
令和４年11月現在
【法人会員】（五十音順）

No. 会社ホームページ 氏　　 名 役　　  職 住　　所

1 ㈲イグノス http://www.igunoss.co.jp/ 大和田　功 代表取締役 北上市相去町

2 ㈱市川製作所 ― 市川　雅得 代表取締役社長 北上市村崎野

3 ㈱いわて金型技研 http://www.kanagata-giken.com/ 清水　友治 代表取締役 北上市大通り

4 岩手建工㈱　北上支店 http://www.iwatekenko.co.jp/ 藤澤　光夫 代表取締役 北上市相去町

5 岩手県立産業技術短期大学校教育研究振興会 http://www.iwate-it.ac.jp/about/support_group/ 法貴　敬 会長 紫波郡矢巾町

6 ㈱WING http://wing-pp.co.jp/ 髙橋　福巳 代表取締役社長 北上市二子町

7 ㈲ウスイ製作所 http://www.usui-co.com/ 碓井　浩太郎 代表取締役 北上市村崎野

8 ㈱ウノ―インダストリー http://www.kyoritsu-seiko.com 鹿討　康弘 代表取締役 花巻市東十二丁目

9 ㈱エレック北上 http://www.elec-k.co.jp 石田　巌 代表取締役社長 北上市相去町

10 ㈱小原建設 http://www.obara-c.co.jp 小原　学 代表取締役専務 北上市村崎野

11 川崎ダイス工業㈱　北上工場 ― 久保田　浩明 取締役 北上市相去町

12 ㈱キクホー ― 菊池　和臣 代表取締役 北上市藤沢

13 ㈱北上エレメック http://kitakami-gr.com/ 菅原　康裕 代表取締役会長 北上市鬼柳町

14 ㈱北上エンジニアリング http://kitakami-er.com 佐藤　幸治 取締役社長 北上市藤沢

15 ㈱北上オフィスプラザ http://kitakami.ne.jp 及川　義明 代表取締役社長 北上市相去町

16 北上金融団　二水会 高橋　康 幹事　北上信用金庫 本店 副本店長 北上市本通り

17 北上ケーブルテレビ㈱ http://www.ginga-net.ne.jp/ 菊池　充 代表取締役社長 北上市本石町

18 北上工機㈱　岩手工場 http://www.kitakamikouki.co.jp/ 安部　浩光 専務取締役 北上市相去町

19 北上信用金庫 http://e-shinkin.net/ 木村　幸男 理事長 北上市本通り

20 ㈱北上精密 http://kitakami-gr.com/ 菅原　康裕 代表取締役会長 北上市鬼柳町

21 北上鐵工㈱ http://www.kitakami-node.co.jp/ 眞島　義範 代表取締役 北上市北工業団地

22 ㈱北上プレス技研 佐々木　保 代表取締役 北上市相去町

23 ㈲北上フレックス ― 渋谷　真司 代表取締役 北上市上江釣子

24 ㈱鬼柳 http://www.kiyanagi.co.jp 鬼柳　裕 代表取締役社長 北上市常盤台

25 ㈲Ｋ・Ｃ・Ｓ ― 鈴木　高繁 代表取締役 北上市相去町

26 ㈱ケディカ　北上工場 http://www.kedc.co.jp/office/km.htm 小原　良一 専務取締役工場長 北上市村崎野

27 ㈱コスモワークス北上 ― 菅野　良業 代表取締役 北上市北鬼柳

28 ㈱後藤製作所 http://group.mmc.co.jp/gotohmfg/ 熊谷　淳一 代表取締役 北上市北工業団地

29 小松金属㈱ ― 小松　一男 代表取締役 北上市北工業団地

30 サタケ東北㈱ http://www.tohoku-satake.co.jp 山下　文雄 代表取締役社長 北上市川岸

31 ㈱山栄精機 https://www.s-sanei.co.jp/ 菊池　利則 岩手営業所 奥州市江刺

32 ㈱三光 http://sankoh-inc.biz/ 小原　資郎 取締役会長 北上市鬼柳町

33 ジェー・エム・エス協同組合 https://jms-coop.com/ 畠山　豊 理事 北上市相去町

34 ㈱システムベース http://www.systembase.co.jp/ 簗田　雅伸 代表取締役社長 北上市村崎野

35 ㈱十辰製作所　製造事業部岩手工場 http://www1a.biglobe.ne.jp/jusshin/ 五十嵐　良治 代表取締役社長 遠野市宮守町

36 白金運輸㈱ http://www.srg.co.jp/ 海鋒　徹哉 代表取締役社長 奥州市江刺区

37 ㈱伸和光機 http://www.k-shinwakouki.com 豊川　正仁 代表取締役 花巻市桜町

38 ㈱START http://start.me.land.to 髙橋　卓 代表取締役 北上市和賀町

39 ㈱西部開発農産 https://www.seibu-kaihatsu.com/ 照井　勝也 代表取締役社長 北上市和賀町

40 ㈲大工業 http://www.daikogyo.com/ 佐藤　幸淑 代表取締役 一関市東山町

41 ㈱髙昌 https://www.takasho-crafts.com/ 髙橋　昌喜 代表取締役 北上市大堤西

42 ㈱多加良製作所　岩手工場 http://www.takaras.co.jp/ 佐藤　福司 工場長 北上市和賀町

43 ㈲千葉工商 http://chiba-kosho.com/ 千葉　紀之 代表取締役 北上市村崎野

44 ＴＤＫエレクトロニクスファクトリーズ㈱ 北上工場 http://www.tdk.co.jp/about_tdk/tdk_network/ 須藤　雅浩 北上工場長 北上市和賀町

