｅライフ・パートナーズ 

ＥＹ新日本有限責任監査法人 仙台事務所 

（株）イエムラ 

イオンリテール（株） 

（株）イガラシ工業 

イシイ（株） 

石巻商工会議所 

（株）石本建築事務所 

（有）伊豆沼農産 

（株）イタリア軒 

一関商工会議所 

出光興産（株）東北支店 

（株）伊藤組 

伊藤組土建（株）東北支店 

伊藤忠商事（株）東北支社 

いわき商工会議所 

岩機ダイカスト工業（株） 

磐城通運（株） 

いわき電気工業（株） 

岩塚製菓（株） 

（株）岩手朝日テレビ 

岩手大崎電気（株） 



（株）岩手銀行 

（一財）岩手経済研究所 

（一社）岩手県経営者協会 

（一社）岩手県建設業協会 

岩手県商工会議所連合会 

岩手県信用農業協同組合連合会 

岩手県農業協同組合中央会 

岩手県北自動車（株） 

岩手トヨペット（株） 

（株）岩手日日新聞社 

（株）岩手日報社 

（株）岩手めんこいテレビ 

（株）岩電 

（株）ＩＮＰＥＸ 

（株）植木組 

（株）植松商会 

羽後電設工業（株） 

（株）宇徳 

エア・ウォーター東日本（株）東北支社 

（株）栄楽館ホテル華の湯 

（株）ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

東日本ネットワーク本部東北支社 

（株）エービーコンサルティング 

エームサービス（株）東北事業部 

（株）ＳＲＡ東北 

ＳＭＢＣ日興証券（株）仙台支店 

エスケイ産業（株） 

ＳＤ ＭＡＴＲＩＸ（株） 

ＮＥＣソリューションイノベータ（株）東北支社 

ＮＥＣネッツエスアイ（株）東北支店 

（株）ＮＳＴ新潟総合テレビ 

ＮＳユナイテッド海運（株） 

（株）ＮＴＫセラテック 

（株）ＮＴＴデータ東北 

（株）ＮＴＴドコモ東北支社 

ＮＴＴ都市開発（株）東北支店 

エヌ・デーソフトウェア（株） 

ＥＮＥＯＳ（株）東北支店 

（株）荏原製作所東北支社 

（株）エフエム青森 

（株）エフエム仙台 

（株）エルタス東北 

（株）エルデック 

遠藤鋼機（株） 

奥羽電気設備（株） 

奥州商工会議所 

（株）応用電業社 

大井建設（株） 

大井電気（株）東北支社 

大崎電気工業（株） 

（株）大武・ルート工業 

大館商工会議所 

（株）大塚商会仙台支店 

（株）大林組東北支店 

大原電業（株） 

大船渡商工会議所 

大曲商工会議所 

（株）大本組東北支店 

大森建設（株） 

（有）オガタ 

（株）オカムラ 東日本支社 

沖電気工業（株）東北支社 

奥田建設（株） 

（株）奥村組東北支店 

奥山ボーリング（株） 

小名浜製錬（株） 

小名浜石油（株） 

（株）小野組 

小幡建設工業（株） 

オムロン（株）営業本部東北営業課 

小山田電業（株） 

オルガノ（株）東北支店 

 

（カ行） 

 

