＜平成28年８月1日現在＞

岩手県一関市 操業中の誘致企業(平成28年８月1日現在 地区毎50音順)
一関地域 (49社)
企

業

名

電話番号

主 製 品

工場所在地

（株）アステックコーポレーション東北
岩手工場

0191-21-5531

発泡スチロール梱包材・断熱材

東台14-32

アズマプレコート（株）一関工場

0191-26-1311

カラー鋼板

東台14-41

アツギ東北(株)一関工場

0191-23-7105

ストッキング検査装飾

字相去46

（株）アロン社一関工場

0191-23-0331

精密電子部品

東台14-46

一関三光(株）

0191-26-0841

携帯電話・ＰＨＳ電話筐体、テレビ・
東台14-20
オーディオ製品ツマミ類

一関製箔(株）

0191-26-2610

プリント基板用銅箔加工

東台14-39

一関ヒロセ電機（株）一関工場

0191-26-0500

コネクター

東台14-36

（株）一関LIXIL製作所

0191-23-4580

樹脂サッシ用形材・樹脂・アルミ
サッシ・スチールドア・住宅パネル・ 東台14-5
エクステリア商品

イワニチ高速オフセット(株)

0191-23-9333

各種印刷

東台14-37

（株）ウェーブロックインテリア一関事
業所

0191-23-8161(第1)
0191-26-0777(第2)

壁紙

東台14-25（第1製造部）
東台14-44（第2製造部）

自動車用ブレーキ配管等の製造

狐禅寺字手負沢11-3

臼井国際産業（株）
（株）ウツヰ一関工場

0191-23-5500

家電・食品包装資材

東台14-22

（株）永豊フーズ東北工場

0191-48-3560

生姜

真柴字吉ヶ沢2-22

SWS東日本（株）

0191-21-2185

NECネットワークプロダクツ（株）一関
工場

0191-23-9111

エネックスジャパン（株）

0191-26-1685

自動車用ワイヤーハーネス及び関
東台50-30
連部品
移動通信網システム・ブロードバン
字柄貝1
ド対応システム他
各種高圧ガス

真柴字吉ヶ沢20-141

自動車、電気製品等のゴムパッキ
滝沢字鶴ヶ沢7-15
ン、スポンジシール等
型､車両パーツ､エアロバンパー､泥
字沢297-14
除け
金属部品金型 プレス金型及びプ
滝沢字鶴ヶ沢86-2
レス溶接加工

栗原産業㈱岩手工場

0191-48-4680

(株)ケイ･エム アクト

0191-23-3182

佐藤金属工業㈱一関工場

0191-48-3811

三光化成（株）

0191-25-2311

プラスチック工業部品

赤荻字鬼吉13-2

三光化成（株）金型工場

0191-23-2111

プラスチック成形用金型

真柴字小西43-2

（株）シャインテクノ一関工場

0191-31-8760

常磐パッケージ(株)一関事業所

0191-25-3366

(株)新菱岩手工場

0191-26-5041

（株）ソーゴ東北工場

0191-23-5999

（株）タイセイプラス東北工場 一関

0191-48-5312

自動車用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製部品（ﾊﾞｯﾃﾘｰ
東台14番地40
ﾀﾞｸﾄ、ﾋｰﾀｰﾀﾞｸﾄ等ﾌﾞﾛｰ成形品）他

高松精機(株)一関工場

0191-26-1700

自動車エンジン部品

（株）東計電算

0191-33-2955

コールセンターの運営及びテレマー
山目字中野140-5
ケティング

トーケン工業（株）東北営業所

0191-21-1711

軽量天井・壁下地材

東台14-7

東榮電化工業（株）一関工場

0191-23-3291

無電解ニッケルバレルメッキ、金
フープメッキ

東台14-24

（株）東北ヤマックス一関工場

0191-23-1180

コンクリート製品

字沢160

トラステックアース（株）

0191-23-4811

（株）長島製作所 本社 一関工場

0191-23-3850

ニコー工業(株)一関工場

0191-23-0048

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｼｰﾄ及び成型品の製造/販
売、電子機器(ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、携帯電
話等)の部品材料
段ボール凾製造販売、緩衝材・包
装資材販売
ＩＣ製造用機器、金属表面処理、精
密洗浄整備
プレハブ型冷凍冷蔵庫・冷凍冷蔵
庫用ユニットクーラー

東台14-116
山目字沢内55-3
東台14-64
真柴字吉ヶ沢20-119

東台14-50

理化学実験機器（ドラフトチャン
東台14-38
バー）・通信機器
金属プレス・金型製作・各種冶具製
東台14-34
作・板金加工・溶接
プラスチック成形加工、プラスチック
真柴字大平55-7
金型設計、製作

