【第二部】出展企業一覧
No

企業名

業種

地域 所在地1

66

1 ㈱スリーエス

サービス業

県南 兵庫県西宮市松原町5番23号

67

2 ㈱岩手広告社

サービス業

県央 盛岡市大通1-11-2

68

3 ㈱いんべクリーニング

サービス業

県央 盛岡市西仙北1-41-25

69

4 休暇村 岩手網張温泉

サービス業

県央 岩手郡雫石町長山字小松倉14-3

70

5 ㈱コミュニティスケープ

サービス業

県央 盛岡市上堂2-3-50

71

6 ㈲栄光商会

サービス業

県北 久慈市栄町37-78-7

72

7 ㈱菊池技研コンサルタント

サービス業

沿岸 大船渡市赤崎町字石橋前６番地８

73

1 ㈱ツクイ

医療・福祉

県央 盛岡市東黒石野二丁目1番5号

74

2 (福)緑愛会

医療・福祉

県央 盛岡市北松園４丁目36番55号

75

3 (同)スプリングブリーズ

医療・福祉

県央 盛岡市永井19-197-2-C

76

4 (特非)ちえのわ福祉会

医療・福祉

県央 盛岡市厨川4丁目５－７

77

1 アートコーポレーション㈱

運輸業・郵便業

県央 宮城県仙台市泉区七北田字新田１２－６

78

2 ㈱サカイ引越センター

運輸業・郵便業

他

79

1 北日本石油㈱

卸売業・小売業

他

事業内容

建物総合管理会社である日本管財㈱と、警備のパイオニアであるセコム㈱が合弁で設立した会社、それが㈱スリーエスです。各都府県内にあ
る工場などの施設に常駐し、警備して頂きます。全国32か所の事業所があり、岩手県では県南地域に就業先が多数ございます。
総合広告代理店テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・屋外広告などの取り扱い、ポスター・チラシ各種印刷物の企画制作、テレビ・ラジオＣＭ・放
送番組などの企画制作、広告・ＰＲの企画立案、音楽、スポーツイベントなどの企画運営
一般クリーニング業 女性向けフィットネスクラブ事業～グループ会社～ホテルリネンサプライ事業 フランチャイズ事業(ダスキン) 障がい者
雇用事業(第三セクター方式)
全国に37ヶ所ある「休暇村」のひとつです。岩手山麓の大自然の中、ホテル（宿泊・日帰り・喫茶・売店）、温泉館、キャンプ場、スキー場
を経営しています。なかでも「ふれあいプログラム」は、自然、歴史・文化・産業と触れ合う機会をご提供する独自の取組みのひとつです。

公共の公園、緑地、スポーツ施設の調査計画、設計、観光レクリエーションの計画設計

ダスキンフランチャイズチェーンに加盟し、モップ・マット・空気清浄機・浄水器・化粧品・健康食品などを取扱いしています。また、2015
年11月に盛岡市に住宅型有料老人ホーム『こはくの風内丸』をオープン。ダスキン事業を基盤とし、更なる社会貢献を目指す。
総合建設コンサルタント（測量、設計、地質、補償業務）【道路、河川、砂防、道路構造物、敷地造成、漁港、港湾、水産、橋梁、農地、治
山、都市・地方計画、地すべり、水質、土質、建物、営業補償等】
【デイサービス最大手の東証一部上場企業です】・在宅介護事業・有料老人ホーム事業・サービス付き高齢者向け住宅事業・人材開発事業（株
式会社ツクイスタッフ）
山形県川西町において、認知症対応型共同生活介護事業「グループホーム新緑の丘」を運営しています。平成２７年春、盛岡市北松園に『特別
養護老人ホームサンタウン松園』開設し、運営しています。今春には、仙台市太白区に特別養護老人ホームを新規開設致しました。
訪問介護・介護予防訪問介護（介護保険）/居宅介護・重度訪問介護（障害者総合支援）/通所介護・介護予防通所介護（介護保険）住宅型有
料老人ホーム/訪問看護（介護保険・医療保険）
1．スローガン「君もオムツ交換の無い生理学等科学的根拠を持った介護をしよう事業：当法人は在宅介護サービス中心に：デイサービス5事
業・訪問介護1事業・有料老人ホーム4事業所の運営、令和3年に新規施設開所を計画、人に関わる仕事が好きな熱意ある若者募集
・引越事業及びそれに付帯する各種役務の提供に関する事業・国内におけるトラック輸送に関する事業・住宅の施工・改装等に関する事業・保
育所運営・家電製品の小売りに関する事業・自動車の輸入・販売及び車輛メンテナンスに関する事業・各種家事支援サービス

