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ページ 商号 地区 主な事業内容

1
1  株式会社アイ・エス・アイ 伊達 スクリーン印刷
2  株式会社アグリテクノ 伊達 食料品製造

2
3  アサヒ電子株式会社 伊達 電子部品製造
4  あぶくま食品株式会社 保原 漬物製造　惣菜製造　

3
5  株式会社アレフ 梁川 食料品製造
6  イー・エム・シー半導体株式会社 伊達 半導体デバイス製造

4
7  王子コンテナー株式会社 保原 段ボール製造　　
8  株式会社大崎 保原 総合物流サービス業

5
9  菊甲食品株式会社 梁川 漬物製造　　
10  株式会社香精 伊達 漬物製造　　

6
11  清水食品株式会社 伊達 食料品製造
12  有限会社勝栄製作所 梁川 金属製品の板金・プレス

7
13  有限会社白井木工所 保原 木製建具・家具の設計・製造・販売
14  株式会社新栄製作所 保原 板金加工　配電盤組立　

8
15  株式会社大三 梁川 ニット製品の企画、製造、販売等
16  大新産業株式会社 霊山 プラスチック部品の組立　　

9
17  有限会社高田木型製作所 伊達 鋳造用模型製作　　
18  伊達物産株式会社 梁川 畜産食料品製造　飲食料品小売業

10
19  玉鈴醤油株式会社 保原 食料品製造　　
20  株式会社中外フーズ 梁川 食料品製造　　

11
21  TBソーテック東北株式会社 保原 自動車用シートカバー縫製　　
22  東近紙工株式会社 伊達 印刷紙器製造　　

12
23  株式会社東和製作所 梁川 精密板金加工業
24  内外エレクトロニクス株式会社 保原 半導体製造装置の製造

13
25  株式会社ナプロアース 梁川 自動車リサイクル
26  日立金属工具鋼株式会社 伊達 特殊鋼等の販売、熱処理、加工

14
27  平河ヒューテック株式会社 梁川 ケーブル製造
28  福島セラミック株式会社 保原 セラミック部品の製造

15
29  福島太陽誘電株式会社 梁川 電子デバイス部品製造
30  福島日邦工業株式会社 月舘 カメラ・ビデオカメラの部品製造

16
31  富士通アイソテック株式会社 保原 サーバ製造　プリンタ製造・販売
32  不二家飲料果実株式会社 伊達 飲料製造

17
33  双葉電気株式会社 梁川 電源機器製造
34  株式会社松本製菓 伊達 和菓子製造

18
35  三井ミーハナイト・メタル株式会社
　  伊達製鋼所 伊達 鋳鋼品製造　　

36  三和織物有限会社 月舘 繊維業

19
37  モリトジャパン株式会社 伊達 医療用サポーター等の製造
38  有限会社八島食品 霊山 漬物製造　　

20
39  株式会社吉野製作所 月舘 自動車部品製造
40  株式会社リビングロボット 伊達 ロボット設計

Co n t e n t s

※五十音順
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世界最強強度の超高強度スクリーン製版の製造販売と
スクリーン印刷加工を行っています。
世界最高峰の位置精度と高精細を両立させるために開
発した、弊社のスクリーン版は全国で使用されていま
す。
さらには捺染から工業製品、さらには電子業界におい
て弊社の技術が活躍しています。

当社は伊達市で創業して60年になります。伊達市内に
10ヶ所の事業所があり鶏卵や食品を製造しています。
道の駅伊達の郷りょうぜんには「りょうぜん焼き本舗」
で牛たんの販売もしています。鶏は雛から育てる一貫
生産をしており最新設備の導入と先進的な品質管理を
おこなっています。鶏卵包装工場はHACCP認定工場
です。

■住所	 福島県伊達市岡沼９－１
■URL	 http://i-s-i.jp/

■住所	 福島県伊達市坂ノ下14番３
■URL	 http://www.agri-techno.co.jp/

１．株式会社アイ・エス・アイ

２．株式会社アグリテクノ

事業内容

事業内容

世界レベルの製版技術を持つ、スクリーン印刷会社は
世界唯一と言われています。様々な分野で応用可能な
スクリーン印刷技術を活用ください。

鶏卵は主に東京の大手量販店に毎日出荷しています。
食品については、茶碗蒸し等はヨークべ二マル、飲料
等は全国のファミリーマートに出荷しています。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 スクリーン印刷
■資本金	 1,000万円
■従業員数	26名

