
業種 企業名 勤務地 会社ホームページ 備考

1 葛巻町酪農ヘルパー利用組合 葛巻町 https://www.town.kuzumaki.iwate.jp/docs/2021111600017/

2 有限会社 かさい農産 一関市 https://www.kasainousan.net/

3 一般社団法人　やさいサラダ 一関市 -

4 株式会社佐藤組 北上市 https://www.satogumi.info/

5 有限会社　多田工務店 遠野市 www.tada-k.co.jp

6 岩手缶詰株式会社 釜石市 https://www.iwa-kan.com

7 岩手製鉄㈱ 北上市 iwateiron.co.jp

8 株式会社カガヤ 盛岡市 https://www.kk-kagaya.co.jp

9 ㈱キンレイ 奥州市 https://kinrei.co.jp/company

10 ㈱十文字チキンカンパニー 二戸市 https://www.chicken.co.jp

11 プランゼージャパン株式会社 奥州市 http://www.plansee.com

12 コンバム株式会社 奥州市 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/kigyoushien/36637.html

13 美和ロック株式会社 盛岡市 https://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/1026070/...

14 株式会社東北田村米菓 奥州市 https://www.city.oshu.iwate.jp/site/kigyoushien/36583.html

15 株式会社ピーアンドエーテクノロジーズ 盛岡市 www.pa-tec.com/company

16 日本端子株式会社　花泉工場 一関市 https://ichi-job.jp/corporate/article.php?p=6

17 株式会社　サンミューロン 奥州市 www.sunmulon.co.jp/sun/yama/HP24/HP24_10.html

18 有限会社まきばミート 紫波郡 -

19 アイエスエス株式会社 盛岡市 https://www.iss.ai

20 株式会社大昌電子　岩手工場 一関市 https://www.daisho-denshi.co.jp/

21 東北公営企業株式会社 盛岡市 www.tohokukoeikigyo.jp

22 株式会社丸片ガス 北上市 https://marukata-gas.co.jp/company/intro.html

23 株式会社岩手ソフトエンジニアリング 盛岡市 iseinc.co.jp

24 ㈱システムベース 北上市 https://www.systembase.co.jp

25 ㈱ネクスト 盛岡市 https://www.next-ltd.jp

26 株式会社リードコナン 盛岡市 https://www.leadkonan.co.jp

27 株式会社イーエムエス 盛岡市 https://www.ems-to.jp

28 株式会社メイキッシュ 盛岡市 www.mawc.co.jp

29 株式会社アルチザネットワークス 滝沢市 https://artiza.co.jp
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30 運輸業・郵便業
岩手県北バス

（岩手県北自動車株式会社）
盛岡市 www.iwate-kenpokubus.co.jp/company

31 リコージャパン株式会社 盛岡市 r-vicrea.com/morioka

32 ㈱菅文 二戸市 https://www.kanbun.com/company

33 北日本石油㈱ 東京都 kitanihon-oil.co.jp

34 日産部品岩手販売株式会社 紫波郡 https://buhin.nissan.co.jp/IWATE

35 日産チェリー岩手販売株式会社 盛岡市 https://nc-iwate.nissan-dealer.jp

36 金融業・保険業
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

岩手支店
盛岡市 https://www.aioinissaydowa.co.jp 

37 教育・学習支援業
花北興産有限会社　　　　　　　　　　花

北モータースクール
北上市 www.hanakita.com

38 医療法人社団　敬和会 北上市 www.keiwakai.info/corporation.html

39 社会福祉法人　緑愛会 盛岡市 https://sryokuaikai.com/facility

40 合同会社スプリングブリーズ 盛岡市 https://www.springbreeze-llc.com

41 株式会社ツクイ 宮城県 https://www.tsukui.net

42 社会福祉法人新生会 紫波郡 www.sinseikai.org

43 社会福祉法人岩手和敬会 盛岡市 www.wakeisou.or.jp

44 社団医療法人　新和会 宮古市 https://www.shinwa-kai.jp/Guidance.html

45 社会福祉法人　典人会 大船渡市 www.tenjinkai.com

46 社会福祉法人宮古市社会福祉協議会 宮古市 https://www.miyako-shakyo.or.jp

47 社会福祉法人藤実会 盛岡市 https://morioka-fujimikai.or.jp

48 社会福祉法人カナンの園 盛岡市 www.canaan-jp.net

49 住宅型有料老人ホーム　こはくの風内丸 盛岡市 https://www.kohakunokaze.com

50 社会福祉法人幸星会 盛岡市 casa-minami.com/kouseikai/index.html

51 福振会 盛岡市 www.tsushidahoiku.jp

52
医療法人青樹会　介護老人保健施設サンラ

イフえさし
奥州市 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/03/index.php?action...

53 株式会社リツワ 一関市 https://ritsuwa.com/

54 社会福祉法人玉山秀峰会 盛岡市 http://www.syuuhoukai.org/

55 社会福祉法人石鳥谷会 花巻市 https://www.ishidoriyasou.jp/

56 社会福祉法人　桂泉会 二戸市 http://www.keisenkai.jp/

卸売業・小売業

医療・福祉



57 里・つむぎ八幡平 八幡平市 http://www.s-tumugi.jp/

58 社会福祉法人慈愛会あかまえこども園 宮古市 https://jiaikai-miyako.jp/

59
特定非営利活動法人

ワーカーズコープ　八幡平地域福祉事業所
八幡平市 ー

60 江刺寿生会 奥州市 https://www.esashijyuseikai.or.jp/

61 ㈱みちのくジャパン 北上市 https://www.michinoku-japan.com/

62 株式会社ビーネックステクノロジーズ 北上市 https://www.benext.co.jp/bnt/

63 ㈱吉田測量設計 盛岡市 https://www.ysdag.co.jp/

64 東洋ワークセキュリティ株式会社 宮城県 https://www.tw-s.co.jp/

65 東北エンジニアリング株式会社 盛岡市 https://www.te109.co.jp/

66 第一商事株式会社 盛岡市 https://dai-ichi.com/

67 株式会社防災技術コンサルタント 滝沢市 http://www.bousai-c.com/

68
株式会社プレステージ・インターナショナ

ル岩手BPO一関ブランチ
一関市 http://www.prestigein.com/

69 株式会社共同地質センター 盛岡市 https://kyodo-cc.jp/

70 株式会社大東環境科学 矢巾町 https://www.daitou-e.com/

71 秋田基準寝具株式会社 秋田県 http://akitakijunshingu.co.jp/
その他の産業

医療・福祉

サービス業


