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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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本本名名簿簿のの利利用用ににつついいてて  

1. 本名簿は、令和２年９月現在、宮城県内に事業所があり、海外ビジネスに実績・関心があると想定される企業１,

０９０社にアンケート調査を実施し、ご回答いただいた２０５社の情報を掲載したものです。詳細は、各社のホー

ムページをご覧いただくか直接ご連絡の上、ご確認ください。 

2. 掲載の企業は、現在、輸出入、海外提携・進出を行っている企業以外に、海外ビジネスの実績はないが関心が

ある企業や、過去に実績のあった企業等が含まれています。 

3. 輸出入の業務形態について、「直接」とは海外の輸出入者と直接貿易を行うこと、「間接」とは商社などの仲介

者を経由して貿易を行うことです。 

4. 本社が県外にある企業の記載内容については、本社の情報と支社（支店・営業所）の情報が混在している場合

がありますので、ご了承ください。  

5. 調査により回答が得られなかったもしくは該当しなかった項目については、当該項目を削除の上、掲載していま

す。  

6. 本名簿は利用者の責任・判断においてご活用下さい。また、内容は掲載企業への調査をもとに作成されており

ますが、万が一、名簿の内容に基づき、利用者に不利益等の問題が生じた場合であっても、ジェトロ、宮城県及

び情報提供者は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。 

 

UUssee  ooff  TThhiiss  DDiirreeccttoorryy  

1. To compile this directory, we sent a questionnaire to 1,090 companies that had an office in Miyagi Prefecture as 

of September 2020, and that have done business or may have an interest in doing business with foreign 

countries; the directory includes information on 205 companies that responded to the questionnaire. For more 

information, please visit their websites or contact them directly. 

 

2. This directory includes information on companies currently engaged in import and export that have partnerships 

or offices abroad. It also includes information on companies that have been engaged in these activities in the 

past or have an interest in engaging in these activities in the future. 

 

3. “Direct trading” means a transaction in which goods are bought from manufacturers and distributors in other 

countries. “Indirect trading” means a transaction in which goods are bought from an intermediary, such as a 

trading company in one’s own country. 

 

4. In the case of a company whose head office is located outside Miyagi Prefecture, there may be listings for both 

its head office and its branch offices. 

 

5. If a company does not respond on an item in the questionnaire or if the item does not apply, information 

concerning the item is omitted from the listing for that company. 

 

6. This directory must be used at the users’ own discretion. Although this directory is based on a survey of the 

companies listed in it, JETRO, the Miyagi Prefectural Government, and the informants accept no liability for any 

loss or damage resulting from the use of the content of this directory. 
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Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.1 

株株式式会会社社アアイイダダララボボ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱｲｲﾀﾀﾞ゙ﾗﾗﾎﾎﾞ゙  

  

aaiiddaallaabboo  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0816宮城県仙台市若林区河原町2丁目7-15 Address1 2-7-15, Kawaramachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 984-0816 

電話  022-221-0717 TEL 

FAX 

 

 

022-221-0717 

FAX 022-221-0718 FAX 

 

022-221-0718 

E-mail al@aidalabo.jp E-mail al@aidalabo.jp 

WEB www.aidalabo.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 亮 

ｻﾄｳｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Sato 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/1/21 Established 2008/1/21 

資本金 1200万 Capital Fund 12 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 内装工事の設計、建築資材 Goods Planning of interior decoration works, building materials 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 家具、チャンネル文字、LED照明 Goods Furniture, channel letter signs, LED lighting 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・大連 Countries China/Dalian 

現地会社名 瑞宸佐藤設計工作室 Name 
 

Ruichen Sato Design Workshop 

設立年月日 2016/1/1 Established 2016/1/1 

事業内容 内装設計 Business Interior design 

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

中国から日本品質を、日本品質を中国へ Japanese quality from China, Japanese quality to China 
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No.2 

株株式式会会社社アアキキヤヤママ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱｷｷﾔﾔﾏﾏ  

  

AAkkiiyyaammaa  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-4262宮城県加美郡加美町一本杉６ Address1 6, Ipponsugi, Kamimachi, Kami-gun, Miyagi, 981-4262 

電話  0229-63-8011 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-8011 

FAX 0229-63-8114 FAX 

 

0229-63-8114 

E-mail info@akiyama2008.co.jp E-mail info@akiyama2008.co.jp 

WEB http://akiyama2008.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

足利 芳則 

ｱｼｶｶﾞﾖｼﾉﾘ 

Company 

Representative 

Yoshinori Ashikaga 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/1/31 Established 2008/1/31 

資本金 500万 Capital Fund 5 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ポリドリンク、ポーションゼリー、スナック、チョコスナック Plastic tube drinks, portioned jellies, snacks, chocolate snacks 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ドリンク、ゼリー、スナック、チョコ Goods Drinks, jellies, snacks, chocolates 

相手国 
  

香港、台湾、ベトナム Countries Hong Kong, Taiwan, Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱｷｷﾔﾔﾏﾏ  
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所在地 981-4262宮城県加美郡加美町一本杉６ Address1 6, Ipponsugi, Kamimachi, Kami-gun, Miyagi, 981-4262 

電話  0229-63-8011 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-8011 

FAX 0229-63-8114 FAX 

 

0229-63-8114 

E-mail info@akiyama2008.co.jp E-mail info@akiyama2008.co.jp 

WEB http://akiyama2008.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

足利 芳則 

ｱｼｶｶﾞﾖｼﾉﾘ 

Company 

Representative 

Yoshinori Ashikaga 

役職 代表取締役 Position President 
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資本金 500万 Capital Fund 5 million 
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国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ポリドリンク、ポーションゼリー、スナック、チョコスナック Plastic tube drinks, portioned jellies, snacks, chocolate snacks 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ドリンク、ゼリー、スナック、チョコ Goods Drinks, jellies, snacks, chocolates 

相手国 
  

香港、台湾、ベトナム Countries Hong Kong, Taiwan, Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 
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FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 
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Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 
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Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 
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Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.3 

株株式式会会社社aagg--ppeeooppllee  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱｸｸﾞ゙ﾋﾋﾟ゚ｰーﾎﾎﾟ゚ｰー  

  

AAgg--ppeeooppllee    

所在地 989-6136宮城県大崎市古川穂波4-17-16-205 Address1 4-17-16-205, Honami, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi, 989-

6136 

電話  0229-29-9975 TEL 

FAX 

 

 

0229-29-9975 

FAX 0229-29-9976 FAX 

 

0229-29-9976 

E-mail info@ag-people.co.jp E-mail info@ag-people.co.jp 

WEB www.ag-people.co.jp WEB www.shizuku-japan.com 

代表者 

（カナ） 

佐々木 康二 

ｻｻｷｺｳｼﾞ 

Company 

Representative 

Koji Sasaki 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2011/9/1 Established 2011/9/1 

資本金 500万 Capital Fund 5 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

飲料・卸売 Beverages, wholesaling 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 プレミアム山ぶどうジュース Goods Premium yama-budo grape juice 

相手国 
  

香港、マレーシア、シンガポール、フランス、サウ
ジアラビア、アラブ首長国連邦 

Countries Hong Kong, Malaysia, Singapore, France, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.4 

アアベベイインンタターーナナシショョナナルルココンンササルルタタンントト  
ｱｱﾍﾍﾞ゙ｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙｺｺﾝﾝｻｻﾙﾙﾀﾀﾝﾝﾄﾄ  