宮城県名取市上余田字千刈田900-4

引越運送、引越付帯サービス業務

東京都中央区日本橋蛎殻町１－２８－５

石油製品の販売自動車の・法定検査・整備・修理自動車用品の販売レンタカー事業・カーリペア事業・ホームリメイク事業生命保険・損害保

ヒューリック蛎殻町ビル

険の代理業・新エネルギーならびに電力供給事業
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80

2 ネッツトヨタ岩手㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市東仙北二丁目１３番３５号

トヨタ自動車製造の新車販売、中古車販売、自動車の点検・修理情報通信機器の取扱い、損害保険代理業他

81

3 ネッツトヨタ盛岡㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市東仙北二丁目14-20

新車・中古車販売、自動車買取り、自動車整備・点検・修理、損害保険代理業、情報通信機器販売（au、KDDI）など。

卸売業・小売業

他

・配置薬営業事業・調剤薬局・調剤併設ドラッグストア・ドラッグストア事業・医薬品製造事業・医療用医薬品研究開発事業

㈱富士薬品

埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-292-1

～おばちゃんのCMでおなじみのき～たかみじ・は・ん♪～岩手県盛岡市・北上市で、登録済み未使用の軽自動車専門店を運営しています。軽

82

4 きたかみ自販㈱細川商会

卸売業・小売業

県央 北上市村崎野19-118-16

83

5 岩手ダイハツ販売㈱

卸売業・小売業

県央 紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割334番地

ダイハツ車の新車・全メーカー中古車・自動車部品用品の販売、自動車の点検・整備・鈑金、損害保険の代理業

84

6 岩手トヨペット㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市上田二丁目19番40号

トヨタ・レクサスの新車販売、中古車の販売、整備、自動車部用品の販売、損害保険の代理店業務、au通信関連商品(携帯電話）の販売。

85

7 ㈱菅文

卸売業・小売業

県北 二戸市堀野字長地75-4

86

8 ㈱ファイブフォックス

卸売業・小売業

県央 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-60-7

87

9 トヨタカローラ岩手㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市上堂四丁目６番５号

88

10 岩手トヨタ自動車㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市上堂四丁目１２番１１号

89

11 日産プリンス岩手販売㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市津志田町１丁目１番２０号

90

12 ㈱木津屋本店

卸売業・小売業

県央 南大通2-3-20

91

13 新日東鋼管㈱

卸売業・小売業

県央 盛岡市月が丘1-30-51

92

14 ㈱ユニハイト

卸売業・小売業

県央 盛岡市下太田下川原50-8

93

15 ㈱コメリ

卸売業・小売業

県央 新潟県新潟市南区清水4501-1

自動車販売、買取、自動車整備、車検、鈑金、保険と自動車に関わるほぼすべての事業を行っています。

ホームセンター、石油類・ＬＰガス・ガス器具の販売、建築資材・住器販売・上下水道工事、リフォーム、住宅の設計・施工・監理損害保険代
理店

婦人服・紳士服・子供服・生活雑貨等の企画、製造、卸小売業

業種：自動車販売業トヨタ自動車製造の新車及び国産中古車販売、生命保険・損害保険販売、au携帯電話販売、各種カー用品販売、自動車の
車検・点検整備／設立：昭和３７年３月
自動車の販売・新車（トヨタ車・ダイハツ車）・各種Ｕ－Ｃａｒ／自動車の点検・整備／自動車の部品・用品・油脂・各種タイヤの販売／保険
の代理業・損害保険代理業務及び生命保険募集他／通信の代理業（ＥＴＣ・ＫＤＤⅠ）