一関地域(続き）
企

業

名

日通ＮＥＣロジスティクス（株）一関支
店

電話番号

主 製 品

工場所在地

0191-26-1330

電子機器部品

ニット−ハイ(株）東北事業所

0191-31-5581

配電盤､制御盤､監視盤、電気機器
真柴字柧木立43-23
メンテナンス

(株)日ピス岩手一関工場

0191-31-2111

エンジン部品・ピストンリング

日本電産コパル（株）一関工場

0191-25-3311

小型精密モーター、エンコーダー、
赤荻字宮田55
ポテンショメータ

日本マニュファクチャリングサービス
(株)岩手テック

0191-31-8842

精密機器、情報端末機器全般

東台14-43

ハヤテレ東北㈱

0191-31-8177

自動車内装品（主にフロアーカー
ぺット、成形天井等）

滝沢字鶴ヶ沢87-1

一般貨物自動車運送業

真柴字吉ヶ沢2-24

（有）藤沢急送

東台14-54

東台14-42

（株）富士通ゼネラルエレクトロニクス

0191-26-0253

監視ｶﾒﾗ、車載ｶﾒﾗ、ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ、
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄIC、ﾏｲｸﾛ波製品、ﾕﾆｯﾄ製 字相去3-1
品、消防・防災無線

（株）フェニックスエンジニアリング

0191-48-3141

通信機器・音響機器等設計開発

真柴字吉ケ沢2-30

（株）フジコー一関工場

0191-31-8013

自動車資材(ＦＥマット)

東台14-66

（株）明輝一関工場

0191-26-0755

プラスチック成型用金型

東台14-67

ワイヤーハーネス及び電子機器ユ
赤荻字清水173-1
ニットの組立
計器盤・制御盤・配電盤・分電盤・
滝沢字草刈場52-15
鋼板ダクト

明興双葉（株）東北事業所

0191-48-3020

（株）友伸エンジニアリング一関工場

0191-23-7722

ヨコウン株式会社一関営業所

0191-23-6331

資材等の保管及びロジステｯクス

滝沢字鶴ヶ沢86-１

ワイヂーエル株式会社一関事業所

0191-48-4151

真空成型トレー

滝沢字鶴ヶ沢7-52

花泉地域 (17社)
企

業

名

電話番号

主 製 品

工場所在地

（株）アロン社花泉工場

0191-82-5095

精密電子部品

花泉町油島字柳沢38

SWS東日本（株）花泉物流センター

0191-82-3618

自動車用ワイヤーハーネス

花泉町金沢字八の森50-2

㈱エスティシー 一関工場

0191-48-5721

自動車用シート

花泉町老松字日向前177-1

（株）倉元製作所花泉工場

0191-82-5110

液晶ディスプレイ基板・薄膜デバイ
花泉町油島字内別当19-1
ス、石英ルツボ

（株）ケーエムエフ花泉工場

0191-82-5125

コンクリート二次製品用金型枠

(株)シグマ製作所花泉工場

0191-82-5481

建設機械・自動車用部品、油圧機
花泉町油島字南沢97−156
器部品等

昭和花泉（株）

0191-82-5415

溶接金網・組立鉄筋

花泉町油島字南沢97-143

新和コンクリート工業(株）岩手工場

0191-82-5102

Ｌ型擁壁、ボックスカルバート

花泉町油島字南沢97-141

（株）スガワラ製作所

0191-36-3330

（株）成立花泉工場

0191-82-5121

田口通信工業（株）花泉工場

0191-26-1278

タケヒロ東北(株)

0191-36-1570

（株）東京ワイヤー製作所花泉工場

0191-82-5666

（株）ナガシマ製作所東北花泉工場

0191-36-1810

日本スカーフ工業(株）

0191-82-3740

スカーフ、鯉のぼり

花泉町花泉字仁王原1

日本端子（株）花泉工場

0191-82-1291

連鎖端子、コネクタ

花泉町涌津字悪法師38-208

(株）山仁花泉工場

0191-82-5345

造作材、集成材、集成材、建具、家
花泉町日形字上通268
具

花泉町涌津字石畳85-28

自動車用各種電装部品（組立・検
花泉町花泉字天王沢沖75-1
査請負）
コンピュータ周辺端末機用部品・通
花泉町花泉字大又南沢21
信機
一関市柄貝1 NECネットワークプロダク
電気通信機用ｹｰﾌﾞﾙ製造
ツ（株）内 田口通信工業フロアー
パッケージトレイトリム、シートバッ
クボード、ダッシュサイレンサー

花泉町油島字南沢97-145

超電導線クロム電気鍍金ニッケル
水素電池極板、ニッケル電気鍍金 花泉町油島字南沢97-151
加工
通信機器等用の精密板金加工部
花泉町油島字南沢97−162
品

大東地域 (9社)
企

業

名

電話番号

主 製 品

工場所在地

(株）アーアル研究所

0191-75-3501

光学用レンズ加工

大東町渋民字田中1

アオキ（株）岩手工場

0191-71-0650

麺類、中華麺、チャンジャ

大東町渋民字横張62

旭プラスチック工業（株）岩手工場

0191-75-3315

ＩＣ輸送用ケース

大東町渋民字続石39-16

（株）岩手サントップ

0191-72-2615

紳士服(ブレザー)