  

AAVVEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOONNSSUULLTTAANNTT    

所在地 985-0852宮城県多賀城市山王字北寿福寺1-72 Address1 1-72, Aza Kitajufukudera, Sanno, Tagajo-shi, Miyagi, 985-

0852 

電話  090-7565-3435 TEL 

FAX 

 

 

090-7565-3435 

FAX 022-368-5802 FAX 

 

022-368-5802 

E-mail qqc666f9@mist.ocn.ne.jp E-mail qqc666f9@mist.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 桂蔵 

ﾀｶﾊｼｹｲｿﾞｳ 

Company 

Representative 

Keizo Takahashi 

役職  Position  

設立 2005/3/1 Established 2005/3/1 

資本金 非公開 Capital Fund Undisclosed 

従業員  Employees  

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 コンサルティング業 Subcatergory Consulting 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 美術品、化学製品 Goods Artwork, chemical products 

相手国 
 

イタリア Countries Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.4 

アアベベイインンタターーナナシショョナナルルココンンササルルタタンントト  
ｱｱﾍﾍﾞ゙ｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙｺｺﾝﾝｻｻﾙﾙﾀﾀﾝﾝﾄﾄ  

  

AAVVEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCOONNSSUULLTTAANNTT    

所在地 985-0852宮城県多賀城市山王字北寿福寺1-72 Address1 1-72, Aza Kitajufukudera, Sanno, Tagajo-shi, Miyagi, 985-

0852 

電話  090-7565-3435 TEL 

FAX 

 

 

090-7565-3435 

FAX 022-368-5802 FAX 

 

022-368-5802 

E-mail qqc666f9@mist.ocn.ne.jp E-mail qqc666f9@mist.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 桂蔵 

ﾀｶﾊｼｹｲｿﾞｳ 

Company 

Representative 

Keizo Takahashi 

役職  Position  

設立 2005/3/1 Established 2005/3/1 

資本金 非公開 Capital Fund Undisclosed 

従業員  Employees  

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 コンサルティング業 Subcatergory Consulting 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 美術品、化学製品 Goods Artwork, chemical products 

相手国 
 

イタリア Countries Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.5 

株株式式会会社社阿阿部部蒲蒲鉾鉾店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾍﾍﾞ゙ｶｶﾏﾏﾎﾎﾞ゙ｺｺﾃﾃﾝﾝ  

  

AABBEEKKAAMMAABBOOKKOOTTEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0021宮城県仙台市青葉区中央2丁目3番18

号 

Address1 2-3-18, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0021 

電話  022-222-6455 TEL 

FAX 

 

 

022-222-6455 

FAX 022-222-1355 FAX 

 

022-222-1355 

E-mail k-abe@abekama.co.jp E-mail k-abe@abekama.co.jp 

WEB http://www.abekama.co,jp WEB  

代表者 

（カナ） 

阿部 賀寿男 

ｱﾍﾞｶｽﾞｵ 

Company 

Representative 

Kazuo Abe 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1935/10/10 Established 1935/10/10 

資本金 7500万 Capital Fund 75 million 

従業員 200 Employees 200 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP Certifications/

Patents 

ISO, HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

蒲鉾製造販売業 Manufacture and sale of kamaboko 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 魚肉練り製品 Goods Fish meat paste products 

相手国 
  

台湾、米国 Countries Taiwan, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 魚肉冷凍すり身、チーズ Goods Frozen fish paste, cheese 

相手国 
 

タイ、オーストラリア、米国 Countries Thailand, Australia, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社阿阿部部善善商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾍﾍﾞ゙ｾｾﾞ゙ﾝﾝｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

AABBEEZZEENN  SSHHOOTTEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0015宮城県塩竈市中の島1-11 Address1 1-11, Nakanoshima, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0015 

電話  022-364-2155 TEL 

FAX 

 

 

022-364-2155 

FAX 022-364-1778 FAX 

 

022-364-1778 

E-mail honsha-md@abezen.co.jp E-mail honsha-md@abezen.co.jp 

WEB http://abezen.co.jp/ WEB http://abezenshoten.com 

代表者 

（カナ） 

阿部 善久 

ｱﾍﾞﾖｼﾋｻ 

Company 

Representative 

Yoshihisa Abe 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1969/8/1 Established 1969/8/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 120 Employees 120 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

魚肉練製品製造、販売 Manufacture and sale of fish meat paste products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 魚肉練り製品 Goods Fish meat paste products 

相手国 
  

米国、カナダ Countries US, Canada 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.6 

株株式式会会社社阿阿部部善善商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾍﾍﾞ゙ｾｾﾞ゙ﾝﾝｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

AABBEEZZEENN  SSHHOOTTEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0015宮城県塩竈市中の島1-11 Address1 1-11, Nakanoshima, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0015 

電話  022-364-2155 TEL 

FAX 

 

 

022-364-2155 

FAX 022-364-1778 FAX 

 

022-364-1778 

E-mail honsha-md@abezen.co.jp E-mail honsha-md@abezen.co.jp 

WEB http://abezen.co.jp/ WEB http://abezenshoten.com 

代表者 

（カナ） 

阿部 善久 

ｱﾍﾞﾖｼﾋｻ 

Company 

Representative 

Yoshihisa Abe 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1969/8/1 Established 1969/8/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 120 Employees 120 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

魚肉練製品製造、販売 Manufacture and sale of fish meat paste products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 魚肉練り製品 Goods Fish meat paste products 

相手国 
  

米国、カナダ Countries US, Canada 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.7 

株株式式会会社社アアムムススエエンンジジニニアアリリンンググ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾑﾑｽｽｴｴﾝﾝｼｼﾞ゙ﾆﾆｱｱﾘﾘﾝﾝｸｸﾞ゙  

  

AAmmss  EEnnggiinneeeerriinngg  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-0304宮城県東松島市川下字内響１３２－２３ Address1 132-23, Aza Uchihibiki, Kawakudari, Higashimatsushima-

shi, Miyagi, 981-0304 

電話  0225-86-1521 TEL 

FAX 

 

 

0225-86-1521 

FAX 0225-87-3510 FAX 

 

0225-87-3510 

E-mail info@ams-eco.co.jp E-mail info@ams-eco.co.jp 

WEB http://ams-eco.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

阿部 登壽男 

ｱﾍﾞﾄｼｵ 

Company 

Representative 

Toshio Abe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1988/6/4 Established 1988/6/4 

資本金 5800万 Capital Fund 58 million 

従業員 7 Employees 7 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

土壌改質修復剤エコハーモニィ・アドソープ販売。 
土壌改質・修復機ランドレボリューション販売。 
土壌改質修復工事等。 
 

Sale of Eco Harmony Adsorb, a soil conditioner and restorer. 
Sale of Land Revolution, a soil conditioning and restoration machine. 
Soil conditioning and restoration work, etc. 
 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 土壌修復・改質剤エコハーモニィ・ミキシングプラ
ント等 

Goods Soil conditioning/modification agent Eco-Harmony, mixing 
plants, etc. 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 酸化マグネシウム Goods Magnesium oxide 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.8 

株株式式会会社社AARRCCAA  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾙﾙｶｶ  

  

AARRCCAA  CCoo..,,  LLttdd..  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3629宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ30 Address1 30 Tekunohiruzu, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-