カイハツ産業（株） 

カイリク（株） 

下越通信工業（株） 

（株）加賀田組 

岳南建設（株）仙台支店 

（株）角弘 

鹿島建設（株）東北支店 

鹿島建物総合管理（株）東北支社 

鹿島道路（株）東北支店 

（株）菓匠三全 

柏崎商工会議所 

（株）片桐製作所 

加藤建材工業（株） 

（株）鐘崎 

叶 内 紀 雄 

（株）河北新報社 

（株）河北新報普及センター 

釜石商工会議所 

上北建設（株） 

加美電子工業（株） 

カメイ（株） 

カメイ商事（株） 



亀田製菓（株） 

（株）カリーナフードサービス 

（株）川喜 

川北電気工業（株）東北支社 

川口印刷工業（株） 

川崎汽船（株） 

川崎重工業（株）東北支社 

川嶋印刷（株） 

（株）かわでん 

ＮＰＯ法人 環境会議所東北 

神田産業（株） 

（株）関電工東北支店 

（公財）環日本海経済研究所 

菅野建設工業（株） 

（株）かんぽ生命保険東北エリア本部 

キクニ（株） 

（株）北岩手電工 

北上商工会議所 

北関東空調工業（株） 

北芝電機（株） 

（株）北日本銀行 

北日本工業（株） 

北日本電材（株） 

北日本電線（株） 

北日本電線サービス（株） 

キヤノンマーケティングジャパン（株） 

仙台支店 

（株）九電工東北支社 

協三工業（株） 

（株）亨和建設 

（株）きらやか銀行 

キリンビール（株）仙台工場 

（株）近畿日本ツーリスト東北 

（株）きんでん東北支社 

空調企業（株） 

久慈琥珀（株） 

久慈商工会議所 

（株）久慈設計 

（株）クボタ東北支社 

（株）熊谷組東北支店 

（株）熊谷建設工業 

（株）倉元製作所 

栗田工業（株）東北支店 

（株）栗本鐵工所東北支店 

（株）クレハ 

黒石商工会議所 

ＫＤＤＩ（株）東北総支社 

ケーブルメディア（株） 

気仙沼商工会議所 

原子燃料工業（株）東北支店 

（株）建設新聞社 

原燃輸送（株）六ヶ所輸送事業所 

弘進ゴム（株） 

（株）高速 

（株）鴻池組東北支店 

（株）神戸製鋼所東北支店 

（株）江陽グランドホテル 

幸和機械（株） 

（株）光和電設 

Ｃｏｓｙｌａｂ Ｊａｐａｎ（株） 

郡山商工会議所 

コクヨ東北販売（株） 

"国立研究開発法人産業技術総合研究所 

東北センター" 

（株）小坂工務店 

小坂製錬（株） 

五所川原商工会議所 

コセキ（株） 

小松物産（株） 

（株）コミューナ 

（株）小山商会 

五洋建設（株）東北支店 

（株）近藤組 

（株）コンド電機 

今野印刷（株） 

（株）コンピュータシステム研究所 

 

  