新車・中古車の販売、自動車整備・修理・点検自動車保険等代理店

【事務用品・オフィス家具・事務IT機器・印刷用紙の総合商社】寛永１５年（１６３８）創業。官公庁自治体、各種企業のお客様に、事務IT機
器、オフィス家具、事務用品、印刷用紙を中心に、選定・導入からアフターサービスまでのトータルサポートを提供しております。
上下水道用資材・農業用土木資材の販売、冷暖房空調設備機器の販売および施工、給排水衛生設備機器の販売および施工、住宅設備機器の販
売および施工、管工事に関連する機械工具類の販売、鉄鋼、鋼材、鉄鋼構造物の販売、太陽光発電システムの設計・施工・販売
眼科医療機器、その他医療機器の販売、医療情報システムの販売。眼科医療機器の専門商社として、ユーザーのニーズにお応えすべく新サービ
ス・新技術にチャレンジし、安定成長を遂げています。

ホームセンター事業を中心に、インターネット・リフォーム・カード・ホームファッション・農業事業を展開
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スーパーマーケットの経営

94

16 ㈱マイヤ

卸売業・小売業

沿岸 大船渡市盛町字木町14-5

95

17 岩手県産㈱

卸売業・小売業

県央 紫波郡矢巾町流通センター南一丁目８番９号

96

1 花北興産㈲

教育・学習支援業

県南 北上市飯豊24地割75－2

建設業

県央 盛岡市北飯岡一丁目1-82

ﾊﾟﾙｺﾎｰﾑ・注文住宅の設計・施工・現場管理

花北モータースクール

【参加キャンセル】
㈱日盛ハウジング（ﾊﾟﾙｺﾎｰﾑ）

(1)岩手県内で生産される産品の卸及び小売(2)岩手県内で生産される産品の開発及び改良(3)物産展、見本市、商談会の企画及び実施(4)岩手県
内で生産される流通の情報収集分析(5)岩手県内で生産される商品の宣伝紹介
公安委員会指定の自動車教習所として普通車から大型二種まで多くの車種を取り扱っている。他高齢者講習などの各種講習の実施。岩手労働局
登録教習機関としてフォークリフトや車両系建設機械の資格、玉掛け、小型移動式クレーン、高所作業車、他にドローン講習も実施