3629 

電話  022-725-7396 TEL 

FAX 

 

 

022-725-7396 

FAX 022-725-7397 FAX 

 

022-725-7397 

E-mail toiawase@arca-2011.co.jp E-mail toiawase@arca-2011.co.jp 

WEB http://arca-2011.co.jp/ WEB http://arca-2011.co.jp/english/ 

代表者 

（カナ） 

河内 ひとみ 

ｶﾜｳﾁﾋﾄﾐ 

Company 

Representative 

Hitomi Kawauchi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2011/6/20 Established 2011/6/20 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 84 Employees 84 

業種 大分類 製造業、その他（建築） Industry 

Catergory 

Manufacturing, other (construction) 

業種 小分類 その他（温水洗浄便座） Subcatergory Other (heated toilet seats) 

国際認証・ 

特許 

ISO、その他（CE） Certifications/

Patents 

ISO, other (CE) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

太陽光発電システム関連商品・蓄電池システム・温水洗浄便座 Solar power generation system products, Storage battery system, BeauLet 
(Electronic Bidet/Smart toilet) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 温水洗浄便座（BeauLet) Goods Toilet seat with warm water washing (BeauLet) 

相手国 
  

香港、台湾、インドネシア、マレーシア、フィリピン、
シンガポール、ベトナム、インド、スリランカ、パキ
スタン、バングラデシュ、ニュージーランド、フィンラ
ンド、ウクライナ、アラブ首長国連邦、カタール、そ
の他 

Countries Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Vietnam, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, 
New Zealand, Finland, Ukraine, United Arab Emirates, 
Qatar, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 架台・杭・太陽光パネル Goods Mounts, piles, and solar panels 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 上海亜陸嘉貿易有限公司 Name 
 

Shanghai ARCA Trading Co., Ltd. 

設立年月日 2014/9/1 Established 2014/9/1 

事業内容 温水洗浄便座の輸出販売 Business Export and sale of hot-water washing toilet seats 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・南通 Countries China/Nantong 

現地会社名 亜陸嘉（南通）電子科技有限公司 Name 
 

ARCA (Nantong) Electronic Technology Co., Ltd. 

設立年月日 2017/1/1 Established 2017/1/1 

事業内容 温水洗浄便座製造・販売 Business Manufacture and sale of hot-water washing toilet seats 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.8 

株株式式会会社社AARRCCAA  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾙﾙｶｶ  

  

AARRCCAA  CCoo..,,  LLttdd..  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3629宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ30 Address1 30 Tekunohiruzu, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-

3629 

電話  022-725-7396 TEL 

FAX 

 

 

022-725-7396 

FAX 022-725-7397 FAX 

 

022-725-7397 

E-mail toiawase@arca-2011.co.jp E-mail toiawase@arca-2011.co.jp 

WEB http://arca-2011.co.jp/ WEB http://arca-2011.co.jp/english/ 

代表者 

（カナ） 

河内 ひとみ 

ｶﾜｳﾁﾋﾄﾐ 

Company 

Representative 

Hitomi Kawauchi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2011/6/20 Established 2011/6/20 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 84 Employees 84 

業種 大分類 製造業、その他（建築） Industry 

Catergory 

Manufacturing, other (construction) 

業種 小分類 その他（温水洗浄便座） Subcatergory Other (heated toilet seats) 

国際認証・ 

特許 

ISO、その他（CE） Certifications/

Patents 

ISO, other (CE) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

太陽光発電システム関連商品・蓄電池システム・温水洗浄便座 Solar power generation system products, Storage battery system, BeauLet 
(Electronic Bidet/Smart toilet) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 温水洗浄便座（BeauLet) Goods Toilet seat with warm water washing (BeauLet) 

相手国 
  

香港、台湾、インドネシア、マレーシア、フィリピン、
シンガポール、ベトナム、インド、スリランカ、パキ
スタン、バングラデシュ、ニュージーランド、フィンラ
ンド、ウクライナ、アラブ首長国連邦、カタール、そ
の他 

Countries Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, Vietnam, India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, 
New Zealand, Finland, Ukraine, United Arab Emirates, 
Qatar, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 架台・杭・太陽光パネル Goods Mounts, piles, and solar panels 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 上海亜陸嘉貿易有限公司 Name 
 

Shanghai ARCA Trading Co., Ltd. 

設立年月日 2014/9/1 Established 2014/9/1 

事業内容 温水洗浄便座の輸出販売 Business Export and sale of hot-water washing toilet seats 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・南通 Countries China/Nantong 

現地会社名 亜陸嘉（南通）電子科技有限公司 Name 
 

ARCA (Nantong) Electronic Technology Co., Ltd. 

設立年月日 2017/1/1 Established 2017/1/1 

事業内容 温水洗浄便座製造・販売 Business Manufacture and sale of hot-water washing toilet seats 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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進出先 ベトナム・ホーチミン Countries Vietnam/Ho Chi Minh 

現地会社名 ARCA VIETNAM SERVICE TRADING CO., LTD. Name 
 

ARCA VIETNAM SERVICE TRADING CO., LTD. 

設立年月日 2018/11/1 Established 2018/11/1 

事業内容 温水洗浄便座の販売・太陽光発電システムの
EPC 

Business Sale of warm-water toilet seats and EPC for solar power 
generation systems 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 マレーシア・クアラルンプール Countries Malaysia/Kuala Lumpur 

現地会社名 BEAULET ARCA MALAYSIA SDN BHD Name 
 

BEAULET ARCA MALAYSIA SDN BHD 

設立年月日 2019/1/1 Established 2019/1/1 

事業内容 温水洗浄便座の販売 Business Sale of hot-water washing toilet seats 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.9 

株株式式会会社社アアルルココムム  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾙﾙｺｺﾑﾑ  

  

AAllccoomm  IInncc..  

所在地 981-3629宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ29 Address1 29 Tekunohiruzu, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-

3629 

電話  022-346-0880 TEL 

FAX 

 

 

022-346-0880 

FAX 022-346-0080 FAX 

 

022-346-0080 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.alcom-inc.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

茄子川 直人 

ﾅｽｶﾜﾅｵﾄ 

Company 

Representative 

Naoto Nasukawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2001/9/28 Established 2001/9/28 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 45 Employees 45 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

プラスチック金型 Plastic molds 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
  

中国、タイ Countries China, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
 

中国、香港、韓国、タイ Countries China, Hong Kong, South Korea, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 タイ Countries Thailand 

現地会社名 Alcom Precision(Thailand) Co.,Ltd. Name 
 

Alcom Precision (Thailand) Co., Ltd. 

設立年月日 2013/11/11 Established 2013/11/11 

事業内容 金型パーツ製造 Business Mold parts manufacturing 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社アアルルココムム  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｱｱﾙﾙｺｺﾑﾑ  

  

AAllccoomm  IInncc..  

所在地 981-3629宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ29 Address1 29 Tekunohiruzu, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-

3629 

電話  022-346-0880 TEL 

FAX 

 

 

022-346-0880 

FAX 022-346-0080 FAX 

 

022-346-0080 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.alcom-inc.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

茄子川 直人 

ﾅｽｶﾜﾅｵﾄ 

Company 

Representative 

Naoto Nasukawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2001/9/28 Established 2001/9/28 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 45 Employees 45 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

プラスチック金型 Plastic molds 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
  

中国、タイ Countries China, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
 

中国、香港、韓国、タイ Countries China, Hong Kong, South Korea, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 タイ Countries Thailand 

現地会社名 Alcom Precision(Thailand) Co.,Ltd. Name 
 

Alcom Precision (Thailand) Co., Ltd. 