■業　種	 食料品製造
■資本金	 7,000万円
■従業員数	220名
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当社は1984年にVTR基板組立工場として創業し、現
在は超高密度実装技術、高信頼性を提供する車載ECU、
市場サポート技術を核としたお客様への包括的なソ
リューション事業で成長してきました。常に最先端技
術とトップレベルの品質を追求し、直近では他社様と
タイアップしてコミュニケーションロボット関連事業
等技術力の強化を図っています。

「お客様にとって価値のあるものを創造し、お客様に
満足して頂ける商品とサービスを提供します」をス
ローガンにしています。ここまで歩んでこられたのも、
ひとえにお客様のお陰と感謝しています。漬物と惣菜
を両輪とし、これからも全国のお客様へ、地域の皆様
と共に歩んでまいります。

■住所	 福島県伊達市坂ノ下15
■URL	 https://www.asahi-gp.co.jp/

denshi/

■住所	 福島県伊達市保原町４丁目14番地
■URL	 http://www.abukumafoods.

co.jp

３．アサヒ電子株式会社

４．あぶくま食品株式会社

事業内容

事業内容

昨年、ふくしま健康優良事業所に認定、また県より「仕
事と生活の調和」推進企業等の認証を受けワークライフ
バランスの実現に取り組んでいます。

胡瓜の一本漬は全国シェア一位を誇ります。また茄子
の古漬や胡瓜の刻み漬等、多種多様な味の品揃えがあ
ります。近年、桃の加工品にも取り組んでいます。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 電子部品製造
■資本金	 6,000万円
■従業員数	207名

■業　種	 漬物製造
　　　　	 惣菜製造
■資本金	 4,800万円
■従業員数	40名
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当社は全国に展開するレストラン「びっくりドンキー」
の一次加工場として平成13年より稼動を開始しました。
食を通じて社会へのお役立ちを目指す私たちの歩みは
「安全・安心で健康な食」を追い求める食材の研究に始
まり、その先にある農業や環境の分野まで広がってき
ています。

光半導体製品の開発及び製造を行っています。当社の
製品はロボットや自動機といった生産現場で使われる
産業機器から、人体・物体検知センサ等身近なものに
も使われており、わたしたちの生活を支える基盤とし
て社会に貢献しています。高性能・高品質な製品を提
供し、光センサ分野で躍進を続けています。

■住所	 福島県伊達市梁川町やながわ工業
団地１番36

■URL	 https://www.aleph-inc.co.jp/

■住所	 福島県伊達市下志和田53
■URL	 https://www.emc-scr.jp/

５．株式会社アレフ

６．イー・エム・シー半導体株式会社

事業内容

事業内容

北海道から沖縄まで、全国８ヵ所ある一次加工場のひ
とつ。店舗からの注文を受け、できるだけスピーディー
に鮮度を保ったまま食材を加工・提供しています。

半導体素子製造から製品・モジュールまでの開発、設
計、試作、評価、量産、販売まで全てを自社で行うため、
お客様のご要望に沿った製品の供給が可能です。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 食料品製造業
■資本金	 10,000万円
■従業員数	721名

■業　種	 半導体デバイス製造
■資本金	 3,000万円
■従業員数	47名
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当社は1972年に段ボール製造工場としてここ伊達市
で操業を開始し、約半世紀にわたって福島県を中心に
南東北から北関東・上越地域へ段ボール製品を供給し
ています。今後も地元に密着した企業として地域社会
と手を結び、お客様に愛される工場を目指して安心さ
れる製品を提供してまいります。

1948年の創業以来、弊社は「誠実と信頼」を経営理念
とし、社会の発展・お客様の発展に積極的に貢献すべ
く物流サービスを提供してまいりました。特に電機電
子製造業界のお客様を主要筋に梱包・輸送・保管・移
転など総合物流企業として高い評価をいただき、物流
業界でも注目される企業として成長してまいりました。

■住所	 福島県伊達市保原町字東野崎100
■URL	 http://www.oji-container.co.jp

■住所	 福島県伊達市保原町野崎27
■URL	 http://www.oosaki.co.jp/

７．王子コンテナー株式会社

８．株式会社大崎

事業内容

事業内容

当社は製紙業界最大手の王子ホールディングスグルー
プの中核会社として全国27工場で事業を展開し、また
東南アジアを中心に海外でも事業展開を推進しています。

長年培ってきた物流技術とグループ企業の力を最大限
に活用し、お客様の多様化・深化するニーズへ最適プ
ランと最高水準のサービスをご提供してまいります。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 段ボール製造
■資本金	 1,000,000万円
■従業員数	91名