（サ行）

斎藤建設（株） 

斎藤マシン工業（株） 

サイト工業（株） 

（株）佐浦 

酒田海陸運送（株） 

酒田共同火力発電（株） 

酒田商工会議所 

佐川急便（株）南東北支店 

（株）佐藤建設 

佐藤建設工業（株）東北支店 

（株）佐藤工務 

（株）佐藤ホールディングス 

三機工業（株）東北支店 

山九（株） 

（株）サンコーシヤ東北支店 

三条商工会議所 



（株）サンテック東北支社 

サントリー酒類（株）東北支社 

三洋テクニックス（株） 

三陸運輸（株） 

（株）ジーブリッジ 

ＪＲ東日本東北総合サービス（株） 

ジェイアールバス東北（株） 

ＪＦＥエンジニアリング（株）東北支店 

ＪＦＥスチール（株）東北支社 

（株）ＪＴＢ 

（株）ＪＴＢコミュニケーションデザイン  

プロモーション事業局 

塩竈港運（株） 

塩釜商工会議所 

（株）鴫原建設工業所 

（株）七十七カード 

（株）七十七銀行 

七十七信用保証（株） 

新発田商工会議所 

清水建設（株）東北支店 

上越ケーブルビジョン（株） 

上越商工会議所 

庄司建設工業（株） 

（株）商船三井 

（株）商船三井内航 

（株）昭電東北支店 

（株）荘内銀行 

荘内三菱電機商品販売（株） 

湘南送電工事（株）東北支社 

常磐共同火力（株） 

常磐興産（株） 

（株）常陽銀行仙台支店 

昭和電工（株）東北アンモニアセンター 

昭和電線ケーブルシステム（株）北日本支店 

（株）食むすび 

（株）白謙蒲鉾店 

白石商工会議所 

信越化学工業（株） 

新商（株） 

新庄商工会議所 

新庄信用金庫 

新地発電産業（株） 

新日本空調（株）東北支店 

新むつ小川原（株） 

新菱冷熱工業（株）東北支社 

須賀川商工会議所 

杉山建設工業（株） 

（株）スマートコミュニティーサービス 

住友化学（株） 

住友商事東北（株） 

住友生命保険（相）東北法人部 

住友電気工業（株）東北支店 

住友不動産（株） 

関場建設（株） 

石油資源開発（株） 

セコム（株）東北本部 

（株）錢高組東北支店 

（株）セブン＆アイ・ホールディングス 

ゼライス（株） 

セルコホーム（株） 

仙建工業（株） 

全国農業協同組合連合会宮城県本部 

センコン物流（株） 

仙台印刷工業団地協同組合 

仙台運送（株） 

（協）仙台卸商センター 

（公財）仙台観光国際協会 

（株）仙台共同印刷 

（株）仙台銀行 

仙台空港鉄道（株） 

仙台経済同友会 

仙台国際ホテル（株） 

仙台ＣＡＴＶ（株） 

仙台市ガス局 

（公財）仙台市産業振興事業団 

仙台商工会議所 

（公社）仙台青年会議所 

（株）仙台測器社 

（株）仙台タクシー 

仙台ターミナルビル（株） 

仙台トヨペット（株） 

（株）仙台ニコン 

（株）仙台ビルディング 

（株）仙台放送 

（株）仙台三越 

（株）セント 

全日本空輸（株）仙台支店 

（株）ソーゴ 

（株）総合設備計画東北事務所 

双日（株）東北支店 

（株）創童舎 

相馬共同火力発電（株） 

相馬商工会議所 

ソニーストレージメディアマニュファクチャ

リング（株） 

（株）ソノベ 

ソフトバンク（株）広域法人第一営業本部 第

二営業統括部 東北営業部 

（株）空地音ハーモニー 

損害保険ジャパン（株



（タ行） 

第一貨物（株） 

（株）第一広告社 

第一生命保険（株）仙台総合支社 

第一中央汽船（株） 

（株）ダイオーズジャパン仙台支店 

ダイキンＨＶＡＣソリューション東北（株） 

（株）大光銀行 

泰光住建（株） 

大興物産（株）北日本支店 

（株）第四北越銀行 

大成建設（株）東北支店 

（株）大東銀行 

大東電材（株） 

（株）泰平商会 

太平電気（株） 

太平洋汽船（株） 

大平洋金属（株） 

太平洋セメント（株）東北支店 

（株）ダイヘン東北支社 

（株）ダイユーエイト 

（株）大洋バルブ製作所 

大和建設工業（株） 

大和証券（株）仙台支店 

大和電設工業（株） 

大和ハウス工業（株）仙台支社 

（株）タカコウ・ハウス 

髙島電機（株） 

高橋印刷（株） 

（株）タカハタ電子 

（株）高見屋旅館 

高柳電設工業（株） 

（株）田口商会 

（株）竹中工務店東北支店 

（株）竹中土木東北支店 

（株）田中組 

田辺工業（株） 

（株）谷村建設 

（株）たびむすび 

（株）丹青社東北営業所 

（株）千田精密工業 

中央精機（株）白河工場 

（独）中小企業基盤整備機構東北本部 

（株）千代田組東北支店 

千代田工販（株）東北支店 

通研電気工業（株） 

燕商工会議所 

敦井産業（株） 

鶴岡商工会議所 

鶴岡信用金庫 

（株）ＤＮＰ東北 

（株）ＴＴＫ 

テクノ・マインド（株） 

鉄建建設（株）東北支店 

（株）デーリー東北新聞社 

（株）テレビ岩手 

（株）テレビ新潟放送網 

（株）テレビユー福島 

デンカ（株） 

電源開発（株） 

（株）デンコードー 

（株）電通東日本仙台支社 

天童商工会議所 

（株）電洋社 

（株）でん六 

（株）デンロコーポレーション 