設立年月日 2013/11/11 Established 2013/11/11 

事業内容 金型パーツ製造 Business Mold parts manufacturing 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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アアンンビビアアンンイインンタターーナナシショョナナルル株株式式会会社社  
ｱｱﾝﾝﾋﾋﾞ゙ｱｱﾝﾝｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

AANNVVIIAANN  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3224宮城県仙台市泉区西田中字並木南2-5 Address1 2-5, Aza Namikiminami, Nishitanaka, Izumi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-3224 

電話  022-725-3190 TEL 

FAX 

 

 

022-725-3190 

FAX 022-725-3189 FAX 

 

022-725-3189 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

遠藤 美華 

ｴﾝﾄﾞｳﾐｶ 

Company 

Representative 

Mika Endo 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2016/5/20 Established 2016/5/20 

資本金 1300万 Capital Fund 13 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他製造業、その他卸・小売業 Subcatergory Other manufacturing, other wholesaling and retail 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

土壌改良材「コーンコブミラクル」の開発・販売 
農産物・農産物加工品の輸出入販売 

Development and sale of Corncob Miracle, a soil conditioner 
Import, export and sale of agricultural products and processed agricultural 
products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 土壌改良材 Goods Soil conditioner 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 炭 Goods Charcoal 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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イイシシイイ株株式式会会社社  
ｲｲｼｼｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町2丁目7-6 Address1 2-7-6, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-284-2211 TEL 

FAX 

 

 

022-284-2211 

FAX 022-238-6061 FAX 

 

022-238-6061 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.ishi-i.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

石井 吉雄 

ｲｼｲﾖｼｵ 

Company 

Representative 

Yoshio Ishii 

役職 代表取締役 Position  

設立 1963/2/4 Established 1963/2/4 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員  Employees  

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業 Subcatergory Wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 加湿器、作業服、作業手袋、作業靴 Goods Humidifiers, work clothes, work gloves, work shoes 

相手国 
 

中国、インドネシア Countries China, Indonesia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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イイシシイイ株株式式会会社社  
ｲｲｼｼｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町2丁目7-6 Address1 2-7-6, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-284-2211 TEL 

FAX 

 

 

022-284-2211 

FAX 022-238-6061 FAX 

 

022-238-6061 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.ishi-i.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

石井 吉雄 

ｲｼｲﾖｼｵ 

Company 

Representative 

Yoshio Ishii 

役職 代表取締役 Position  

設立 1963/2/4 Established 1963/2/4 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員  Employees  

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業 Subcatergory Wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 加湿器、作業服、作業手袋、作業靴 Goods Humidifiers, work clothes, work gloves, work shoes 

相手国 
 

中国、インドネシア Countries China, Indonesia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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いいししののままきき農農業業協協同同組組合合  
ｲｲｼｼﾉﾉﾏﾏｷｷﾉﾉｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

IIsshhiinnoommaakkii  AAggrriiccuullttuurraall  CCooooppeerraattiivvee    

所在地 986-0815宮城県石巻市中里5-1-12 Address1 5-1-12, Nakasato, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0815 

電話  0225-22-1183 TEL 

FAX 

 

 

0225-22-1183 

FAX 0225-22-1202 FAX 

 

0225-22-1202 

E-mail einokikaku@ja-ishinomaki.or.jp E-mail einokikaku@ja-ishinomaki.or.jp 

WEB https://www.ja-ishinomaki.or.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

松川 孝行 

ﾏﾂｶﾜﾀｶﾕｷ 

Company 

Representative 

Takayuki Matsukawa 

役職 代表理事組合長 Position Union President 

設立 2001/9/1 Established 2001/9/1 

資本金 45億8446万5000円 Capital Fund 4584.465 million yen 

従業員 497 Employees 497 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業、金融業、保険業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing; finance; 

insurance 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

営農販売・信用・共済・経済・農業機械・葬祭・燃料・LPガス・旅
行・宅地等供給 

Agricultural sales, credit, mutual aid, economics, agricultural machinery, 
funeral services, fuel, LP gas, travel, provision of building lots, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 精米 Goods Rice milling 

相手国 
  

台湾、シンガポール、米国 Countries Taiwan, Singapore, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.13 

株株式式会会社社石石渡渡商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｲｲｼｼﾜﾜﾀﾀｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

IISSHHIIWWAATTAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0141宮城県気仙沼市松崎柳沢228-107 Address1 228-107, Yanagisawa, Matsuzaki, Kesennuma-shi, Miyagi, 

988-0141 

電話  0226-22-1893 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-1893 

FAX 0226-23-8636 FAX 

 

0226-23-8636 

E-mail hisashi@ishiwatashoten.co.jp E-mail hisashi@ishiwatashoten.co.jp 

WEB www.ishiwatashoten.co.jp WEB www.ishiwatashoten.com 

代表者 

（カナ） 

石渡 正師 

ｲｼﾜﾀﾏｻｼ 

Company 

Representative 

Masashi Ishiwata 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1957/4/1 Established 1957/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 44 Employees 44 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品（ふかひれ、サメ軟骨、サメ皮）、調味料（オイスターソ
ース、ドレッシング、XO醤 

Processed marine products (shark fins, shark cartilage, shark skin), 
seasonings (oyster sauce, dressing, XO sauce) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ふかひれ、オイスターソース、XO醤、ドレッシング Goods Shark fins, oyster sauce, XO sauce, dressing 

相手国 
  

香港、台湾、インドネシア、シンガポール、オースト
ラリア、フランス、スウェーデン 

Countries Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Singapore, Australia, 
France, Sweden 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 サメ Goods Shark 

相手国 
 

スペイン Countries Spain 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社石石渡渡商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｲｲｼｼﾜﾜﾀﾀｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

IISSHHIIWWAATTAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0141宮城県気仙沼市松崎柳沢228-107 Address1 228-107, Yanagisawa, Matsuzaki, Kesennuma-shi, Miyagi, 

988-0141 

電話  0226-22-1893 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-1893 

FAX 0226-23-8636 FAX 

 

0226-23-8636 

E-mail hisashi@ishiwatashoten.co.jp E-mail hisashi@ishiwatashoten.co.jp 

WEB www.ishiwatashoten.co.jp WEB www.ishiwatashoten.com 

代表者 

（カナ） 

石渡 正師 

ｲｼﾜﾀﾏｻｼ 

Company 

Representative 

Masashi Ishiwata 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1957/4/1 Established 1957/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 44 Employees 44 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品（ふかひれ、サメ軟骨、サメ皮）、調味料（オイスターソ
ース、ドレッシング、XO醤 

Processed marine products (shark fins, shark cartilage, shark skin), 
seasonings (oyster sauce, dressing, XO sauce) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ふかひれ、オイスターソース、XO醤、ドレッシング Goods Shark fins, oyster sauce, XO sauce, dressing 

相手国 
  

香港、台湾、インドネシア、シンガポール、オースト
ラリア、フランス、スウェーデン 

Countries Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Singapore, Australia, 
France, Sweden 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 サメ Goods Shark 

