企業 大崎市
No

施設・事業所名

URL

1 株式会社ヨネキ十字堂

http://www.yoneki.co.jp

2 YKK AP株式会社東北製造所

http://www.ykkap.co.jp

3 松山中央調剤薬局
4 株式会社ソマキ

http://www.somaki-music.com/

5 古川信用組合
6 仙北自動車学校

https://www.senpoku-ds.com/

7 株式会社Ｄ'ｒｈｙｍｅ
8 株式会社藤山工務店

http://www.fujiyama-koumuten.jp/

9 株式会社ニコニコcare ニコニコケアプランセンター
10 株式会社シュウワ
11 株式会社美装社

https://www.bisousya.com

12 古川調剤薬局鹿島台店
13 古川調剤薬局

http://www.furu-cho.co.jp/

14 古川調剤薬局駅東店

http://www.furu-cho.co.jp/

15 株式会社古川都市開発

http://www.furuto.jp

16 和光物産株式会社

https://wako1975.com/

17 今埜建設株式会社
18 有限会社宮城珠算振興会
19 大崎調剤薬局 大宮店
20 大崎調剤薬局 古川駅前店
21 大崎調剤薬局 古川南店
22 大崎調剤薬局 古川東店
23 大崎調剤薬局 古川西店
24 大崎調剤薬局 駅南店
25 つばさ薬局 古川店
26 株式会社 八島
27 有限会社 ハギカワ
28 有限会社 サンユープロス
29 しゃぶ亭こまち
30 株式会社 スタイルプラス
31 有限会社 きゅうせい堂
32 有限会社 福寿
33 株式会社 松倉
34 横江コンクリート 株式会社

https://www.yokoe.info

35 株式会社 福祉の杜
36 ダン 有限会社

rentaldan.com/

37 漢方薬カワシマ

kanpo-kawashima.com

38 有限会社 若松煙火製造所
39 自然薬のイシン薬局
40 株式会社アプト

http://www.kk-abt.jp/

企業 大崎市
No

施設・事業所名

41 株式会社てづくり介護

URL
http://odyakko.net/

42 株式会社小林工務店
43 ハック印刷
44 麺丼処 祝屋
45 日本クリーンオイル 株式会社
46 株式会社 マルセイ
47 明治合成 株式会社
48 有限会社 髙橋商運
49 株式会社 荒産業
50 おおさき整骨院

osakiseikotsuin.com

51 合同会社 訪問看護ステーション和み
52 マルヒ食品株式会社

https://azi-sai.com

53 有限会社 大崎道路
54 にしづか接骨院
55 カットショップ ススム
56 旬菜酒楽かぐら
57 有限会社 喜藤印舗
58 古川興業株式会社

http://www.furukawakogyo-kk.co.jp/

59 光電子株式会社
60 ウジエ調剤薬局 古川店
61 合同会社 リレーション
62 株式会社フォレストリー大崎
63 株式会社ダイニホン
64 ハイフィールド税理士法人

https://www.highfield-accountingfirm.com/

65 株式会社北都開発

http://www.hokuto-re.co.jp

66 株式会社金原土建
企業 加美郡色麻町
No

施設・事業所名
1 有限会社マルテツ

URL

企業 加美郡加美町
No

施設・事業所名

URL

1 宮城NOK株式会社
2 株式会社やくらいフーズ
3 株式会社ワールドオプチカル
4 仙台グリコ株式会社
5 ナカリ株式会社

https://www.nakari.jp

6 古川調剤薬局宮崎店

http://www.furu-cho.co.jp/

7 古川調剤薬局 小野田店

http://www.furu-cho.co.jp/

8 つばさ薬局 中新田店
9 有限会社 鎌田林業土木
10 株式会社加美自動車学校

http://www.kami-school.co.jp

11 大宮クリーニング店
12 丸か建設 株式会社

https://www.maruka-cons.co.jp

企業 遠田郡涌谷町
No

施設・事業所名

URL

1 NOKメタル株式会社
2 優伊建築設計 株式会社
3 株式会社 三秀製作所
4 株式会社 千坂

http://www.chisaka.co.jp/

企業 遠田郡美里町
No

施設・事業所名

URL

1 有限会社タックス
2 株式会社 eiwa

http://www.eiwa-g.co.jp

3 大崎調剤薬局 美里店
4 ブリヂストンBRM株式会社 仙台事業所

https://www.bs-brm.jp/

5 有限会社 穂乃香

honoka-world.com

6 有限会社 鎌田板金工業
7 三和工業株式会社

企業 栗原市
No

施設・事業所名

URL

1 株式会社ライシー宮城
2 株式会社タカギ
3 株式会社ノグチ

http://www.tsukidate-ds.co.jp

4 協業組合アクアテック栗原

http://www.aqua-kurihara.com

5 株式会社高清水食糧

http://www.oisi-okome.com

6 株式会社渋谷電気
7 有限会社協和特殊

https://kyouwatokushu.com

8 株式会社ダスト栗原
9 株式会社 丸久組

https://www.maruhisagumi.com/

10 株式会社 秋元自動車
11 有限会社 恵巧建
12 株式会社システム
13 新みやぎ農業協同組合

https://www.ja-shinmiyagi.or.jp

14 有限会社 耕佑
15 石森電設
16 有限会社 阿部建設
17 衣料品 前田屋
18 有限会社 星自動車工業
19 朝日自動車工業
20 株式会社丸辰産業

http://www.marutatsu-ltd.co.jp/

