
地域未来牽引企業 選定一覧

※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。

富山県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

ウッドリンク株式会社 富山県射水市寺塚原４１５ 原野 剛行 製造業 http://www.woodlink.co.jp/

株式会社カイスイマレン 富山県高岡市吉久１－２－４８ 能松 豊 製造業 http://www.kaisuimaren.co.jp/

協和マシン株式会社 富山県高岡市戸出春日７９５ 吉田 保雄 製造業 http://www.kyowam.co.jp

コンチネンタル株式会社 富山県富山市水橋沖１７２ 岡田 幸雄 製造業 https://www.continental-ltd.com/

三晶エムイーシー株式会社 富山県滑川市中新１０２９―１ 今家 英明 製造業 http://sansho-mec.co.jp

塩谷建設株式会社 富山県高岡市石瀬６－１ 塩谷 洋平 建設業 http://www.shiotani.co.jp/

株式会社シキノハイテック 富山県魚津市吉島８２９ 浜田 満広 製造業 https://www.shikino.co.jp/

新新薬品工業株式会社 富山県富山市今市３２４ 布目 荘太 製造業 http://www.shinshin-yakuhin.co.jp

大栄建材株式会社 富山県射水市北高木１０５ 林 和彦 製造業 http://www.daieikenzai.com

株式会社タカギセイコー 富山県高岡市二塚３２２－３ 八十島 清吉 製造業 http://www.takagi-seiko.co.jp/

タカノギケン株式会社 富山県富山市八尾町石戸字浄円６２３－１ 髙野 惠子 製造業 http://www.takanogiken.co.jp

立山化成株式会社 富山県射水市大江１１３３ 片口 真 製造業 http://www.tateyamakasei.com

立山マシン株式会社 富山県富山市下番３０ 宮野 兼美 製造業 https://www.tateyama.jp/ma/index.html

テイカ製薬株式会社 富山県富山市荒川１－３－２７ 松井 竹史 製造業 http://www.teika.co.jp

有限会社テー・シー・富山 富山県中新川郡立山町五郎丸７３－１ 舟戸 公明 製造業 http://tctoyama.com

戸出化成株式会社 富山県高岡市戸出西部金屋４１４ 高畑 敏夫 製造業 http://h-tkc.co.jp/
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南陽吉久株式会社 富山県高岡市能町７５０ 中村 正治 卸売業、小売業 http://ny.sunnylive.jp

株式会社日本オープンシステムズ 富山県富山市上本町３―１６ 上本町ビル７階 大蔵 政明 情報通信業 http://www.jops.co.jp

バイホロン株式会社 富山県富山市南央３７－１０ 高田 浩 製造業 https://www.biholon.co.jp

阪神化成工業株式会社 富山県富山市小中１６３ 高田 順一 製造業 http://www.hansin.co.jp

ファインテック株式会社 富山県富山市婦中町持田３１６－１ 鈴木 聡 製造業 https://www.finetec.co.jp/

ファインネクス株式会社 富山県中新川郡舟橋村舟橋４１５ 松田 竜彦 製造業 http://www.finecs.co.jp

北星ゴム工業株式会社 富山県黒部市岡３６２―１４ 米屋 慎一 製造業 http://www.hokusay-rubber.co.jp

北陸アルミニウム株式会社 富山県高岡市笹川２２６５ 荒井 毅 製造業 https://hokua.com/

前田薬品工業株式会社 富山県富山市向新庄町１－１８－４７ 前田 大介 製造業 http://www.maeda-ph.co.jp

株式会社ミズノマシナリー 富山県富山市婦中町板倉５１３－４ 水野 文政 製造業
http://www.mizuno-
machinery.co.jp/index.html

株式会社松村精型 富山県高岡市長慶寺８０５ 松村 浩史 製造業 http://www.matsump.com/

明治薬品株式会社 富山県富山市三郷６ 石坂 俊光 製造業 http://www.meijiyakuhin.co.jp

株式会社ユニゾーン 富山県富山市綾田町１―９―３８ 梅田 雄一朗 製造業 http://www.unizone.co.jp

米原商事株式会社 富山県砺波市栄町６－２７ 内記 正弘 不動産業、物品賃貸業 https://www.yonehara.co.jp/

株式会社ランブール 富山県小矢部市名畑５３－５ 鴨島 榮治 製造業 https://www.ranbuhl.co.jp
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石川県
事業者名 住所 代表者 業種 URL

株式会社アイデン 石川県金沢市かたつ３ 池内 保朗 製造業 http://www.ai-den.jp

池田建設工業株式会社 石川県羽咋郡志賀町清水今江ル１９―２ 池田 政基 建設業 https://ikeda-kk.jp/

岩本工業株式会社 石川県白山市五歩市町４４６ 岩本 博之 製造業 http://www.iwmt-kg.co.jp/

株式会社エリオ 石川県加賀市宇谷町ヤ１―４６ 佐野 晃一 製造業 http://www.erio.co.jp

株式会社オンワード技研 石川県能美市吉原町ワ１３ 川畠 丈志 製造業 http://www.onwardgiken.jp/

株式会社加賀屋 石川県七尾市和倉町ヨ部８０ 小田 與之彦
宿泊業、飲食サービス
業

http://www.kagaya.co.jp

数馬酒造株式会社 石川県鳳珠郡能登町宇出津へ３６ 数馬 嘉一郎 製造業 http://chikuha.co.jp

技研株式会社 石川県能美市下清水町３－２ 向 一雄 製造業 http://www.giken-jpn.com/

株式会社共和工業所 石川県小松市工業団地１―５７ 山口 真輝 製造業 https://www.kyowakogyosyo.co.jp/

株式会社金太 石川県金沢市泉本町５―６１ 南 志郎 卸売業、小売業 http://www.kk-kinta.co.jp/

株式会社ジェスクホリウチ 石川県金沢市泉３―１―６ 今井 秀夫 卸売業、小売業 http://www.jesk.co.jp/

昭和精工株式会社 石川県白山市湊町レ４８－９ 山田 律郎 製造業 http://www.showaseiko.co.jp/

株式会社高井製作所 石川県野々市市稲荷１－１ 高井 東一朗 製造業 http://www.takaitofu.com/

高桑美術印刷株式会社 石川県金沢市泉本町５－２０ 高桑 悟史 製造業 https://takakuwa.wave.jp/

東亜電機工業株式会社 石川県金沢市増泉２―１８―１５ 安井 大輔 製造業 http://www.toa-ele.co.jp/

土肥研磨工業株式会社 石川県白山市横江町１４７７ 土肥 志朗 製造業 http://www.dohi.co.jp/
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株式会社日本パーツセンター 石川県金沢市湊３－１２－３ 中田 誠一郎 製造業 http://www.n-parts.jp

根上工業株式会社 石川県能美市道林町ロ２２ 菅野 俊司 製造業 http://www.negamikogyo.co.jp/

株式会社ノトアロイ 石川県羽咋郡志賀町若葉台２６ 宗行 伸一郎 製造業 http://www.notoalloy.co.jp

株式会社ポーラスター 石川県白山市木津町１６１３ 石野 祐次 製造業 http://www.polar-star.co.jp/

株式会社大和 石川県小松市串町３５－１７ 津田 隆太郎 製造業 http://food-yamato.co.jp/index.html

ユニベール株式会社 石川県金沢市湊１－１５－２ 山田 修平 卸売業、小売業 http://www.univers-kys.co.jp/