相手国 
 

スペイン Countries Spain 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.14 

株株式式会会社社いいちちごごホホーールルデディィンンググスス  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｲｲﾁﾁｺｺﾞ゙ﾎﾎｰーﾙﾙﾃﾃﾞ゙  

  

IICCHHIIGGOOHHOOLLDDIINNGGSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0014宮城県仙台市青葉区本町2-2-3 Address1 2-2-3, Honcho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0014 

電話  022-268-6711 TEL 

FAX 

 

 

022-268-6711 

FAX 022-268-6712 FAX 

 

022-268-6712 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.aquanext-inc.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

宮下雅光 

ﾐﾔｼﾀﾏｻﾐﾂ 

Company 

Representative 

Masamitsu Miyashita 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1983/10/14 Established 1983/10/14 

資本金 3億6766万 Capital Fund 367.66 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業 Subcatergory Wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

地下水探査業務受託 移動式浄水・造水装置製造・販売 Contracted groundwater exploration services, manufacture and sale of 
mobile water purification and desalination equipment 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 移動型造水装置 地下水探査業務受託他 Goods Mobile water purification and desalination equipment, 
contracted groundwater exploration services 

相手国 
  

マレーシア、フィリピン、ベトナム、米国 Countries Malaysia, Philippines, Vietnam, US 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 造水装置部材 食品 Goods Desalination equipment components, food 

相手国 
 

米国、イタリア Countries US, Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.15 

一一般般財財団団法法人人蔵蔵王王酪酪農農セセンンタターー  
ｲｲｯｯﾊﾊﾟ゚ﾝﾝｻｻﾞ゙ｲｲﾀﾀﾞ゙ﾝﾝﾎﾎｳｳｼｼﾞ゙ﾝﾝｻｻﾞ゙ｵｵｳｳﾗﾗｸｸﾉﾉｳｳ  

  

ZZAAOO  DDAAIIRRYY  CCEENNTTEERR    

所在地 989-0916宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七

日原251-4 

Address1 251-4, Aza Nanokahara, Togatta Onsen, Zao-machi, 

Katta-gun, Miyagi, 989-0916 

電話  0224-34-3311 TEL 

FAX 

 

 

0224-34-3311 

FAX 0224-34-3311 FAX 

 

0224-34-3311 

E-mail info@zao-cheese.or.jp E-mail info@zao-cheese.or.jp 

WEB http://www.zao-cheese.or.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

冨士 重夫 

ﾌｼﾞｼｹﾞｵ 

Company 

Representative 

Shigeo Fuji 

役職 理事長 Position その他 

設立 1960/2/1 Established 1960/2/1 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

GFSI Certifications/

Patents 

GFSI 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乳製品 Dairy products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ナチュラルチーズ Goods Natural cheese 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.15 

一一般般財財団団法法人人蔵蔵王王酪酪農農セセンンタターー  
ｲｲｯｯﾊﾊﾟ゚ﾝﾝｻｻﾞ゙ｲｲﾀﾀﾞ゙ﾝﾝﾎﾎｳｳｼｼﾞ゙ﾝﾝｻｻﾞ゙ｵｵｳｳﾗﾗｸｸﾉﾉｳｳ  

  

ZZAAOO  DDAAIIRRYY  CCEENNTTEERR    

所在地 989-0916宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字七

日原251-4 

Address1 251-4, Aza Nanokahara, Togatta Onsen, Zao-machi, 

Katta-gun, Miyagi, 989-0916 

電話  0224-34-3311 TEL 

FAX 

 

 

0224-34-3311 

FAX 0224-34-3311 FAX 

 

0224-34-3311 

E-mail info@zao-cheese.or.jp E-mail info@zao-cheese.or.jp 

WEB http://www.zao-cheese.or.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

冨士 重夫 

ﾌｼﾞｼｹﾞｵ 

Company 

Representative 

Shigeo Fuji 

役職 理事長 Position その他 

設立 1960/2/1 Established 1960/2/1 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

GFSI Certifications/

Patents 

GFSI 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乳製品 Dairy products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ナチュラルチーズ Goods Natural cheese 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.16 

岩岩機機ダダイイカカスストト工工業業株株式式会会社社  
ｲｲﾜﾜｷｷﾀﾀﾞ゙ｲｲｶｶｽｽﾄﾄｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬ  

  

IIwwaakkii  DDiieeccaasstt  CCoo..,,mmLLttdd    

所在地 989-2204宮城県亘理郡山元町鷲足字山崎51-2 Address1 51-2, Aza Yamazaki, Washiashi, Yamamoto-cho, Watari-

gun, Miyagi, 989-2204 

電話  0223-37-3322 TEL 

FAX 

 

 

0223-37-3322 

FAX 0223-37-3720 FAX 

 

0223-37-3720 

E-mail manage@iwakidc.co.jp E-mail manage@iwakidc.co.jp 

WEB www.iwakidc.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

鎌田 充志 

ｶﾏﾀﾞｱﾂｼ 

Company 

Representative 

Atsushi Kamada 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1969/9/1 Established 1969/9/1 

資本金 2億 Capital Fund 200 million 

従業員 315 Employees 315 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

アルミ、亜鉛ダイカスト製品 
MIM製品 

Die-cast aluminum and zinc products 
Metal injection molding products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アルミダイカスト用金型、アルミダイカスト製品 
亜鉛ダイカスト製品 

Goods Aluminum die-casting molds, die-cast aluminum products 
Die-cast zinc products 

相手国 
  

中国、香港、タイ、フィリピン、ベトナム、米国 Countries China, Hong Kong, Thailand, Philippines, Vietnam, US 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 Tucson  AZ USA Countries US/Arizona/Tucson 

現地会社名 ﾂｰｿﾝ ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ Name 
 

Tucson Precision Products 

設立年月日 1996/1/15 Established 1996/1/15 

事業内容 アルミダイカスト製品製造販売 Business Manufacture and sale of die-cast aluminum products 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.17 

有有限限会会社社ううししちちゃゃんんフファァーームム  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｳｳｼｼﾁﾁｬｬﾝﾝﾌﾌｧｧｰーﾑﾑ  

  

UUsshhiicchhaann  FFaarrmm  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-1221宮城県石巻市須江字畳石前１－１１ Address1 1-11, Aza Tatamiishimae, Sue, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

987-1221 

電話  0225-98-8829 TEL 

FAX 

 

 

0225-98-8829 

FAX 0225-98-8929 FAX 

 

0225-98-8929 

E-mail info@ushichan.jp E-mail info@ushichan.jp 

WEB http://www.ushichan.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 一貴 

ｻﾄｳｶｽﾞﾀｶ 

Company 

Representative 

Kazutaka Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2005/3/1 Established 2005/3/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 製造業、卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業、飲食店 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages; 

restaurants 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

牛肉・牛の繁殖と肥育、牛肉の加工と販売 Breeding and rearing of cattle; processing and sale of beef 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 牛肉 Goods Beef 

相手国 
  

台湾、タイ、シンガポール、ベトナム、米国、ロシア 
 

Countries Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam, US, Russia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 岩塩 Goods Rock salt 

相手国 
 

パキスタン Countries Pakistan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 うしちゃんファーム農業生産法人ベトナム Name 
 

 

設立年月日 2016年 Established 2016 

事業内容 牛肉の輸入・卸売 Business Export and wholesale of beef 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 VJ International Co., Ltd Name 
 

VJ International Co., Ltd 

設立年月日 2017年 Established 2017 

事業内容 飲食店・牛肉販売 Business Restaurant, beef sales 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.17 