■業　種	 総合物流サービス業
■資本金	 10,000万円
■従業員数	1102名
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当社は、昭和37年より漬物製造一筋で歩んでまいりま
した。福島県は、露地栽培（夏秋きゅうり）の一大産地
です。産地の利を活かし、胡瓜漬を中心に大根漬、茄
子漬等の製造を行っています。今後も先代より受け継
いだ「乳酸発酵漬け込み」を基本として、更なる商品開
発に努めてまいります。

当社は1990年、伊達市岡沼に全国のお客様に愛される「手作り漬
物」製造会社として誕生しました。当社の製品は吟味された素材を
使用し「安心で安全」な漬物づくりを目指して日々精進しています。
私たちがお届けする商品は、自然環境豊かな野菜を原料に当社独
自の加工技術により製品化しています。「素材の良さを分かってほ
しい」、「手作りの美味しさを伝いたい」そんな思いで励んでいます。
お漬物製造に加え健康志向飲料水として地元産完熟桃を使用した
「もも甘酒」また会津山塩使用の「塩甘酒」等製造しています。

■住所	 福島県伊達市梁川町粟野字後塚原
51－１

■URL	 http://www.kikukoh-foods.
com/

■住所	 福島県伊達市岡沼69番地の１

９．菊甲食品株式会社

10．株式会社香精

事業内容

事業内容

福島の郷土料理「いか人参」や各種業務用もございます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

県産農林水産物ブランド「ふくしま満天堂」において、ご飯のおとも商品として
「エゴマごぼう」および「青唐辛子味噌ごぼう」が選定され、「ももの甘酒」・「エ
ゴマごぼうぴり辛漬」は準グランプリを受賞しました。また「塩甘酒」は、ふくし
まおいしい大賞の飲料部門にて「優秀賞」を受賞するなど皆様に愛されています。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 漬物製造
■資本金	 1,000万円
■従業員数	20名

■業　種	 漬物製造
■資本金	 1,000万円
■従業員数	27名
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当社福島工場は、1953年に桃の缶詰を製造する工場
として操業を開始。現在ではレトルト食品を主体に、
時代の変化に合わせて「即食」「使い切りサイズ」「こだ
わり」そして「おいしさ」を追求した商品を製造してい
ます。「まごころとおいしさ」をモットーにお客様に笑
顔と満足をお届けできる食品を提供してまいります。

当社は伊達市に創業して45年。スタートは小さな鈑金
工業として少しずつ成長して来ました。レーザー加工
からの曲げ、溶接からの製品作りを主な事業内容とし
ています。少量、多品種の加工を得意としており、ユー
ザーのニーズにお応えし、常に品質と誠意をモットー
によりよい製品作りに鋭意努力しています。

■住所	 福島県伊達市中志和田30
■URL	 https://www.ssk-ltd.co.jp/

■住所	 福島県伊達市梁川町幸町40
■URL	 http://www.syouei-s.com/

11．清水食品株式会社

12．有限会社勝栄製作所

事業内容

事業内容

レトルトパウチ、カップ容器を中心に多様な商品の製造
が可能な設備を保有。スープ・惣菜・デザート等の一般
食品から介護食まで幅広い分野の商品が製造可能です。

少量、多品種の加工を得意としておりユーザーのニー
ズにお応えし、常に品質と誠意をモットーによりよい
製品作りに鋭意努力しています。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 食料品製造
■資本金	 10,000万円
■従業員数	136名

■業　種	 	金属製品の板金・
プレス

■資本金	 800万円
■従業員数	17名



7

大正５年創業から、木の良さを最大限に活かし、ぬく
もりや安らぎのある木製品を作り続けています。
お客様の生活に合わせた木製建具や木製家具などをす
べてオーダーメイドで企画から製作・施工まで行って
います。

当社は福島県伊達市にて精密板金加工、福島県泉崎村
にて分電盤の組立加工の事業を行っています。分電盤
に関しては板金から組立までの一貫受注を可能として
います。
少量多品種を得意としています。加工品目も盤からス
テンレスカバーなど幅広く加工しており、特に納期対
応をご評価いただいています。

■住所	 福島県伊達市保原町字上野崎５－２
■URL	 http://shirai-moku.jp/

■住所	 福島県伊達市保原町早稲田25
■URL	 http://www.shinei-ksf.co.jp/

13．有限会社白井木工所

14．株式会社新栄製作所

事業内容

事業内容

木材は自然素材のため、温かみがあります。やさしい肌
触りと、心と体をリフレッシュさせてくれる木の香りは、
人の心を和らげる効果もあり、空間を優しくしてくれます。 

５Ｓ活動に継続的に取り組んでおり、整理整頓の整っ
た工場を目指しています。整った工場でものづくりを
行うことで、高品質、短納期の加工を実現しています。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 	木製建具・家具の
設計・製造・販売

