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1 企業 株式会社アーアル研究所 一関市 各種レンズ加工

2 企業 株式会社相澤鐵工所　岩手工場 奥州市
製造業/金属加工機械設計・製造、
販売、アフターサービス

3 企業 IGRいわて銀河鉄道株式会社 盛岡市 鉄道業

4 企業 株式会社アイシーエス 盛岡市 情報処理サービス業

5 企業 アイシン東北株式会社 金ヶ崎町 自動車部品製造

6 企業 株式会社アサヒテクノ 北上市

7 企業 有限会社アトム工房 奥州市 看板、塗装

8 企業 株式会社アロン社 一関市
電子部品・デバイス・電子回路製造
業

9 企業 イーストライズ株式会社 盛岡市 情報サービス業

10 企業 一関糧運株式会社 一関市 道路貨物運送業

11 企業 岩舘電気株式会社 盛岡市 電気工事業

12 企業 株式会社岩手開発測量設計 盛岡市 建設関連業

13 企業 株式会社岩手銀行 盛岡市 銀行業

14 企業 岩手県南運輸株式会社 大船渡市 自動車輸送業

15 企業 岩手酸素株式会社 北上市 高圧ガス販売

16 企業 岩手三和ソーイング有限会社 奥州市 縫製業

17 企業 岩手製鉄株式会社 北上市 鋳造業
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18 企業 岩手鋳機工業株式会社 奥州市 製造業

19 企業 株式会社岩手東京ワイヤー製作所 奥州市 非鉄金属製造業

20 企業 株式会社岩手ナブコ 盛岡市 建設（建具工）

21 企業 岩手ハネダコンクリート株式会社 奥州市 製造業(窯業）

22 企業 イワフジ工業株式会社 奥州市 機械製造販売

23 企業 インテグラン株式会社 一関市 電源機器の設計､製造

24 企業 株式会社WING 北上市 プラスチック製品製造業

25 企業 上野興業株式会社　北上支社 北上市 機械部品卸売業

26 企業 株式会社薄衣電解工業　北上工場 北上市 表面処理（めっき）

27 企業 株式会社エイティーシー 奥州市 樹脂加工

28 企業 株式会社エネシス北上 北上市 ガス販売

29 企業 奥羽生コンクリート株式会社 奥州市 生コンクリート製造業

30 企業 株式会社大武・ルート工業 一関市 製造業

31 企業 有限会社オーパーツ 遠野市 機械金属加工業

32 企業 有限会社大場測量設計事務所 一関市 サービス業

33 企業 大森クローム工業株式会社　東北工場 北上市 金属製品製造業（表面処理）

34 企業 株式会社小田島組 北上市 建設業
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35 企業 オヤマダエンジニアリング株式会社 矢巾町
建設業（管工事、機械器具設置、電
気、水道施設、消防施設、土木）

36 企業 株式会社カイハツ生コン　一関工場 一関市 窯業・土石製品製造業

37 企業 株式会社金澤電気工業所 一関市 電気工事業

38 企業 株式会社釜石電機製作所 釜石市
電気設備機器メンテナンス・修理・
製作・電気工事・機械器具設置工事

39 企業 株式会社鴎の玉子 大船渡市 和洋生菓子卸販売業

40 企業 川嶋印刷株式会社 平泉町 印刷業

41 企業 株式会社菊池技研コンサルタント 大船渡市 総合建設コンサルタント業

42 企業 有限会社北上フレックス 北上市 製造

43 企業 株式会社北日本銀行 盛岡市 銀行業

44 企業 北日本エンジニアリング株式会社 盛岡市 建設機械のリース

45 企業 北日本電線株式会社　盛岡支社 盛岡市 製造業

46 企業 株式会社鬼柳 北上市 機械工具卸販売

47 企業 株式会社共立精工 花巻市 金属加工業

48 企業 株式会社協和製作所 花巻市 精密機械部品製造

49 企業 工藤建設株式会社 奥州市 建設業

50 企業 株式会社グリーンテック　岩手営業所 金ヶ崎町 人材供給業

51 企業 グリーン・パイオニア株式会社 盛岡市 とび・土木工事業
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52 企業 株式会社ケーバック 一関市
真空機器・精密機器・理化学機器の
設計・製造・販売・据付・メンテナン
ス