有有限限会会社社ううししちちゃゃんんフファァーームム  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｳｳｼｼﾁﾁｬｬﾝﾝﾌﾌｧｧｰーﾑﾑ  

  

UUsshhiicchhaann  FFaarrmm  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-1221宮城県石巻市須江字畳石前１－１１ Address1 1-11, Aza Tatamiishimae, Sue, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

987-1221 

電話  0225-98-8829 TEL 

FAX 

 

 

0225-98-8829 

FAX 0225-98-8929 FAX 

 

0225-98-8929 

E-mail info@ushichan.jp E-mail info@ushichan.jp 

WEB http://www.ushichan.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 一貴 

ｻﾄｳｶｽﾞﾀｶ 

Company 

Representative 

Kazutaka Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2005/3/1 Established 2005/3/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 製造業、卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業、飲食店 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages; 

restaurants 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

牛肉・牛の繁殖と肥育、牛肉の加工と販売 Breeding and rearing of cattle; processing and sale of beef 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 牛肉 Goods Beef 

相手国 
  

台湾、タイ、シンガポール、ベトナム、米国、ロシア 
 

Countries Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam, US, Russia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 岩塩 Goods Rock salt 

相手国 
 

パキスタン Countries Pakistan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 うしちゃんファーム農業生産法人ベトナム Name 
 

 

設立年月日 2016年 Established 2016 

事業内容 牛肉の輸入・卸売 Business Export and wholesale of beef 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 VJ International Co., Ltd Name 
 

VJ International Co., Ltd 

設立年月日 2017年 Established 2017 

事業内容 飲食店・牛肉販売 Business Restaurant, beef sales 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.18 

株株式式会会社社ヴヴィィ・・ククルルーー  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｳｳﾞ゙ｨｨｸｸﾙﾙｰー  

  

VVii--CCrreeww  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0215宮城県白石市斎川字伊具田25-1 Address1 25-1, Aza Iguta, Saikawa, Shiroishi-shi, Miyagi, 989-0215 

電話  0224-24-3511 TEL 

FAX 

 

 

0224-24-3511 

FAX 0224-24-3510 FAX 

 

0224-24-3510 

E-mail zen@vi-crew.co.jp E-mail zen@vi-crew.co.jp 

WEB http://www.vi-crew.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 全 

ｻﾄｳｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Sato 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2006/10/3 Established 2006/10/3 

資本金 2400万 Capital Fund 24 million 

従業員 34 Employees 34 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

LED製品 LED products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 LED製品 Goods LED products 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.19 

株株式式会会社社植植松松商商会会  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｳｳｴｴﾏﾏﾂﾂｼｼｮｮｳｳｶｶｲｲ  

  

UUeemmaattssuu  SShhookkaaii  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町3丁目7-5 Address1 3-7-5, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-232-5171 TEL 

FAX 

 

 

022-232-5171 

FAX 022-284-3801 FAX 

 

022-284-3801 

E-mail uem.sales01@gmail.com E-mail uem.sales01@gmail.com 

WEB http://uematsushokai.jp/ WEB http://uematsushokai.jp/eng/ 

代表者 

（カナ） 

植松 誠一郎 

ｳｴﾏﾂｾｲｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Seiichiro Uematsu 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 1955/6/9 Established 1955/6/9 

資本金 10億1755万 Capital Fund 1.01755 billion 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

機械器具卸売業 Wholesale of machinery and equipment 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 機械・電気機器及びその部分品・付属品 Goods Mechanical and electrical equipment, parts and 
accessories for mechanical and electrical equipment 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレーシ
ア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、インド、ニ
ュージーランド、米国、オーストリア、ロシア、その
他 

Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Vietnam, India, New Zealand, US, 
Austria, Russia, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 機械・電気機器及びその部分品・付属品 Goods Mechanical and electrical equipment, parts and 
accessories for mechanical and electrical equipment 

相手国 
 

中国、ベトナム Countries China, Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.19 

株株式式会会社社植植松松商商会会  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｳｳｴｴﾏﾏﾂﾂｼｼｮｮｳｳｶｶｲｲ  

  

UUeemmaattssuu  SShhookkaaii  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町3丁目7-5 Address1 3-7-5, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-232-5171 TEL 

FAX 

 

 

022-232-5171 

FAX 022-284-3801 FAX 

 

022-284-3801 

E-mail uem.sales01@gmail.com E-mail uem.sales01@gmail.com 

WEB http://uematsushokai.jp/ WEB http://uematsushokai.jp/eng/ 

代表者 

（カナ） 

植松 誠一郎 

ｳｴﾏﾂｾｲｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Seiichiro Uematsu 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 1955/6/9 Established 1955/6/9 

資本金 10億1755万 Capital Fund 1.01755 billion 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

機械器具卸売業 Wholesale of machinery and equipment 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 機械・電気機器及びその部分品・付属品 Goods Mechanical and electrical equipment, parts and 
accessories for mechanical and electrical equipment 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレーシ
ア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、インド、ニ
ュージーランド、米国、オーストリア、ロシア、その
他 

Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Vietnam, India, New Zealand, US, 
Austria, Russia, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 機械・電気機器及びその部分品・付属品 Goods Mechanical and electrical equipment, parts and 
accessories for mechanical and electrical equipment 

相手国 
 

中国、ベトナム Countries China, Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.20 

エエーーエエススジジェェイイ株株式式会会社社  
ｴｴｰーｴｴｽｽｼｼﾞ゙ｪｪｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

AASSJJ  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0003宮城県仙台市太白区郡山2-5-8 Address1 2-5-8, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0003 

電話  022-797-6713 TEL 

FAX 

 

 

022-797-6713 

FAX 022-797-6714 FAX 

 

022-797-6714 

E-mail nakagawa@asjapan.co.jp E-mail nakagawa@asjapan.co.jp 

WEB https://asjapan.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

中川 一 

ﾅｶｶﾞﾜﾊｼﾞﾒ 

Company 

Representative 

Hajime Nakagawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2013/6/6 Established 2013/6/6 

資本金 800万 Capital Fund 8 million 

従業員 9 Employees 9 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水処理機械 Water treatment machinery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水処理機器 Goods Water treatment equipment 

相手国 
  

インドネシア Countries Indonesia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.21 

株株式式会会社社SSLLSS  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｴｴｽｽｴｴﾙﾙｴｴｽｽ  

  

SSLLSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町１－１４－

３２ フライハイトビル8F 

Address1 8F, 1-14-32, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0811 

電話  022-266-8181 TEL 

FAX 

 

 

022-266-8181 

FAX 022-266-8182 FAX 

 

022-266-8182 

E-mail sendai.ls@pep.ne.jp E-mail sendai.ls@pep.ne.jp 

WEB http://www.sendai-lang.com/ WEB http://www.sendai-lang.com/english/ 

代表者 

（カナ） 

安東 光昭 

ｱﾝﾄｳﾐﾂｱｷ 

Company 

Representative 

Mitsuaki Anto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/9/1 Established 2008/9/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

語学教育、翻訳 Language education, Translation 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

株式会社SLSは語学でお困りの皆様をサポート致します。 外国
人向け日本語教育や、日本人向け外国語教育、通訳翻訳業務な
ど 地域と世界をつなぎます。日本語教師の育成や外国人実習生
向けの研修もお任せ下さい。 