■資本金	 550万円
■従業員数	12名

■業　種	 板金加工
　　　　	 配電盤組立
■資本金	 3,000万円
■従業員数	47名
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弊社は精密プラスチック部品成形、組立及び金型設計
製作を行っています。国内に７工場展開しており、主
要製品は事務機部品（コピー機、プリンター、カート
リッジ容器）、デジタルカメラの外装、OA機器機構部
品です。福島工場は組立に特化しており、インクタン
クユニットの組立を主に行っています。

■住所	 福島県伊達市霊山町下小国字道
割堂８－１

16．大新産業株式会社

事業内容

超音波溶着による組立、半自動機によるプリンター用
インクユニットの組立を行っています。品質第一を
モットーに高品質な製品作りを目指しています。

イチオシポイント！

■業　種	 	プラスチック部品
の組立

■資本金	 8,151万円
■従業員数	9名

当社は約50年アパレルメーカーの二ット商品を作り続
けています。編み立て、縫製、仕上げに至るまで社内
一貫生産を進めています。ハイスペックな編機と手仕
事の良さを融合した、こだわり抜いた商品を作り上げ
ています。
また現在、地域に関わりのある商品やオリジナルブラ
ンドも生産しています。

■住所	 福島県伊達市梁川町字東土橋23
番地	

15．株式会社大三

事業内容

細い糸から太い糸までのフルジャカード機、ホールガー
メント機に特化した製品を開発しています。

イチオシポイント！

■業　種	 	ニット製品の企画、
製造、販売等

■資本金	 3,500万円
■従業員数	42名
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弊社は創業70年、鋳造用模型を中心に鋳造業界のもの
づくりを支えてきました。現在は全国各地の鋳造会社
とお取引をさせていただいており、門型マシニングセ
ンタを含む大型のマシニングセンタ３台を中心とした
高い精度と短納期に対応する加工機を保有し、３次元
CADや非接触カメラ式測定器によるデジタル化を標準
化し、お客様により良い製品を提供してきました。

■住所	 福島県伊達市伏黒字南本場８番地９
■URL	 www.kigataya.co.jp

17．有限会社高田木型製作所

事業内容

平均年齢32歳で若い人材が中心となって活躍しており、４m以上
の木、樹脂、発泡、アルミの加工が可能です。鋳造用の精度の
高さを活かして、木彫り看板など様々な加工品の実績もあります。

イチオシポイント！

■業　種	 鋳造用模型製作
■資本金	 300万円
■従業員数	17名

当社は昭和32年に設立し、昭和40年よりブロイラー
事業を始めました。お客様の多種多様なご要望に応え
ることを旨とし、数百種類に及ぶ食肉製品、加工製品
を製造、販売しています。また、生産管理、品質管理
に力を入れ、お客様の信頼と利便性を高めるべく、従
業員一同、日々努力を続けています。

■住所	 福島県伊達市梁川町字南町谷川13
■URL	 http://www.datebussan.co.jp

18．伊達物産株式会社

事業内容

全国スーパーマーケット協会「お弁当・お惣菜大賞」に
て、最優秀賞を受賞した当社の「肉ゴロッとおにぎり」
と「新鮮ハーブ鶏の甘辛うま煮」はイチオシです！

イチオシポイント！

■業　種	 	畜産食料品製造	
飲食料品小売業

■資本金	 １億円
■従業員数	170名
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弊社は、江戸時代末期より続く醤油醸造元です。初代
創業者が引き継いで65年、現在の当主で四代目となり
ました。大手醸造メーカーには真似の出来ない醸造技
術や伝統を絶やす事なく受け継いでまいりました。安
心の出来る材料選びから始まり、人の手で仕込み、人
の手で絞る、本物の手造り醤油を製造、販売しています。

株式会社中外フーズは「生珍味」の分野では国内有数の
トップメーカーであり、消費者ニーズに対応した商品
開発とHACCP認定の品質・衛生管理システムの工場
で、ハイレベルなプロセスド・シーフードを生産する
ことにより、国内外のお客様から高い評価を頂いてい
ます。