53 企業 小岩金網株式会社　平泉営業所 奥州市 各種金網販売、フェンス工事一般

54 企業 興栄通信工業株式会社 一関市
電子回路基板の実装・組立・検査・
修理・改造

55 企業 株式会社興和電設 盛岡市 電気工事業

56 企業 株式会社小鯖船舶工業 釜石市 造船業

57 企業 株式会社小林精機 滝沢市 精密機械加工部品製造業

58 企業 株式会社小冨士製作所 奥州市 精密板金/塗装/組立配線

59 企業 さいとう製菓株式会社 大船渡市 和洋生菓子製造販売

60 企業 サカイ産業株式会社　岩手藤沢工場 一関市
産業用繊維資材織物とＦＲＰ成形加
工品

61 企業 株式会社サクシーディング 一関市 生産用機械器具製造業

62 企業 株式会社佐々木組 一関市 総合建設業

63 企業 株式会社サトウ精機 花巻市 精密部品加工

64 企業 株式会社佐原 一関市 金属製品製造業

65 企業 株式会社サンアイ精機 奥州市 製造業

66 企業 三栄電機株式会社 奥州市 製造業

67 企業 株式会社サンクス　杜陵駐在所 滝沢市 安全用品加工・販売

68 企業 株式会社三光 北上市 太陽光発電設置工事



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28

R2.3.17

いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

69 企業 株式会社サンセイ・イサワ 奥州市 金属部品加工

70 企業 品川光学株式会社 奥州市 業務用機械器具製造業

71 企業 株式会社昭和土木設計 紫波郡 建設コンサルタント

72 企業 白金運輸株式会社 奥州市 道路貨物運送業

73 企業 有限会社城山商事 大船渡市 （自動車）リース業

74 企業 信幸プロテック株式会社 矢巾町 設備工事業

75 企業 酔仙酒造株式会社 大船渡市 製造業

76 企業 鈴木機械株式会社 滝沢市 金属加工、一般産業用設備製造

77 企業 株式会社鈴木商館　岩手事業所 北上市
高圧ガス・ガス機器販売、低温事業
(極低温・超電導)等

78 企業 有限会社青匠回路設計 矢巾町 電気機器

79 企業 株式会社セキエイ 一関市 金属プレス加工

80 企業 千住スプリンクラー株式会社 一関市 製造業

81 企業 株式会社千厩マランツ 一関市 通信機械器具製造業

82 企業 株式会社ソノベ　盛岡営業所 盛岡市 印刷・広告業

83 企業 第一電材株式会社　東北支店 奥州市 商社

84 企業 株式会社大昌電子　岩手工場 一関市 電子部品製造

85 企業 大成建設株式会社東北支店 盛岡市 総合建設業
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86 企業 大東貨物自動車株式会社 一関市 一般貨物運送事業

