
地域未来牽引企業　選定一覧

富山県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイザック 富山県魚津市大海寺野村1181 石﨑　由則
サービス業（他に分類
されないもの）

http://www.izak.co.jp

朝日印刷株式会社 富山県富山市一番町1-1 一番町スクエアビル 濱　尚 製造業 http://www.asahi-pp.co.jp/

株式会社ウイン・ディー 富山県高岡市オフィスパーク6 堀江　勝人 製造業 http://www.nichinan-group.com/

株式会社ウーケ 富山県下新川郡入善町下飯野232-5 舩木　秀邦 農業、林業 http://www.wooke.co.jp/

エヌアイシ・オートテック株式会社 富山県富山市清水元町7-8 西川　浩司 製造業 http://www.nic-inc.co.jp/

NGSアドバンストファイバー株式会社 富山県富山市高内1-1 武田　道夫 製造業 www.ngs-advanced-fibers.com

株式会社小矢部精機 富山県小矢部市渋江2020 藤田　淳二 製造業 http://www.oyabe-seiki.co.jp

キタムラ機械株式会社 富山県高岡市戸出町1870 北村　彰浩 製造業 http://kitamura-machinery.co.jp

株式会社協和製作所 富山県高岡市四日市133-12 早川　勇 製造業 http://www.kyowa-fact.co.jp

株式会社広貫堂 富山県富山市梅沢町2-9-1 塩井　保彦 製造業 http://www.koukandou.co.jp/

コマツNTC株式会社 富山県南砺市福野100 杉野　高広 製造業 http://ntc.komatsu/

サカヰ産業株式会社 富山県富山市桜橋通り5-6 櫻井　二郎 卸売業、小売業 http://www.sakaisangyo.co.jp

佐藤鉄工株式会社 富山県中新川郡立山町鉾木220 藤田　泰 製造業 http://www.satotekko.co.jp

サンエツ金属株式会社 富山県砺波市太田1892 釣谷　宏行 製造業 http://www.sanetu.co.jp/

三芝硝材株式会社 富山県高岡市岩坪23-2 西　英夫 製造業 http://www.sanshiba-g.co.jp/

ショウワノート株式会社 富山県高岡市佐野850 片岸　茂 製造業 http://www.showa-note.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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地域未来牽引企業　選定一覧

事業者名 住所 代表者 業種 URL

シロウマサイエンス株式会社 富山県下新川郡入善町青木5777 長田　剛 製造業 http://www.shirouma.co.jp/

新光硝子工業株式会社 富山県砺波市太田1889-1 新海　伸治 製造業 http://www.shinkoglass.co.jp

株式会社スギノマシン 富山県魚津市本江2410 杉野　太加良 製造業 http://www.sugino.com

株式会社セキノ興産 富山県富山市水橋開発277-12 関野　光俊 卸売業、小売業 http://www.sekino.co.jp

株式会社タアフ 富山県富山市大泉1583 高村　元二 製造業 http://www.tateyama.jp/taf/index.html

津根精機株式会社 富山県富山市婦中町高日附852 津根　良彦 製造業 http://www.tsune.co.jp

津根マシンツール株式会社 富山県富山市婦中町高日附852 津根　良彦 卸売業、小売業
http://www.tsune.co.jp/company/group/tsune_machine_
tool.php

株式会社TSS 東京都大田区東蒲田2-29-14 田中　淳 製造業 http://www.tss-group.net/

東亜薬品株式会社 富山県富山市三郷26 中井　敏郎 製造業 www.toayakuhin.co.jp/

株式会社富山グラウジーズ 富山県富山市金泉寺44-1 黒田　祐
サービス業（他に分類
されないもの）

https://grouses.jp/

富山スガキ株式会社 富山県富山市塚原23-1 須垣　貴雄 製造業 http://www.sugaki.co.jp

株式会社トヨックス 富山県黒部市前沢4371 中西　誠 製造業 https://www.toyox.co.jp/

株式会社ナガエ 富山県高岡市荒屋敷278 長柄　洋一 製造業 http://www.nagae.co.jp

日東メディック株式会社 富山県富山市八尾町保内1-14-1 中井　龍 製造業 http://www.nittomedic.co.jp

株式会社能作 富山県高岡市オフィスパーク8-1 能作　克治 製造業 http://www.nousaku.co.jp/

パナソニック・タワージャズセミコンダク
ター株式会社

富山県魚津市東山800 ガイ・エリストフ 製造業 https://www.tpsemico.com/ja/

BBSジャパン株式会社 富山県高岡市福田六家525 野坂　訓正 製造業 http://www.bbs-japan.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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ファーマパック株式会社 富山県富山市小中163 高田　順一 製造業 http://www.pharmapack.co.jp

富源商事株式会社 富山県高岡市昭和町3-3-10 松永　誠 卸売業、小売業 http://www.fugen-corp.co.jp

北酸株式会社 富山県富山市本町11-5 山口　昌広 卸売業、小売業 http://www.hokusan.co.jp

三菱ふそうバス製造株式会社 富山県富山市婦中町道場1 馬場　高史 製造業 http://www.mfbm-bus.com/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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地域未来牽引企業　選定一覧