■住所	 福島県伊達市保原町字泉町23
■URL	 https://tamasuzu.co.jp/

■住所	 福島県伊達市梁川町やながわ工業
団地１番地１

■URL	 https://www.chugai.co.jp/
foods/

19．玉鈴醤油株式会社

20．株式会社中外フーズ

事業内容

事業内容

全ての商品が、自家醸造、２年もろみ醤油です。口当た
りの良さと香りが特徴です。醤油加工品や、用途に合わ
せた新しい醤油に力を入れ、贈り物としても好評です。

一般的に「生珍味」と言われる「中華くらげ」や「味付数の
子」などの製造・販売を行っており、特に「味付数の子」
は、国内トップクラスの販売量を誇っています。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 食料品製造
■資本金	 1,000万円
■従業員数	12名

■業　種	 食料品製造
■資本金	 10,000万円
■従業員数	147名
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当社は伊達市に2016年10月に福島工場を開設し、車
に搭載する座席のカバーを製造しています。トヨタ紡
織グループの行動指針「先進的な技術開発と高品質な
モノづくりを通じて社会に貢献する」を基本に、「安全
第一」「品質向上」「社会貢献」「人財育成」の活動に取組
み、トヨタ紡織グループ№１の会社を目指しています。

■住所	 福島県伊達市保原町下野崎37
■URL	 www.tb-tohoku.co.jp/about-

plants/index.html

21．TBソーテック東北株式会社

事業内容

当社は、トヨタ系の自動車内装部品メーカーでありトヨタ紡織
東北㈱の全額出資による子会社です。トヨタ自動車向けのシー
トカバーの裁断加工から縫製加工の一貫生産を行っています。

イチオシポイント！

■業　種	 	自動車用シート	
カバー縫製

■資本金	 3,000万円
■従業員数	65名

当社は1963年６月福島市岡部に土地・建物を取得し
印刷紙器製造業として操業開始し2006年１月に伊達
市に移転してきました。プリプレス（デザイン・設計）
から製函までの一貫生産体制を構築し、「お客様のコー
ポレートブランドのイメージアップに貢献します」を
モットーに、品質の高い製品を提供しています。

■住所	 福島県伊達市伏黒字八反田57

22．東近紙工株式会社

事業内容

医薬品、食品、精密機械などあらゆる産業・分野に対
応しており、特に製函工程ではサイド貼り、ワンタッ
チ底貼り、４コーナー貼り等様々な型の製作が可能です。

イチオシポイント！

■業　種	 印刷紙器製造
■資本金	 1,020万円
■従業員数	69名
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福島事業所は、1989年に開設、操業致しました。お客様
の生活をより便利で快適なものにするために、仙台や福
島を拠点として半導体製造装置の組立てやメンテナンス
事業などの製造業を行っています。近年では5Gの導入や
コロナウイルスによるテレワークの増加などによって半
導体の需要が増えています。こうした時代の変化やニー
ズを敏感に読み取り、常に技術力の向上に勤しんでいます。

当社は昭和37年に伊達市梁川町に創業し、永年培って
きた経験と実績で、お客様に満足していただける高品
質の製品を提供しています。
また、最新鋭の生産設備を多種取り揃え、お客様の要
望に添う加工技術を保有するとともに、最新の設備技
術を積極的に取り込み、絶えず品質の向上に努めてお
ります。

■住所	 福島県伊達市保原町上保原字	
遍照原８－２

■URL	 http://www.nei-naigai.co.jp

■住所	 福島県伊達市梁川町字丹波塚６番地
■URL	 http://www.towa-ss.com

24．内外エレクトロニクス株式会社

23．株式会社東和製作所

事業内容

事業内容

当社は精密機器・装置の組立、メンテナンスまで総合的にサポートします。今まで
に蓄積された技術力・ご信頼を活かしこれからもお客様の満足を第一に考えた安
全な作業を心がけ、お客様の生活をより良いものにしていけるよう尽力いたします。 

高精度なトータルラインシステムと高度な技術力で、価値
を創造するパートナーとして、信頼と安心を理念に掲げ、
お客様に貢献いたします。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 	半導体製造装置の製造
■資本金	 49,000万円
■従業員数	632名
　　（2021年3月1日現在	※役員・派遣社員含む)

■業　種	 精密板金加工業
■資本金	 4,800万円
■従業員数	48名
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ナプロアースは総合自動車リサイクル業者として廃
車・事故車の引取り買取りから、リサイクルパーツの
生産・販売などに国内はもとより世界各国で多角的に
事業を展開しています。