87 企業 株式会社大東環境科学 矢巾町 環境調査、分析

88 企業 大日本印刷株式会社 盛岡市 印刷業

89 企業 株式会社高田自動車学校 陸前高田市 自動車学校

90 企業 有限会社筑摩水沢 奥州市 鋳物素材研磨加工

91 企業 株式会社千田精密工業 奥州市 精密機械部品加工

92 企業 千葉建設㈱ 奥州市 建設業

93 企業 株式会社中央コーポレーション 花巻市
金属製品製造業
機械器具設置業

94 企業 有限会社塚田工業 紫波町 鋼製建具製造業

95 企業
株式会社ツガワ
MS開発事業部　花巻工場

花巻市 精密板金

96 企業 株式会社ツクバ 奥州市 精密機械部品加工

97 企業 東亜建設工業株式会社　岩手営業所 久慈市 総合建設業

98 企業 株式会社東亜電化 盛岡市 金属製品製造業（表面処理）

99 企業 株式会社東光舎 岩手町 金属加工

100 企業 株式会社東邦テクノス 一関市 製造業

101 企業
東北インテリジェント通信株式会社
岩手支社

盛岡市 電気通信事業他

102 企業 株式会社東北ウエノ 一関市 物流・輸送関連業



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28

R2.3.17

いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

103 企業 東北化学薬品株式会社 盛岡市 商社

104 企業 東北汽船港運株式会社 大船渡市 港湾運送事業

105 企業 東北酸素株式会社 一関市 一般高圧ガス製造販売

106 企業 東北白金株式会社 奥州市 製造業

107 企業 株式会社東北ターボ工業 盛岡市 産業廃棄物処理業

108 企業 東北電力株式会社　岩手支店 盛岡市 電気事業

109 企業 東里工業株式会社 一関市 金属加工

110 企業 株式会社トーノ精密 遠野市 製造業

111 企業
特殊電極株式会社　宇都宮営業所
東北出張所

奥州市 溶接材料製造1販売、出張工事

112 企業 凸版印刷株式会社　盛岡営業所 盛岡市 印刷業

113 企業
飛島建設株式会社　東北支店
盛岡営業所

盛岡市 特定建設業

114 企業 株式会社土木技研 盛岡市
総合建設
コンサルタント

115 企業 豊島建設株式会社 大船渡市 建設業

116 企業 株式会社トヨタレンタリース岩手 盛岡市 自動車賃貸業

117 企業 中井測量設計株式会社 大船渡市 土木建築サービス業

118 企業 株式会社ナガシマ製作所　東北花泉工場 一関市 金属加工業

119 企業 株式会社永島製作所　東北事業部 北上市 金属製品製造業
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120 企業 株式会社成瀬器械 盛岡市 卸売業

121 企業 株式会社成瀬理工 盛岡市 科学機器販売業

122 企業 有限会社ニコー電気 盛岡市 電気工事、土木工事

123 企業 ニチコン岩手株式会社 岩手町 電子機器部品製造業

124 企業 株式会社ニュートン 八幡平市 製造業

125 企業 野村産業株式会社 奥州市 金属製品製造業

126 企業 橋爪商事株式会社 大船渡市 建設資材・工業薬品　卸

127 企業 株式会社パターンアート研究所 花巻市 電子機器製造

128 企業 株式会社ピーアンドエーテクノロジーズ 盛岡市 情報通信機械器具製造業

129 企業 ピーエス株式会社 盛岡市 製造、販売メーカー

130 企業 東日本機電開発株式会社 盛岡市 電気機器製造業

131 企業 東日本交通株式会社　盛岡営業所 盛岡市
運輸業（一般貸切旅客自動車運送
事業）

132 企業 株式会社平野組 一関市 総合建設業

133 企業 株式会社平野製作所 北上市 機械金属加工業

134 企業 株式会社フジキン　東北工場 奥州市 超精密バルブ製造

135 企業 富士通株式会社　岩手支店 盛岡市 電気機器

136 企業 船橋生コン株式会社 奥州市 生コンクリート製造販売
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137 企業 プランゼージャパン株式会社 奥州市 機械器具製造

138 企業 有限会社プロフィット 平泉町
金属加工業
（精密機械加工業）

139 企業 株式会社ブンメー　北上営業所 北上市
建設資材販売、あと施工アンカー施
工

140 企業 株式会社ほくとう　釜石営業所 釜石市 建設機械賃貸業

141 企業 有限会社ホロニック・システムズ 紫波町 ソフトウェア開発

142 企業 株式会社ホンダベルノ南岩手 一関市 自動車整備販売業

143 企業 株式会社マイヤ 大船渡市 スーパーマーケット

144 企業 株式会社マツモト 奥州市 製造業（住宅用木材プレカット事業）

145 企業 株式会社丸岩 奥州市 製造業

146 企業 水野石油株式会社 大船渡市 石油類販売、コンビニエンスストア

147 企業
三菱製紙エンジニアリング株式会社
北上事業所

北上市
建設業（総合エンジニアリング会
社）

148 企業 株式会社宮古マランツ 宮古市 電子部品デバイスの実装・組立

149 企業 武藤工業株式会社 北上市 熱処理

150 企業 村本建設株式会社 盛岡市 総合建設業

151 企業 株式会社盛岡地域交流センター 盛岡市 不動産賃貸業

152 企業 森田製作有限会社 紫波町 精密機械器具

153 企業 大和重機株式会社 奥州市 建設業
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154 企業 有限会社大和製作所 北上市 製造業