SLS Inc. provides support for your language needs. We provide Japanese 
language education for foreigners, foreign language education for Japanese, 
interpretation and translation services, and other services for connecting 
your local area to the world. We can also provide training for Japanese 
language teachers and foreign trainees. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社SSLLSS  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｴｴｽｽｴｴﾙﾙｴｴｽｽ  

  

SSLLSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町１－１４－

３２ フライハイトビル8F 

Address1 8F, 1-14-32, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0811 

電話  022-266-8181 TEL 

FAX 

 

 

022-266-8181 

FAX 022-266-8182 FAX 

 

022-266-8182 

E-mail sendai.ls@pep.ne.jp E-mail sendai.ls@pep.ne.jp 

WEB http://www.sendai-lang.com/ WEB http://www.sendai-lang.com/english/ 

代表者 

（カナ） 

安東 光昭 

ｱﾝﾄｳﾐﾂｱｷ 

Company 

Representative 

Mitsuaki Anto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/9/1 Established 2008/9/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

語学教育、翻訳 Language education, Translation 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

株式会社SLSは語学でお困りの皆様をサポート致します。 外国
人向け日本語教育や、日本人向け外国語教育、通訳翻訳業務な
ど 地域と世界をつなぎます。日本語教師の育成や外国人実習生
向けの研修もお任せ下さい。 

SLS Inc. provides support for your language needs. We provide Japanese 
language education for foreigners, foreign language education for Japanese, 
interpretation and translation services, and other services for connecting 
your local area to the world. We can also provide training for Japanese 
language teachers and foreign trainees. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ＮＮＴＴＫＫセセララテテッックク  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬｴｴﾇﾇﾃﾃｨｨｰーｹｹｰーｾｾﾗﾗﾃﾃｯｯｸｸ  

  

NNTTKK  CCEERRAATTEECC    

所在地 981-3292宮城県仙台市泉区明通3-24-1 Address1 3-24-1, Akedori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-3292 

電話  022-378-9231 TEL 

FAX 

 

 

022-378-9231 

FAX 022-378-9236 FAX 

 

022-378-9236 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.ceratech.co.jp/ WEB https://www.ceratech.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

新海修 

ｼﾝｶｲｵｻﾑ 

Company 

Representative 

Osamu Shinkai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1987/7/7 Established 1987/7/7 

資本金 4億5000万 Capital Fund 450 million 

従業員 322 Employees 322 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

半導体・液晶用部品、真空チャック、静電チャック・ヒーター、耐摩
耗部品、耐熱部品、その他精密機械部品などの各種ファインセラ
ミックス製品の製造及び販売 

Manufacturing and sales of various fine ceramic products for 
semiconductor/display parts, vacuum chuck, electrostatic chuck and 
heater, wear resistant parts, heat-resistant parts, other precision 
machinery etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 セラミック部品 Goods Ceramic parts 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、マレーシア、シンガポール、米
国、英国、フランス、オーストリア、フィンランド、イ
スラエル 

Countries China, Taiwan, South Korea, Malaysia, Singapore, US, 
United Kingdom, France, Austria, Finland, Israel 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 セラミック部品 Goods Ceramic parts 

相手国 
 

中国、台湾、韓国、シンガポール、米国、フラン
ス、オーストリア 

Countries China, Taiwan, South Korea, Singapore, US, France, 
Austria 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 台湾 Countries Taiwan 

現地会社名 YEEDEX CERATEC CORPORATION Name 
 

YEEDEX CERATEC CORPORATION 

設立年月日 2008/2/1 Established 2008/2/1 

事業内容 セラミック部品製造・販売 Business Manufacture and sale of ceramic parts 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 米国・サンタクララ Countries US/Santa Clara 

現地会社名 ※既に閉鎖統合 Name 
 

*Already closed and merged 

設立年月日 2007/1/1 Established 2007/1/1 

事業内容 セラミック部品販売 Business Sale of ceramic parts 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
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LL..UU..イインンタターーナナシショョナナルル合合同同会会社社  
ｴｴﾙﾙﾕﾕｰーｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙｺｺﾞ゙ｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

LL..UU..  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLLLCC..  

所在地 982-0825宮城県仙台市太白区西の平1-9-1 Address1 1-9-1, Nishinodaira, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0825 

電話  090-6626-8111 TEL 

FAX 

 

 

090-6626-8111 

FAX  FAX 

 

 

E-mail info@luinternational.jp E-mail info@luinternational.jp 

WEB http://www.luinterntional.jp WEB http://www.luinternational.jp/english.php 

代表者 

（カナ） 

見上千佳子 

ﾐｶﾐﾁｶｺ 

Company 

Representative 

Chikako Mikami 

役職  Position President 

設立 2014/8/8 Established 2014/8/8 

資本金 非公開 Capital Fund Undisclosed 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 その他（輸出入代行業） Industry 

Catergory 

Other (import/export agency service) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

輸出入貿易代行業 Import/Export Agency Service 
Commodity: Any 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 中古車、自動車部品、陶磁器、キッチン用品、事
務用品、日用品、他 

Goods Used cars, auto parts, ceramics, kitchenware, office 
supplies, daily necessities, etc. 

相手国 
  

香港、シンガポール、米国、イタリア Countries Hong Kong, Singapore, US, Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 フィットネス器具、自動車部品、衣類、美容用品 
 

Goods Fitness equipment, auto parts, clothing, beauty products 
 

相手国 
 

中国、インドネシア、米国、英国 Countries China, Indonesia, US, United Kingdom 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

Import/Export Agency Service for Domestic and Overseas 
Clients 

Import/Export Agency Service for Domestic and Overseas Clients 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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LL..UU..イインンタターーナナシショョナナルル合合同同会会社社  
ｴｴﾙﾙﾕﾕｰーｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙｺｺﾞ゙ｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

LL..UU..  IInntteerrnnaattiioonnaall  LLLLCC..  

所在地 982-0825宮城県仙台市太白区西の平1-9-1 Address1 1-9-1, Nishinodaira, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0825 

電話  090-6626-8111 TEL 

FAX 

 

 

090-6626-8111 

FAX  FAX 

 

 

E-mail info@luinternational.jp E-mail info@luinternational.jp 

WEB http://www.luinterntional.jp WEB http://www.luinternational.jp/english.php 

代表者 

（カナ） 

見上千佳子 

ﾐｶﾐﾁｶｺ 

Company 

Representative 

Chikako Mikami 

役職  Position President 

設立 2014/8/8 Established 2014/8/8 

資本金 非公開 Capital Fund Undisclosed 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 その他（輸出入代行業） Industry 

Catergory 

Other (import/export agency service) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

輸出入貿易代行業 Import/Export Agency Service 
Commodity: Any 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 中古車、自動車部品、陶磁器、キッチン用品、事
務用品、日用品、他 

Goods Used cars, auto parts, ceramics, kitchenware, office 
supplies, daily necessities, etc. 