■住所	 福島県伊達市梁川町やながわ工業
団地63－１

■URL	 https://www.naproearth.co.jp/

25．株式会社ナプロアース

事業内容

様々な環境への問題が発生している現在、リサイクル業は
子供たちへの贈り物となる仕事です。
リサイクルを通して私たちと一緒に仕事をしてみませんか！

イチオシポイント！

■業　種	 自動車リサイクル
■資本金	 1,500万円
■従業員数	43名

当社は製造部門を併せ持つ、国内最大規模の特殊鋼専
門商社です。	特殊鋼の主な用途の一つに金型がありま
す。鋼材の販売にとどまらず、金型製造に関わる熱処
理・表面処理・機械加工から金型製作までの一貫体制
を構築しお客様の二ーズにお応えします。これからも、
ものづくりを通じて社会に貢献してまいります。

■住所	 福島県伊達市岡沼41	
■URL	 http://www.hitachi-metals-ts.

co.jp/

26．日立金属工具鋼株式会社

事業内容

鋼具鋼の中で最高品質とされる日立金属の「YSSヤスキ
ハガネ」が当社の取扱い商品です。歴史ある鋼と当社が
永年培った技術力で高付加価値サービスを提供します。

イチオシポイント！

■業　種	 	特殊鋼等の販売、	
熱処理、加工

■資本金	 10,000万円
■従業員数	450名
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当社で製造されるセラミック加工品やセラミック複合
品（セラミック＋金属部品の接合品等）は、お客様の図
面を基に受注生産しており、大手企業を含めた産業機
器業界や半導体業界などで幅広く使用されています。

■住所	 福島県伊達市保原町字千刈17－１
■URL	 https://www.yugyokuen-

ceramics .com/company/
fukushima-profile/

28．福島セラミック株式会社

事業内容

日本国内でもセラミック複合品を原料から最終ユニット
品までを一貫生産で製造しているところは珍しく国内外
を含めた大手企業や研究機関から問い合わせが来ます。

イチオシポイント！

■業　種	 	セラミック部品の
製造

■資本金	 4,300万円
■従業員数	54名

機器の小型化・高性能化に伴い、近年の電線・加工品
はより細く、より早く、そして高精度の電気特性が求
められています。当社はそのような多様化する時代の
ニーズに応え、お客様のさまざまな使用環境を考慮し、
高屈曲性及び耐熱・耐寒性能などに優れた性能を持つ
電線・加工品を開発、提供しています。

■住所	 福島県伊達市梁川町やながわ工業
団地１－２

■URL	 https://www.hewtech.co.jp/

27．平河ヒューテック株式会社

事業内容

市場ニーズに対応できるユニークさ及び積極的な提案を
行う企業であり続けることでお客様と価値観を共有し我々
の技術力をより発揮しやすいシステムを構築しています。

イチオシポイント！

■業　種	 ケーブル製造
■資本金	 155,507万円
■従業員数	359名
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太陽誘電㈱100％出資子会社で、スマートフォンなど
携帯端末に使用されるメタル系パワーインダクタを生
産しています。また、電子部品の製造以外にも、最先
端技術を取り入れた生産設備を自社で設計・開発し、
安定した品質と高い生産力で評価を獲得、IoTにもグ
ループ全体で力を入れています。

■住所	 福島県伊達市梁川町やながわ工業
団地１－３

■URL	 https://f-yuden.co.jp/

29．福島太陽誘電株式会社

事業内容

インダクタは電磁石と同じ／電線を巻いて作り、スマー
トフォンの電子回路に組み込まれ、主に「電圧を安定さ
せる」「電気信号を整える」働きをしています。

イチオシポイント！

■業　種	 	電子デバイス部品
製造

■資本金	 10,000万円
■従業員数	495名

弊社は創業以来、光学部品「カメラ、ビデオカメラ」の
二次加工を主体に事業を行っています。特に円柱部品
への精密な曲面印刷、彫刻、レーザー加工を得意とし
ており、様々な加飾方法で製品の外観を創り上げてお
客様の信頼と支持を得ています。また、協力工場様と
連携してアルマイト、塗装、切削などの一括加工も行っ
ています。

■住所	 福島県伊達市月舘町布川字中堀
７－10

■URL	 http://www.nippokk.co.jp/
fukushima/fukushima.html

30．福島日邦工業株式会社

事業内容

金属からモールドまで幅広い材質の丸物や平面物に対
応して、あらゆる分野、あらゆる産業のより良きサプ
ライヤーになるべく日々精進しています。

イチオシポイント！

■業　種	 	カメラ・ビデオカ
メラの部品製造

■資本金	 1,000万円
■従業員数	15名
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不二家飲料果実株式会社は“感謝の心を込めて、お客様
に愛され信頼される会社となる”をモットーに、1974
年、株式会社不二家のグループ会社として設立しまし
た。不二家ネクターやレモンスカッシュをはじめとし
た飲料の製造と、果実をピューレやジャム等に加工す
る２つの事業を展開しています。