155 企業 株式会社勇進 金ヶ崎町 製造業

156 企業 ゆわて吉田工業株式会社 大船渡市 プラスチック製造業

157 企業 株式会社吉田測量設計 盛岡市 建設コンサルタント

158 企業 龍振鉱業株式会社 大船渡市 鉱業（石灰石採掘）

159 企業 Rays合同会社 盛岡市
電子部品・デバイス・電子回路製造
業

160 企業 和同産業株式会社 花巻市 製造業（除雪機、農業機械）

1 行政 一関市 一関市 地方公共団体

2 行政 岩手県 盛岡市 地方公共団体

3 行政 岩手町 岩手町 地方公共団体

4 行政 奥州市 奥州市 地方公共団体

5 行政 大船渡市 大船渡市 地方公共団体

6 行政 金ケ崎町 金ヶ崎町 地方公共団体

7 行政 釜石市 釜石市 地方公共団体

8 行政 北上市 北上市 地方公共団体

9 行政 久慈市 久慈市 地方公共団体

10 行政 紫波町 紫波町 地方公共団体



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28

R2.3.17

いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

11 行政 住田町 住田町 地方公共団体

12 行政 滝沢市 滝沢市 地方公共団体

13 行政 遠野市 遠野市 地方公共団体

14 行政 二戸市 二戸市 地方公共団体

15 行政 花巻市 花巻市 地方公共団体

16 行政 平泉町 平泉町 地方公共団体

17 行政 宮古市 宮古市 地方公共団体

18 行政 盛岡市 盛岡市 地方公共団体

19 行政 陸前高田市 陸前高田市 地方公共団体

1 大学 岩手大学 盛岡市 大学

2 大学 岩手県立大学 滝沢市 大学

3 大学 岩手医科大学 盛岡市 大学

4 高専 一関工業高等専門学校 一関市 高等専門学校

1 学 学校法人龍澤学館 盛岡市 教育機関

1 公設試
地方独立行政法人岩手県工業技術セン
ター

盛岡市 試験研究機関

1 団体 NPO法人イーハトーブ宇宙実践センター 奥州市

2 団体 一関商工会議所 一関市 地域経済団体



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28

R2.3.17

いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

3 団体 一般財団法人岩手経済研究所 盛岡市 経済研究所

4 団体 岩手県ILC推進協議会 盛岡市

5 団体 岩手県商工会議所連合会 盛岡市

6 団体 岩手県商工会連合会 盛岡市 地域経済団体

7 団体 岩手県職業能力開発協会 紫波郡 職業能力開発団体

8 団体 一般社団法人岩手県電業協会 盛岡市 電気工事業

9 団体 公益財団法人岩手県南技術研究センター 一関市

10 団体 国立岩手山青少年交流の家 滝沢市 教育

11 団体 一般社団法人いわてドローン操縦士協会 盛岡市 業界団体

12 団体 奥州商工会議所 奥州市 地域経済団体

13 団体 奥州地方森林組合 奥州市 林業

14 団体 大槌商工会 大槌町 公的団体

15 団体 大船渡商工会議所 大船渡市 地域経済団体

16 団体 金ヶ崎町商工会 金ヶ崎町 商工会

17 団体 釜石機械金属工業団地協同組合 釜石市 協同組合

18 団体 株式会社北上オフィスプラザ 北上市 産業支援機関

19 団体 北上商工会議所 北上市 地域経済団体



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28

R2.3.17

いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

20 団体 久慈商工会議所 久慈市 地域経済団体

21 団体 葛巻町商工会 葛巻町 地域経済団体

22 団体 九戸村商工会 九戸村 経済団体（実業団体）

23 団体 住田町商工会 住田町 地域経済団体