45 ㈲テクノオート北上 ― 照井　勉 代表取締役 北上市相去町

46 ㈲伝野工業所 ― 伝野　哲夫 代表取締役 北上市村崎野

47 東興機販㈱ http://toukoukihan.jp/ 田中　和雄 代表取締役 宮城県仙台市

48 ㈱東北イノアック http://www.tohoku-inoac.co.jp/ 石井　隆 代表取締役社長 宮城県遠田郡美里町

49 ㈱東北ウエノ https://www.touhokuueno.co.jp/ 鈴木　雅彦 代表取締役 一関市地主町

50 東北精密㈱ http://www.tohokuseimitsu.co.jp/ 濱崎　健 代表取締役 北上市村崎野

51 ㈱ＴＯＷＡ ― 遠藤　睦人 代表取締役 花巻市東十二丁目

52 トヨタ自動車東日本㈱　岩手工場 ― 永坂　雅彦 工場長 胆沢郡金ケ崎町

53 ㈱ドゥ・プランニング http://do-planning.jp/ 小岩　康樹 代表取締役 北上市さくら通り
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No. 氏　　 名 役　　  職 住　　所

54 ㈲中野機工 ― 山口　俊和 代表取締役 北上市二子町

55 ハイプラ化成㈱ http://www.haipura.co.jp/ 小山　昭彦 代表取締役 北上市村崎野

56 ハイリマレリ岩手㈱ https://www.calsonickansei.co.jp/ 宮永　圭一郎 代表取締役社長 北上市和賀町

57 バウアーコンプレッサー㈱ http://www.bauer.co.jp/ 追留　輝喜 代表取締役 北上市流通ｾﾝﾀｰ

58 ㈲パワー・ミクロン http://www.power-micron.co.jp/ 高橋　信行 代表取締役 北上市和賀町

59 ㈱バンブーコネクト 髙橋　範行 代表取締役 北上市青柳町

60 ㈱平野製作所 http://hirano-ss.co.jp/ 平野　貴也 代表取締役 北上市村崎野

61 ㈱フジサキ ― 藤崎　信男 代表取締役 北上市常盤台

62 富士善工業㈱ http://www.fyc.co.jp/ 千田　富士夫 代表取締役 北上市鬼柳町

63 ㈱プランテック ― 鈴木　勝夫 代表取締役社長 北上市鬼柳町

64 ㈱ベスト http://www.best-mold.co.jp/ 藤原　澄夫 代表取締役 北上市滑田

65 http://www.manabukibisou.com 平野　正一郎 代表取締役 花巻市東和町

66 ㈱マルサ http://www.marusa.info/ 佐藤　直也 代表取締役社長 北上市成田

67 みちのくコカ・コーラボトリング㈱　花北営業部 http://www.michinoku.ccbc.co.jp/company/office.html 畠山　和彦 部長 北上市流通ｾﾝﾀｰ

68 三菱製紙エンジニアリング㈱　北上事業所 http://www.mpec-mpm.co.jp/ 正野　緩一 取締役事業所長 北上市相去町

69 武藤工業㈱　東北事業所 http://www.mt-k.com 佐藤　卓弥 代表取締役 北上市相去町

70 ㈱メタルスプレート 菊池　勇人 専務取締役 花巻市東十二丁目

71 ㈲大和製作所 ― 福岡　弘義 代表取締役社長 北上市相去町

72 谷村電気精機㈱ http://www.yamura.co.jp/ 谷村　康弘 代表取締役社長 北上市村崎野

73 ㈱吉田産業　北上鉄鋼センター http://www.yoshidasangyo.co.jp/ 田丸　義成 センター長 北上市流通ｾﾝﾀｰ

74 ㈱ワイズシステム研究所 http://www.wise-lab.co.jp/index.html 新井　一 代表取締役 北上市大通り

【個人会員】（五十音順）

No. 氏　　 名 役　　  職 住　　所

1 阿部　昌明 コーディネーター 北上市

2 石塚　豊 北上市

3 伊藤　琢智 花巻市

4 大竹　隆憲 花巻市

5 小澤　政行 北上市

6 影山　一男 教授　　　　　　　　 花巻市

7 亀田　英一郎 盛岡市

8 川上　雄也 北上市

9 工藤　暁 北上市

10 坂井　大志 岩手県庁 盛岡市

11 佐藤　美貴 北上市役所 北上市

12 嶋田　佳子 北上市

13 清水　友治 准教授 盛岡市

14 菅原　健 代表 北上市

15 鈴木　功 北上市

16 髙橋　俊紀 北上市

17 高橋　俊肥考 北上市

18 武田　勝 市議会議員 北上市

19 田中　裕也 ㈱Badass 代表取締役 盛岡市

20 藤原　徹 Ｃ・Ｏ・Ｔ 花巻市

21 古芝　義福 枚岡合金工具(株) 大阪市

22 星野　彰 医師 北上市

23 吉田　一人 岩手大学 金型技術研究センター 特任教授 北上市

自営（武田酒店）

岩手県立中部病院

岩手大学 理工学部システム創成工学科

ワラウカド

プルデンシャル生命保険㈱ 盛岡支社

北上市役所

勤　　務　　先

北上川流域ものづくりネットワーク

北上医師会

富士大学 経済学部経済学科

㈱岩手銀行

㈱愛吹グループ
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