97

1 樋下建設㈱

建設業

県央 盛岡市下太田下川原１００番１号

国土交通大臣許可による土木・建築一式工事業他15業種一級建築士事務所宅地建物取引業産業廃棄物処分業

98

2 ㈱平野組

建設業

県南 一関市竹山町６－４

建築・土木・舗装工事の施工、建築設計監理、産業廃棄物処理・処分業・宅地建物取引業

99

3 ㈱小田島組

建設業

県南 北上市藤沢20地割35

100

4 刈屋建設㈱

建設業

沿岸 宮古市刈屋11-80-3

101

5 宮城建設㈱

建設業

県北 久慈市新中の橋第4地割35番地の3

102

6 伸和ハウス㈱

建設業

県南 一関市竹山町3番9号

103

7 千田工業㈱

建設業

県南 北上市九年橋一丁目10番29号

104

8 板谷建設㈱

建設業

県南 奥州市水沢台町３－３５

総合工事業、土木・建築工事・舗装工事、暮らし支援サービス事業、一級建築士事務所

105

9 ㈱千葉建設

建設業

県南 一関市川崎町薄衣字大平３３０番地８

総合建設業（土木工事業、建築工事業、舗装工事業、管工事業、水道工事業、造園工事業）

106

1 ㈱ネクスト

情報通信業

県央 盛岡市大通1-1-16 岩手教育会館3F

1.常駐ｿﾌﾄ開発2.請負型ソフト開発3技術者派遣4情報処理サービス

情報通信業

県南 奥州市水沢横町94

㈱アイディーエス

公共事業を中心とした土木工事、IT関連事業。※道路改良工事、舗装工事、整地工事、橋梁工事、など土木工事全般。IT関連事業では、「位置
情報とIT技術を組み合わせたソリューション（課題解決）サービスの提供」に取り組んでおります。
公共土木工事（国、県、市町村）を中心に受注しています。地域に必要とされる企業を目指しています。ドローンによる測量や撮影、マシンコ
ントロール建設機械をいち早く導入して最先端の技術も積極的に導入しています。
総合建設業、建設工事用骨材の生産販売、生コンクリート・アスファルト合材の生産販売、石油製品の販売、産業廃棄物処理業、宅地建物取
引業ほか

住宅建築及び不動産販売・仲介

創業７４年の歴史と実績のある『総合建設業』です。住宅からビル建築、造園から土木構造物まで、建設に関わる様々な仕事をお世話頂いてま
す。

①ソフトウェアの開発、販売②コンピュータシステム導入･利用のコンサルテーション③コンピュータシステムの運用･サポート④コンピュータ
機器の販売⑤ソフトウェア技術者の派遣
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・コンピュータのソフト開発・コンピュータの機器販売

107

2 ㈱岩手ソフトエンジニアリング

情報通信業

県央 盛岡市前九年一丁目６－２７

108

3 ㈱ぴーぷる

情報通信業

他

109

4 ㈱シンエイシステム

情報通信業

県央 盛岡市南大通1-12-32

110

5 ㈱アルチザネットワークス

情報通信業

県央 滝沢市巣子152-417

111

6 LSI㈱

情報通信業

県央 滝沢市鵜飼下高柳14-14

112

1 ㈲タニムラフードサービス

製造業

沿岸 久慈市長内町20-84-3

生鳥の屠殺、脱毛処理から砂肝やレバーの製品製造

製造業

県央 盛岡市玉山区渋民字岩鼻20-18

建築用錠前、サッシ金具、建築金具製造

【参加キャンセル】美和ロック㈱

東京都台東区北上野2-18-4 ユニゾ北上野二丁
目ビル

①ITコンサルティング

②システム開発

③Webサイト構築･運営④ハードウエア等の販売

ソフトウェア開発：業務系システム開発（販売・給与・会計など）ハードウェア販売：パソコン・サーバー・複写機・プリンターなどハード
ウェア保守・点検・修理サプライ品の販売
通信インフラ構築に使用される通信計測機及び通信インフラの保守、運用管理を行うネットワーク・マネジメント・システムの開発、販売、並
びに各種通信機器の開発、販売
プリペイドカード・会員カード・診察券・社員証他全てのカード媒体を販売しています。またそれに纏わるソフトウェア開発販売も行います。
ポイントカードシステムにつきましては、独自開発を行い主に東北・北海道～九州まで導入実績を持っています。

113

2 ㈱ジャパンファーム

製造業

県央 盛岡市好摩字中塚3-3

チキン事業（肥育生産製造）、養豚事業、環境事業（バイオマスエネルギー他）

114

3 ㈱ＷＩＮＧ

製造業

県南 北上市二子町秋子沢118番8

工業用樹脂製品の製造

製造業

県央 奥州市水沢羽田町字明正147

【参加キャンセル】㈱及精鋳造所

岩手が誇る地場産業「鋳造」の会社です。機械部品用鋳鉄鋳物の製造・加工及び南部工芸鉄器の製造・販売を行っております。伝統と先端技
術をうまく取り入れ、経験と実績に裏打ちされた技術力で世界に鋳物部品を供給しています。