24 団体 滝沢市商工会 滝沢市 地域経済団体

25 団体 遠野商工会 遠野市 商工団体

26 団体 西和賀商工会 西和賀町 地域経済団体

27 団体 二戸市商工会 二戸市 商工会

28 団体 平泉商工会 平泉町 商工団体

29 団体 普代商工会 普代村 商工業者の支援・指導等団体

30 団体 前沢工業クラブ 奥州市 任意団体

31 団体 前沢商工会 奥州市 商工団体

32 団体 盛岡商工会議所 盛岡市 地域経済団体

33 団体 矢巾町商工会 紫波郡

34 団体 山田町商工会 山田町 公務（商工会議所・商工会等）

35 団体 陸前高田商工会 陸前高田市 地域経済団体



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28

R2.3.17

いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

1 企業 ㈱IHI　東北支社 宮城県
機械プラント・エンジニアリング、重
電・産業用電気機器、輸送機器、精
密機器

2 企業 赤星工業株式会社 千葉県 機械器具製造業

3 企業 秋田化学工業株式会社 秋田県 金属の表面処理

4 企業 アンテック（K-プロジェクト） 宮城県 技術アドバイザー

5 企業 石川電装株式会社 宮城県 電装工事、制御プログラム

6 企業 エイテック株式会社 栃木県
各種一般産業機器、消耗品販売及
び定期メンテナンス

7 企業 株式会社小野寺鐵工所 宮城県
船舶修理業、建設業（電気工事、管
工事、機械器具設置工事、鋼構造
物工事）

8 企業 株式会社関東技研 茨城県 金属加工業

9 企業 関東情報サービス株式会社 茨城県 ソフトウェア開発

10 企業 株式会社キャンドックスシステムズ 埼玉県 電気機器の製造販売

11 企業 株式会社コベルコ科研　仙台営業所 宮城県 分析・試験受託

12 企業 株式会社三栄機械 秋田県 製造業

13 企業 株式会社シェルター 山形県 木構造メーカー

14 企業 清水建設株式会社　技術研究所 東京都 建設業

15 企業 有限会社鉄栄技研 宮城県 金属加工業

16 企業 株式会社デンソーウェーブ 宮城県 製造

オブザーバー



会員 オブザーバー

企業 160 26
行政 19 2
大学 3 0
高専 1 0
学 1 0

公設試 1 0
団体 35 0
合計 220 28
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いわて加速器関連産業研究会　会員団体名簿

番号 区分 会社・団体等名 所在地 業種

17 企業
元株式会社東京ダイヤモンド工具製作所
（K-プロジェクト）

宮城県

18 企業
東洋機械株式会社
（K-プロジェクト）

宮城県
輸送用機械
機器具製造

19 企業 株式会社日立金型技研 茨城県 製造業

20 企業
株式会社日立ハイテクノロジーズ
東北支店

宮城県 商社（メーカー）

21 企業 株式会社フェローテック 東京都
「装置関連事業」
「太陽電池関連事業」
「電子デバイス事業」

22 企業 有限会社双葉工業 茨城県 機械器具設置工事業

23 企業 株式会社マツウラセイキ 新潟県 電気機械器具製造業

24 企業 マルイ鍍金工業株式会社 青森県 金属表面処理

25 企業
丸繁株式会社
（K-プロジェクト）

宮城県 産業用機械器具卸売業

26 企業 有限会社藁谷製作所 福島県 金属加工業

1 行政 気仙沼市 宮城県 地方公共団体

2 行政 宮城県 宮城県 地方公共団体

いわて加速器関連産業研究会役員

会長

幹事

瀬川　浩昭　（岩手県　商工労働観光部　ものづくり自動車産業振興室長）

佐々木　淳　（岩手県　ILC推進局　局長）

藤代　博之　（岩手大学　理事・副学長）

水戸谷　剛　　（東日本機電開発株式会社　代表取締役）

髙橋　福巳　（株式会社WING　代表取締役社長）

佐藤　聡　　（岩手県立大学　研究・地域連携室　室長）

成田　晋也　　（岩手大学　理工学部　教授）