石川県

事業者名 住所 代表者 業種 URL

アール・ビー・コントロールズ株式会社 石川県金沢市観音堂町ロ71 谷口　宗治郎 製造業 http://www.rbcontrols.co.jp/

株式会社明石合銅 石川県白山市横江町1484 明石　康宏 製造業 http://www.akashigo.com

株式会社アクトリー 石川県白山市水澄町375 水越　裕治 製造業 http://www.actree.co.jp/

株式会社石野製作所 石川県金沢市増泉5-10-48 石野　晴紀 製造業 http://www.isn-net.com

株式会社江沼チヱン製作所 石川県加賀市上河崎町300 佐藤　龍吉 製造業 http://www.enuma.co.jp

大西運輸株式会社 石川県金沢市示野町西51 大西　勝二 運輸業、郵便業 www.onishiunyu.co.jp

株式会社オハラ 石川県金沢市柳橋町甲14-1 小原　繁 製造業 http://www.ohr.co.jp/

オリエンタルチエン工業株式会社 石川県白山市宮永市町485 西村　武 製造業 http://www.ocm.co.jp

かがつう株式会社 石川県河北郡津幡町字太田に140 野崎　信春 製造業 http://www.kagainc.co.jp/

カジナイロン株式会社 石川県金沢市梅田町ハ48 梶　政隆 製造業 http://www.kajigroup.co.jp/

共和産業株式会社 石川県白山市竹松町2810 高井　俊一 製造業 http://www.kyowa-cab.co.jp

株式会社小林製作所 石川県金沢市稚日野町南317-3 小林　靖典 製造業 http://www.kobayashi-mfg.co.jp/

小松鋼機株式会社 石川県小松市光町20 木村　勉 卸売業、小売業 http://www.komatsukouki.co.jp/

コマニー株式会社 石川県小松市工業団地1-93 塚本　幹雄 製造業 https://www.comany.co.jp/

サンコロナ小田株式会社 石川県小松市木場町カ81 小田　外喜夫 製造業 http://www.sunoda.co.jp/

株式会社歯愛メディカル 石川県白山市鹿島町1-9-1 清水　清人 卸売業、小売業 http://www.ci-medical.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社秀光ビルド 石川県加賀市山代温泉29戊54 本間　航也 建設業 http://www.shukobuild.com

株式会社スギヨ 石川県七尾市西三階町10-4-1 杉野　哲也 製造業 http://www.sugiyo.co.jp/

高松機械工業株式会社 石川県白山市旭丘1-8 髙松　喜与志 製造業 http://www.takamaz.co.jp

株式会社タガミ・イーエクス 石川県能美市粟生町西2-2 田上　好裕 製造業 http://www.tagamiex.co.jp

辰巳化学株式会社 石川県金沢市久安3-406 黒崎　隆博 製造業 http://www.tatsumi-kagaku.com/

谷田合金株式会社 石川県金沢市東蚊爪町ラ28-2 駒井　公一 製造業 http://www.tanida.co.jp/

玉田工業株式会社 石川県金沢市無量寺町ハ61-1 玉田　善明 製造業 http://www.tamada.co.jp

株式会社月星製作所 石川県加賀市永井町71-1-1 打本　渉 製造業 http://www.tsukiboshi.co.jp

株式会社東振精機 石川県能美市寺井町ハ18 中村　敬 製造業 http://www.tohshin-inc.co.jp/

中村留精密工業株式会社 石川県白山市熱野町ロ15 中村　健一 製造業 http://www.nakamura-tome.co.jp

能登印刷株式会社 石川県金沢市武蔵町7-10 能登　健太朗 製造業 http://www.notoinsatu.co.jp

能登ワイン株式会社 石川県鳳珠郡穴水町字旭ヶ丘り5-1 村山　隆 製造業 http://www.notowine.com

株式会社箔一 石川県金沢市森戸2-1-1 浅野　達也 卸売業、小売業 http://www.hakuichi.co.jp/

株式会社白山機工 石川県白山市旭丘4-10 穐田　竹男 製造業 http://www.hakusankiko.co.jp

株式会社ＢＢＳ金明 石川県白山市旭丘4-12 川原　龍之介 製造業 http://www.bbskinmei.co.jp/

疋田産業株式会社 石川県金沢市河原市町10 疋田　弘一 卸売業、小売業 http://www.hikida.jp

福島印刷株式会社 石川県金沢市佐奇森町ﾙ6 下畠　学 製造業 http://www.fuku.co.jp/

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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株式会社福光屋 石川県金沢市石引2-8-3 福光　松太郎 製造業 http://www.fukumitsuya.co.jp/

株式会社別川製作所 石川県白山市漆島町1136 別川　稔 製造業 http://www.betsukawa.co.jp/

ホクショー株式会社 石川県金沢市示野町ｲ6 北村　宜大 製造業 http://www.hokusho.co.jp/

ホクモウ株式会社 石川県金沢市北安江2-13-51 山岸　新弥 製造業 http://www.hokumo.net/

北菱電興株式会社 石川県金沢市古府3-12 小倉　一郎 卸売業、小売業 http://www.hokuryodenko.co.jp/

株式会社まつや 石川県かほく市木津ハ14-2 松本　啓志 製造業 http://www.toriyasaimiso.jp

丸井織物株式会社 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15 宮本　徹 製造業 http://www.maruig.co.jp/

若松梱包運輸倉庫株式会社 石川県白山市宮永町2848 若松　明夫 運輸業、郵便業 http://www.wakamatsukonpou.co.jp

※公表情報は、選定企業から同意いただいた当時のものです。
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