■住所	 福島県伊達市下川原28番地
■URL	 https://www.fujiya-bf.co.jp/

32．不二家飲料果実株式会社

事業内容

不二家ネクターは、約50年続くロングセラー商品です。
素材本来の色・美味しさ・香りが引き立つ特殊製法で
作られた当社のイチオシ商品を是非一度ご賞味下さい。

イチオシポイント！

■業　種	 飲料製造
■資本金	 3,000万円
■従業員数	46名

当社は60年を超える歴史の中で培った「ものづくり」の
技術を用いて、富士通プラットフォーム製品の基幹工場
としてサーバ製造を行っております。また創業時よりプ
リンタメーカーとして、設計・製造から販売までの一貫
体制により、確かな品質の製品をご提供させていただく
とともに、小型プリンタから大型プリンタまで幅広い製
品ラインナップでお客様のニーズにお応えしております。

■住所	 福島県伊達市保原町字東野崎135
■URL	 https://www.fujitsu.com/jp/

group/fit/

31．富士通アイソテック株式会社

事業内容

当社にしかできない「オンリーワンのものづくり」を追
求し、お客様の夢の実現に向け、様々なビジネスを通
して共に挑戦し続けていきます。

イチオシポイント！

■業　種	 	サーバ製造
	 	 プリンタ製造・販売
■資本金	 10,000万円
■従業員数	216名　※7/1現在
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当社は、1962年創業の国産スイッチング電源の老舗
メーカーです。お客様の製造される機器パフォーマン
スを見据え、安全に、安心してご使用いただける高性
能な電源、充電器、二次電池などを設計開発から製造、
品質保証まで一貫で行っています。

■住所	 福島県伊達市梁川町やながわ工業
団地２－５

■URL	 https://www.futaba-elec.co.jp

33．双葉電気株式会社

事業内容

電源システム、ACアダプター、充電器、二次電池など
のパワー系のトータルプロデュースを国内生産で対応
しています。

イチオシポイント！

■業　種	 電源機器製造
■資本金	 4,000万円
■従業員数	21名

当社は創業31年になる菓子製造工場です。パンの製造
から始まり、現在はどら焼を中心にさまざまな和菓子
を製造しています。中でも「ジャンボどら焼」は全国幅
広く、多くのお客様よりご支持いただいています。「安
心・安全」なおいしいお菓子をお届けする事をモットー
に従業員一同、一丸となって取リ組んでいます。

■住所	 福島県伊達市伏黒字南本場５－１
■TEL	 024（584）3211
　FAX	 024（584）3212

34．株式会社松本製菓

事業内容

ジャンボどら焼きは、卵をたっぷりと使用し口どけの良いソフト
な食感の生地が自慢です。ビッグサイズなのに最後まで美味し
く食べ切れるのは、バランスを考えた「あんこ」の配合にあります。

イチオシポイント！

■業　種	 和菓子製造
■資本金	 1,000万円
■従業員数	25名
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創業は明治20年伊達市では40年となりました。織物
製造をしています。2011年の災害より新しい織物を
作り、大変好評で、今迄になかったアパレルの仕事や
いろいろな加工の方との出会いもあり、布だけではな
く加工した品物を出荷しています。

■住所	 福島県伊達市月舘町御代田扶桑畑
17－３

36．三和織物有限会社

事業内容

刺し子と吉野格子を中心に仕事をして来ましたが、今
迄の刺し子の柄とまったく違う刺し子が出来上がりま
した。

イチオシポイント！

■業　種	 織物業
■資本金	 300万円

当社は「卓越した技術と信頼で、社会の未来に貢献す
る」の企業理念のもと、昭和12年に伊達市に創業し80
年余りの実績を持つ鋳造メーカーです。主要製品とし
て、プラントなどに使用されるバルブや、鉄道車両・
大型建機・船舶などの部品の一部を製造しています。
ISO9001、ISO14001も取得し、品質向上と環境活
動にも積極的に取り組んでいます。

■住所	 福島県伊達市干供田27番地
■URL	 https://www.m-meehanite.