東亜建設工業（株）東北支店 

（株）東栄科学産業 

（株）東奥日報社 

東開工業（株） 

東海東京証券（株）仙台支店 

東急（株） 

東京海上日動火災保険（株） 

東京産業（株）東北支店 

東京電力ホールディングス（株） 

（株）東光クリエート 

（株）東光高岳東北支社 

東光電気工事（株）東北支社 

（株）東芝東北支社 

東芝デジタルソリューションズ（株）東北支社 

東芝プラントシステム（株）東北支社 

東ソー（株）仙台支店 

東杜シーテック（株） 

（株）東邦アーステック 

東邦アセチレン（株） 

東邦運輸倉庫（株） 

（株）東邦銀行 

東北アルフレッサ（株） 

東北イノベーションキャピタル（株） 

東北医療福祉事業協同組合 

東北インテリジェント通信（株） 

東北インフォメーション・システムズ（株） 

東北エアサービス（株） 

東北エネルギー懇談会 

東北エネルギーサービス（株） 

（株）東北開発コンサルタント 

東北化学薬品（株） 

（公財）東北活性化研究センター 

（株）東北議事録センター 



（株）東北銀行 

東北計器工業（株） 

東北建設（株） 

東北建設業協会連合会 

東北港運協会 

（株）東北構造社 

東北三和鋼器（株） 

東北自然エネルギー（株） 

東北生産性本部 

東北送配電サービス（株） 

東北大学ベンチャーパートナーズ（株） 

（一社）東北地域づくり協会 

東北電化工業（株） 

東北電機製造（株） 

（一財）東北電気保安協会 

東北電子工業（株） 

東北天然ガス（株） 

東北電力（株） 

東北電力ネットワーク（株） 

東北東ソー化学（株） 

東北特殊鋼（株） 

東北七県配電工事（株） 

（一社）東北ニュービジネス協議会 

（株）東北博報堂 

東北発電工業（株） 

（株）東北日立 

（株）東北フジクラ 

東北放送（株） 

東北ポートサービス（株） 

東北ポール（株） 

東北ミサワホーム（株） 

東北緑化環境保全（株） 

東洋建設（株）東北支店 

東洋証券（株）仙台支店 

東洋刃物（株） 

東洋ワーク（株） 

東レ（株）東北支店 

（株）東和エスピー企画 

東和電材（株） 

ＤＯＷＡホールディングス（株） 

㈱トーキン 

有限責任監査法人トーマツ 

（株）トークス 

（独）都市再生機構東日本都市再生本部 

（株）都市整備 

戸田建設（株）東北支店 

凸版印刷（株）東日本事業本部 

飛島建設（株）東北支店 

（株）登米精巧 

（株）巴コーポレーション 

トヨタ自動車東日本（株） 

豊田通商（株）東北支店 

十和田商工会議所 

（ナ行） 

長井商工会議所 

長岡商工会議所 

（株）永木精機 

（株）中北電機 

中田建設（株） 

（株）ナカムラ 

那須建設（株） 

（株）成田屋電設 

南光運輸（株） 

新潟運輸（株） 

（株）新潟グランドホテル 

（一財）新潟経済社会リサーチセンター 

（一社）新潟県経営者協会 

（一社）新潟県建設業協会  

新潟県上越国土測量（株） 

（一社）新潟県商工会議所連合会 

新潟県天然ガス協会 

新潟県農業協同組合中央会 

新潟県を豊かにする会 

新潟商工会議所 

新潟綜合警備保障（株） 

（株）新潟テレビ２１ 

（株）新潟日報社 

新潟配電工事（株） 

（株）新潟放送 

西松建設（株）北日本支社 

ニチコン（株） 

（株）日刊工業新聞社東北・北海道総局 

（株）日建設計東北支社 

（株）日幸電機製作所仙台営業所 

日新電機（株）東北支店 

日通商事（株）仙台支店 

日鉄エンジニアリング（株）東北支店 

日鉄建材（株） 

日東ベスト（株） 

日本貨物鉄道（株）東北支社 



日本銀行仙台支店 

日本精機（株） 

日本製紙（株）石巻工場 

日本製鉄（株）東日本製鉄所釜石地区 

日本通運（株）仙台支店 

日本電気（株）東北支社 

日本郵便（株）東北支社 

日本アイ・ビー・エム（株） 

日本海エル・エヌ・ジー（株） 

日本ガイシ（株）仙台営業所 

日本管財（株） 

（一社）日本建設業連合会東北支部 

日本原燃（株） 

日本航空（株）東北支店 

日本証券業協会東北地区協会 

（株）日本政策投資銀行東北支店 

日本生命保険（相） 

日本全薬工業（株） 

日本地工（株）東北支社 

日本鉄塔工業（株）仙台営業所 

（一社）日本電気協会東北支部 

（一社）日本道路建設業協会東北支部 

（株）日本能率協会マネジメントセンター 

東北営業部 

日本の宿 古窯 

（一社）日本プロジェクト産業協議会 

日本郵船（株） 

日本ユニシス（株）東北支店 

日本リーテック（株）東北地区電力支社 

（株）日本旅行東北 

（株）ニューメディア 

（株）ニューリース 

（株）ネクスコ・エンジニアリング東北 

（株）ネクスコ・トール東北 

（株）ネクスコ・パトロール東北 

（株）ネクスコ・メンテナンス東北 

ネットワンシステムズ（株）東北支店 

（株）農協観光 東北統括支店 

能美防災（株）東北支社 

農林中央金庫仙台支店 

能代運輸（株） 

能代商工会議所 

能代電設工業（株） 

（株）乃村工藝社東北支店 

野村證券（株）仙台支店 

野村證券（株） 

 