115

4 ㈱中央コーポレーション

製造業

県南 花巻市東宮野目第11地割5番地

橋梁、水門、JR構造物等の設計、製作、据付、メンテナンス

116

5 ㈱エーデルワイン

製造業

県南 花巻市大迫町大迫１０－１８－３

ワインの製造、販売

117

6 横河電子機器㈱

製造業

県央 盛岡市上飯岡1-15-8

118

7 ㈱岩手エッグデリカ

製造業

県北 八幡平市平笠第2地割6番地８

製造業

県南 奥州市胆沢小山字森161-1

【参加キャンセル】㈱キンレイ

⑤IT技術者派遣

当社は、・環境計測ビジネス・航海ビジネス・情報伝送ビジネス・航空宇宙ビジネス・燃焼ビジネス・セキュリティ機器向けの製品開発・製
造・販売とサービス提供を行っています。
加工卵（味付たまご・温泉たまご）の製造・販売。日本全国の大手コンビニやホテルチェーン、東北内のスーパーや給食会に出荷しています。
また、惣菜やスイーツの食品製造のほか、サラダファーム事業として観光パークの運営や花卉果菜類の栽培や販売も手掛けています。

各種電線製造機械メーカー（開発設計・製造・販売）
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【第二部】出展企業一覧

119

8 ㈱阿部繁孝商店

製造業

県北 二戸市福岡字中町１３

120

9 日本精機㈱

製造業

県央 新潟県長岡市東蔵王2-2-34

121

10 ㈱いわちく

製造業

県央 紫波郡紫波町犬渕字南谷地120

122

11 川嶋印刷㈱

製造業

県南 一関市字上大槻街３－１１

123

12 岩手缶詰㈱

製造業

沿岸 釜石市浜町1-1-205

124

1 東北酸素㈱

電気・ガス・水道業

県南 一関市山目町三丁目5番24号

125

2 ㈱ガスパル東北（大東建託グループ）

電気・ガス・水道業

県央

126

1 ㈱トヨタレンタリース岩手

不動産業・物品賃貸業 県央 盛岡市名須川町9-5

宮城県仙台市青葉区本町１－１１－２
台ビル4階

鶏肉の解体加工処理

【自動車及び汎用計器事業】四輪用計器、ヘッドアップディスプレイ、二輪用計器、農機･建機・船舶用計器等の開発・製造・販売【民生機器
事業】OA・情報機器操作パネルなどの開発・製造・販売【ディスプレイ事業】液晶表示素子の開発・製造・販売

主に岩手県内で生産された牛豚の処理・解体、食肉及び食肉加工品(ハムソーセージ等）の製造・販売、直営店の経営等

美術・商業・各種帳票を中心とした総合印刷会社です。コンピュータ制御による高品質印刷技術革新とともに、デジタルメディアコンテンツ事
業等情報産業サービスを目指しています。

食料品製造販売業（缶詰・冷凍食品・レトルト食品・ジュース・ジャム・ゼリーなど）

産業・医療用高圧ガス製造販売、溶接材料、鋳鋼機材、各種産業機器の専門商社です。岩手県内の病院や研究所、鉄工、土木、自動車、化学
関連のお客様へ安全・品質・情報・サービスをお届けしております。高圧ガスの充填工場が県内に2か所あり、社員は地元採用地元勤務です。
SK仙

大東建託株式会社（東証・名証一部上場）が建設する共同住宅の入居者様へのLPガス供給事業、ガス設備工事の請負（施工管理）事業等を全
国の１０１事業所（ガスパルグループ全体）で展開
〇自家用自動車の有償貸渡業（レンタカー事業 カーリース事業） 〇損害保険の代理店業 〇情報通信機器・通信回線の販売並びに取扱い
代理業
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