大東町大原有南田91

(株)染めＱテクノロジィ大東工場

0191-71-1300

プライマー（下地塗料）製造、販売

大東町渋民字続石39-17

（有）ダイトーテック

0191-75-3322

通信機械機器

大東町摺沢字沼田74

（株）ディワークス岩手工場

0191-48-4022

ＰＥＴボトル

大東町沖田字霞沢119番地４

東北オカヤ（株）

0191-75-2757

フィルムコンデンサ

大東町渋民関の上93-4

不二家乳業(株）

0191-75-2215

牛乳、乳製品

大東町摺沢字沼田27

千厩地域 (5社)
企

業

名

電話番号

主 製 品

工場所在地

インテグラン（株）岩手工場

0191-63-5000

DC-DCコンバータ・カスタム電源

藤沢町保呂羽字二本柳5

共栄フード（株）東北工場

0191-52-5910

業務用パン粉

千厩町清田字鳥喰1-1

千厩工業（株）

0191-52-4101

安全靴

千厩町千厩字下駒場128-4

(株)千厩マランツ

0191-53-2321

トランシーバ､コードレス電話機、携
千厩町千厩字下駒場254
帯電話SMT、菌床椎茸

（株）日ピス岩手千厩工場

0191-53-2011

エンジン部品・ピストンリング

千厩町千厩字西小田300-5

東山地域 (10社)
企

業

名

電話番号

主 製 品

工場所在地

（株）えびすや東山工場

0191-35-3055

自動車用部品（塗装）

東山町田河津字野土88-1

関東化成工業㈱岩手工場

0191-35-3911

自動車用鍍金（塗装）部品

東山町田河津字野土88-3

千住スプリンクラー（株）岩手事業所

0191-47-3388

スプリンクラーヘッド

東山町長坂字丸森86-1

千住電子工業(株)

0191-35-1161

電子部品接合部材

東山町長坂字丸森86-5

自動車用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製部品（ﾊﾞｯﾃﾘｰ
東山町田河津字石ノ森126-2
ﾀﾞｸﾄ、ﾋｰﾀｰﾀﾞｸﾄ等ﾌﾞﾛｰ成形品）他
パチスロ用台間機、集中監視装
置、アミューズメント機器、自動包 東山町長坂字里前105-8
装機

（株）タイセイプラス東北工場 東山

0191-47-4153

東里工業（株）

0191-47-2899

原田工業（株）岩手駐在所

0191-47-4488

カーラジオアンテナ

東山町長坂字東本町25

東山フエルト（株）東山工場

0191-47-2511

フェルト

東山町田河津字野土88-1

三菱マテリアル（株）岩手工場

0191-47-3131

セメント、セメント系固化材、石灰石 東山町長坂字羽根堀50

宮城鉱化(株）岩手工場

0191-47-3370

生石灰製造業

東山町長坂字町裏329

川崎地域 (3社)
企

業

名

（株）多摩スプリング東北工場

電話番号

主 製 品

工場所在地

042-798-5511

各種精密バネ

（株）伸原工業所東北工場

0191-43-3301

通信機械部品、半導体製造装置部
川崎町薄衣字折坂1-6
品

川崎町薄衣字泉台104

柳田運輸㈱一関営業所

0191-36-5833

一般貨物自動車運送業

川崎町薄衣字加妻86

藤沢地域 (9社)
企

業

名

電話番号

(有)オージェイテキスタイル藤沢工場

0191-63-2445

（株）オヤマ藤沢工場

主 製 品

工場所在地

丸編ニット生地編立、刺繍

藤沢町藤沢字大母1-3

0191-63-2132

ブロイラー加工品

藤沢町黄海字八景下80-3

サカイ産業（株）岩手藤沢工場

0191-61-1311

高機能繊維の織布
繊維強化複合材の製造

藤沢町黄海字天堤200

（株）SHOEI岩手工場

0191-63-2274

オートバイ用ヘルメット

藤沢町徳田字野岡27-1

（株）大昌電子岩手工場

0191-63-5111

プリント配線基板

藤沢町砂子田字宮ノ脇30

東和テック（株）藤沢工場

0191-63-5371

打抜・プレス
機械部分品

藤沢町藤沢字榴114-6

㈱長島製作所 藤沢工場

0191-48-4491

プレス、板金、溶接の各加工品

藤沢町黄海字天堤158

（株）マーナーコスメチックスくりこま高
0191-63-5350
原藤沢工場

基礎化粧品、ヘアケア商品等

藤沢町黄海字町裏441

（株）和興ニット岩手

ニット・外衣・アンダーウェアー・ス
ポーツウェアー

藤沢町藤沢字大母80

0191-63-2165

合計 102事業所