 

（ハ行） 

 

 

ハード工業（有） 

（株）バイタルネット 

（株）橋本店 

（株）畑山 

八戸港湾運送（株） 

八戸商工会議所 

（株）ハッピージャパン 

パナソニック（株）東北支店 

（株）パナックス・ジャパン 

花巻商工会議所 

ハマツ観光（株）ホテルハマツ 

原町港湾運送（株） 

原町商工会議所 

ハリウコミュニケーションズ（株） 

（株）パワフルジャパン宮城 

（株）半田工務店 

（株）ピー・ソフトハウス 

（株）ＢＳＮアイネット 

（株）ピーエス三菱東北支店 

（株）東日本放送 

東日本興業（株） 

東日本高速道路（株）東北支社 

東日本電信電話（株）宮城事業部 

東日本旅客鉄道（株）仙台支社 

日高商事（株） 

（株）日立国際電気東日本支社 

（株）日立システムズ東北支社 

（株）日立製作所東北支社 

日立造船（株）東北支社 

（株）日立ソリューションズ東日本 

（株）日立ハイテク東北支店 

（株）日立ビルシステム東日本支社 

（株）ヒメノ東北支店 

（株）平野組 

弘前商工会議所 

（株）廣瀨 

フィデアホールディングス（株） 

（株）深松組 

福島貸切辰巳屋自動車（株） 

（株）福島銀行 

福島県経営者協会連合会 

（一社）福島県建設業協会 

福島県商工会議所連合会 

（有）福島路ビール 

福島商工会議所 

福島信用金庫 

（株）福島中央テレビ 

福島テレビ（株） 



福島トヨペット（株） 

（株）福島配電 

（株）福島放送 

（株）福島民報社 

福島民友新聞（株） 

（株）福田組 

（株）福田商会 

福田道路（株）東北支店 

福浜大一建設（株） 

（株）藤崎 

藤田金屬（株） 

藤田建設工業（株） 

（株）フジタ東北支店 

（株）富士通エフサス 東北支社 

富士通Ｊａｐａｎ（株）宮城支社 

富士電機（株）東北支社 

（株）フジドリームエアラインズ 

富士フイルムビジネスイノベーションジャパ

ン（株）宮城支社 

藤本電気工事（株） 

（株）復建技術コンサルタント 

古川商工会議所 

古川電気工業（株） 

古河電気工業（株）東北支社 

（株）ブルボン 

ブレイントラスト アンド カンパニー（株） 

（株）プロジェクト地域活性 

（株）プロスパイン 

（株）ベルシステム２４東北支店 

（株）ホクエツ 

北越工業（株） 

（株）北洲 

北辰工業（株） 

（株）北都銀行 

北陸ガス（株） 

（一財）北海道東北地域経済総合研究所 

ホテル青森 

（株）ホテルオークラ東京 

（株）ホテルオークラ新潟 

（株）ホテル佐勘 

ホテルモントレ（株）ホテルモントレ仙台 

保土谷化学工業（株） 

（株）本間組 

（株）本間利雄設計事務所 

 

 

（マ行） 

 

 