co.jp

35．三井ミーハナイト・メタル株式会社 伊達製鋼所

事業内容

多品種少量生産で一品一品に人の手が加わり、製品を
作り上げています。世界の物流・産業に欠かせない、「も
のづくり」に全社員で取り組んでいます。

イチオシポイント！

■業　種	 鋳鋼品製造
■資本金	 49,200万円
■従業員数	122名
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当社は創業以来「旬」を大切にし、野菜本来の味を生か
した商品づくりを目指してきました。安心安全が求め
られる今日、国産原料を主軸に四季の織り成す野菜を
お漬物にし、お客さまに安心安全の商品づくりをご提
案しています。

■住所	 福島県伊達市霊山町下小国字稲場11

38．有限会社八島食品

事業内容

色とりどりの野菜を多様な味付けによって表現してい
ます。商品の見た目だけではなく、味や季節感を楽し
める商品を展開しています。

イチオシポイント！

■業　種	 漬物製造
■資本金	 500万円
■従業員数	25名

㈱スリーランナーは、サポーター事業の販売拡大をは
かる目的で2020年10月に同じモリト㈱グループであ
る弊社モリトジャパン㈱と統合し、新たな一歩を踏み
出しました。1986年に開発・生産の拠点として同地
に設立した福島工場も更なる発展に向けて活動してお
ります。

■住所	 福島県伊達市荒町45－20
■URL	 http://www.threerunners.

co.jp/

37．モリトジャパン株式会社

事業内容

永きにわたり培った生産技術とグループ会社のネット
ワークを活かして、自社ブランドを中心に独自性の高
い健康関連商品の企画・製造・販売を行っています。

イチオシポイント！

■業　種	 	医療用サポーター
等の製造

■資本金	 31,000万円
■従業員数	20名（工場従業員）
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プラスチック射出成形・中空成形自動車用リザーブタ
ンク・ウォッシャータンクの成形・組立。ケミカルポ
ンプ部品等を生産しています。常に顧客の要望に対応
できる技術を開発し、社員が満足感を味わえる作業環
境をつくりあげることに力を入れています。良い会社
から強い競争力のある会社にする為、日々まい進して
います。

当社は、2018年に創業し、2019年３月に伊達市に本
社を構えました。主な事業内容は、コミュケーション
ロボットの開発、およびIOTデバイスによる社会実装
です。ヒトとコミュニケーション（意思疎通）を図り、
共存できる（人の暮らしを豊かにする）ロボットの実現
に向けて、一歩一歩、進んでまいります。

■住所	 福島県伊達市月舘町月舘久保田11

■住所	 福島県伊達市坂ノ下15
■URL	 https://livingrobot.co.jp/

39．株式会社吉野製作所

40．株式会社リビングロボット

事業内容

事業内容

汎用プラスチックからスーパーエンプラ迄。硬質PVC・
PPS・PEEK等。異形ブローを得意としています。射出
成形75～350t。中空成形75～95㎜迄生産できます。

案内ロボットや受付ロボットなどのサービスロボット
の他に、人に寄り添い人とともに成長するパートナー
ロボットの開発を行っています。

イチオシポイント！

イチオシポイント！

■業　種	 自動車部品製造
■資本金	 2,500万円
■従業員数	26名

■業　種	 ロボット設計
■資本金	 9,000万円
■従業員数	17名

©MODERHYTHM／ Kazushi	Kobayashi©MODERHYTHM／ Kazushi	Kobayashi
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 株式会社アレフ 
 イー・エム・シー半導体株式会社 
 王子コンテナー株式会社 
 株式会社大崎 
 菊甲食品株式会社 
 株式会社香精 

 清水食品株式会社  
 有限会社勝栄製作所 
 有限会社白井木工所 
 株式会社新栄製作所 

 モリトジャパン株式会社

  株式会社大三 
 大新産業株式会社 
 有限会社高田木型製作所

 
 

 伊達物産株式会社

 
 玉鈴醤油株式会社

 

 株式会社中外フーズ

 
 TBソーテック東北株式会社
 東近紙工株式会社
 株式会社東和製作所

  内外エレクトロニクス株式会社
  株式会社ナプロアース 

 日立金属工具鋼株式会社
  平河ヒューテック株式会社
  福島セラミック株式会社 

 福島太陽誘電株式会社 
 福島日邦工業株式会社

 
 富士通アイソテック株式会社 
 不二家飲料果実株式会社 
 双葉電気株式会社 
 株式会社松本製菓 

 三井ミーハナイト・メタル株式会社 伊達製鋼所
  三和織物有限会社 

 有限会社八島食品 
 株式会社吉野製作所 
 株式会社リビングロボット 
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