（株）マーマ食品 

（有）マイティー千葉重 

前田建設工業（株）東北支店 

前田製管（株） 

（株）ＭＡＫＯＴＯ 

（株）ＭＡＫＯＴＯキャピタル 

升川建設（株） 

（株）マツモトキヨシ東日本販売 

丸運建設（株） 

丸善雄松堂（株）仙台支店 

（株）マルト長谷川工作所 

マルニ食品（株） 

丸紅（株）東北支社 

（株）丸山運送 

マンパワーグループ（株）北日本統括部 

（株）三浦組 

（株）みずほ銀行仙台法人部 

みずほ証券（株）仙台支店 

みずほ信託銀行（株）仙台支店 

みずほリース（株）仙台支店 

（株）みちのく銀行 

みちのくコカ・コーラボトリング（株） 

（株）みちのりホールディングス 

三井住友カード（株）東北営業部 

三井住友海上火災保険（株）東北本部 

（株）三井住友銀行東北法人営業部 

三井住友建設（株）東北支店 

三井住友信託銀行（株）仙台支店 

三井住友ファイナンス＆リース（株）東北営業部 

三井物産（株）東北支社 

三井物産プラントシステム（株）東北支社 

三井不動産（株）東北支店 

（株）ミツウロコヴェッセル東北 

三ッ引興業（株） 

三菱ＨＣキャピタル（株）東北法人支店 

三菱ケミカルハイテクニカ（株）上越テクノセ

ンター 

三菱地所（株）東北支店 

三菱重工業（株） 

三菱商事（株）東北支社 

三菱商事エネルギー（株）東北支店 

三菱商事建材（株）東北支店 

三菱電機（株）東北支社 

三菱電機システムサービス（株）加速器技術 

センター 

三菱電機住環境システムズ（株）東北支社 

三菱電機プラントエンジニアリング（株） 

東日本本部東北支社 

三菱パワー（株）東北支社 

三菱マテリアル（株）東北支店 



（株）三菱ＵＦＪ銀行仙台支店 

三菱ＵＦＪ信託銀行（株）仙台支店 

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株） 

仙台支店 

ミドリ安全宮城（株） 

（株）宮城化成 

宮城県漁業協同組合 

（一社）宮城県銀行協会 

（一社）宮城県経営者協会 

（一社）宮城県建設業協会 

宮城県商工会議所連合会 

医療法人仁泉会 みやぎ健診プラザ 

宮城県森林組合連合会 

宮城県電気工事工業組合 

宮城県農業協同組合中央会 

宮城交通（株） 

（公財）みやぎ産業振興機構 

宮城商事（株） 

宮城第一信用金庫 

（株）宮城テレビ放送 

宮城トヨタ自動車（株） 

宮城配電工事（株） 

宮古商工会議所 

三八五流通（株） 

（株）宮澤商店 

美和電気工業（株）東北支社 

むつ商工会議所 

（株）陸奥新報社 

むつみ造園土木（株） 

宗運（株） 

明光ビルサービス（株） 

明治安田生命保険（相）仙台支社 

名鉄観光サービス（株）東北営業本部 

（株）明電舎東北支店 

盛岡商工会議所 

盛岡ターミナルビル（株） 

（株）守谷商会東北支店 

森トラスト（株）仙台支店 

杜の都信用金庫 

守屋木材（株） 

 

 

（ヤ行） 

 

 

（株）ヤナセ 札幌東北営業本部 

（株）山形銀行 

（公財）山形県企業振興公社 

（一社）山形県経営者協会 

（一社）山形県建設業協会 

山形県商工会議所連合会 

山形商工会議所 

（株）山形新聞社 

（株）山形テレビ 

山形パナソニック（株） 

（株）山形ビルサービス 

山形放送（株） 

（株）山岸測量事務所 

（株）ヤマコー 

山武北山建設（株） 

ヤマト運輸（株）東北支社 

（株）やまや 

（株）ユアテック 

（株）ゆうちょ銀行東北エリア本部 

（株）ユートス 

（株）ユーメディア 

湯沢商工会議所 

（株）ヨークベニマル 

横手商工会議所 

横山建設（株） 

（株）吉岡屋 

（株）吉田産業 

米沢商工会議所 

米沢電線（株） 

読売新聞東北統括本部 

 

 

 

（ラ行） 

 

 

（株）ライト・エージェンシー仙台支社 

（株）楽天野球団 

（株）ラジオ福島 

（株）ランドスタッフ 

国立研究開発法人理化学研究所仙台地区 

リコージャパン（株）宮城支社 

リサイクル燃料貯蔵（株） 

（株）りそな銀行仙台支店 

菱和建設（株） 

凌和電子（株） 

リンカーズ（株） 

（株）リンコーコーポレーション 

リンベル株式会社 

（株）ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ



（ワ行）  

ＹＫＫ ＡＰ（株）東北製造所 

ワタヒョウ（株） 

（株）渡会電気土木 

  

 