相手国 
  

香港、シンガポール、米国、イタリア Countries Hong Kong, Singapore, US, Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 フィットネス器具、自動車部品、衣類、美容用品 
 

Goods Fitness equipment, auto parts, clothing, beauty products 
 

相手国 
 

中国、インドネシア、米国、英国 Countries China, Indonesia, US, United Kingdom 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

Import/Export Agency Service for Domestic and Overseas 
Clients 

Import/Export Agency Service for Domestic and Overseas Clients 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.24 

遠遠藤藤水水産産株株式式会会社社  
ｴｴﾝﾝﾄﾄﾞ゙ｳｳｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

EENNDDOO  SSUUIISSAANN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3-11-17 Address1 3-11-17, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-365-3089 TEL 

FAX 

 

 

022-365-3089 

FAX 022-366-3560 FAX 

 

022-366-3560 

E-mail kaneshin-endo@road.ocn.ne.jp E-mail kaneshin-endo@road.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

遠藤 幸一 

ｴﾝﾄﾞｳｺｳｲﾁ 

Company 

Representative 

Koichi Endo 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1971/1/30 Established 1971/1/30 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

塩たら・水産食品加工業 Salt cod and marine food processing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 たら Goods Cod 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.25 

株株式式会会社社及及善善商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｲｲｾｾﾞ゙ﾝﾝｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

OOiizzeennssyyoouutteenn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0782宮城県本吉郡南三陸町入谷字桜沢

124-1 

Address1 124-1, Aza Sakurazawa, Iriya, Minamisanriku-cho, 

Motoyoshi-gun, Miyagi, 986-0782 

電話  0226-46-2048 TEL 

FAX 

 

 

0226-46-2048 

FAX 0226-46-2030 FAX 

 

0226-46-2030 

E-mail info@oizen.co.jp E-mail info@oizen.co.jp 

WEB http://www.oizen.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

及川 善祐 

ｵｲｶﾜｾﾞﾝﾕｳ 

Company 

Representative 

Zenyuu Oikawa 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1985/1/22 Established 1985/1/22 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産練製品（かまぼこ）・製造販売 Manufacture and sale of fish paste products (kamaboko) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.25 

株株式式会会社社及及善善商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｲｲｾｾﾞ゙ﾝﾝｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

OOiizzeennssyyoouutteenn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0782宮城県本吉郡南三陸町入谷字桜沢

124-1 

Address1 124-1, Aza Sakurazawa, Iriya, Minamisanriku-cho, 

Motoyoshi-gun, Miyagi, 986-0782 

電話  0226-46-2048 TEL 

FAX 

 

 

0226-46-2048 

FAX 0226-46-2030 FAX 

 

0226-46-2030 

E-mail info@oizen.co.jp E-mail info@oizen.co.jp 

WEB http://www.oizen.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

及川 善祐 

ｵｲｶﾜｾﾞﾝﾕｳ 

Company 

Representative 

Zenyuu Oikawa 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1985/1/22 Established 1985/1/22 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産練製品（かまぼこ）・製造販売 Manufacture and sale of fish paste products (kamaboko) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.26 

株株式式会会社社奥奥羽羽木木工工所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｳｳｳｳﾓﾓｯｯｺｺｳｳｼｼｮｮ  

  

OOHHUU  WWOOOODD  WWooaarrkkss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0841宮城県仙台市宮城野区原町６－１－１

６ 

Address1 6-1-16, Haranomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0841 

電話  022-257-4151 TEL 

FAX 

 

 

022-257-4151 

FAX 022-257-3166 FAX 

 

022-257-3166 

E-mail haga@ohu.jp E-mail haga@ohu.jp 

WEB http://www.ohu.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

守屋 長光 

ﾓﾘﾔﾅｶﾞﾐﾂ 

Company 

Representative 

Nagamitsu Moriya 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1992/10/7 Established 1992/10/7 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 124 Employees 124 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 木材・紙製造業 Subcatergory Manufacture of wood and paper 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

木製据付家具（実験台・実習台等）の設計・製作・据付及び付帯
サービス 

Design, manufacture, and installation of wooden furniture (lab benches, lab 
tables, etc.) and related services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 木工加工機械 Goods Woodworking machinery 

相手国 
 

中国、台湾、ドイツ、オーストリア Countries China, Taiwan, Germany, Austria 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.27 

オオーーササムムククリリエエイイトト株株式式会会社社  
ｵｵｰーｻｻﾑﾑｸｸﾘﾘｴｴｲｲﾄﾄ  

  

AAwweessoommee  CCrreeaattee    

所在地 980-0021宮城県仙台市青葉区中央2-1-5 

AOBA21ビル5F 

Address1 5F, 2-1-5 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0021 

電話  022-200-2814 TEL 

FAX 

 

 

022-200-2814 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

庄司みゆき 

ｼｮｳｼﾞﾐﾕｷ 

Company 

Representative 

Miyuki Shoji 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2007/11/12 Established 2007/11/12 

資本金 100万 Capital Fund 1 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

アート作品 Art Works 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アート作品 Goods Art Works 

相手国 
  

米国、ドイツ、フランス Countries US, Germany, France 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 アートフレーム Goods Art frames 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

若手アーティストのアート作品を販売しています。 We sell artworks produced by young artists. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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オオーーササムムククリリエエイイトト株株式式会会社社  
ｵｵｰーｻｻﾑﾑｸｸﾘﾘｴｴｲｲﾄﾄ  

  

AAwweessoommee  CCrreeaattee    

所在地 980-0021宮城県仙台市青葉区中央2-1-5 

AOBA21ビル5F 

Address1 5F, 2-1-5 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0021 

電話  022-200-2814 TEL 

FAX 

 

 

022-200-2814 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

庄司みゆき 

ｼｮｳｼﾞﾐﾕｷ 

Company 

Representative 

Miyuki Shoji 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2007/11/12 Established 2007/11/12 

資本金 100万 Capital Fund 1 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

アート作品 Art Works 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アート作品 Goods Art Works 

相手国 
  

米国、ドイツ、フランス Countries US, Germany, France 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 アートフレーム Goods Art frames 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

若手アーティストのアート作品を販売しています。 We sell artworks produced by young artists. 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.28 

株株式式会会社社大大友友  
  

  

所在地 982-0212宮城県仙台市太白区太白１－２６－１８ Address1 1-26-18, Taihaku, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0212 

電話   TEL 

FAX 

 

 

 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

大友 文雄 

ｵｵﾄﾓﾌﾐｵ 

Company 

Representative 

Fumio Otomo 

役職 代表取締役社長 Position Chief Executive Director 

設立 2011/3/8 Established 2011/3/8 

資本金 200万 Capital Fund 2 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 商社・貿易業、コンサルティング業、その他サービ

ス業 

Subcatergory Trading, consulting, and other services 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

貿易コンサルタント Trade consultant 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社大大沼沼製製菓菓  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｵｵﾇﾇﾏﾏｾｾｲｲｶｶ  

  

oonnuummaa  jjaappaanneessee  ccoonnffeeccttiioonneerryy    

所在地 986-0322宮城県石巻市桃生町給人町字東町119 Address1 119, Aza Higashimachi, Kyuninmachi, Monou-cho, 

Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0322 

電話  0225-76-3213 TEL 

FAX 

 

 

0225-76-3213 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

大沼 千明 

ｵｵﾇﾏﾁｱｷ 

Company 

Representative 

Chiaki Ohnuma 

役職  Position Managing director 

設立 1976/11/1 Established 1976/11/1 

資本金 1100万 Capital Fund 11 million 

従業員 40 Employees 40 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、商標権 Certifications/

Patents 

ISO, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

和生菓子製造販売 Manufacture and sale of soft Japanese confectionery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 和生菓子 Goods Soft Japanese confectionery 

相手国 
  

シンガポール、米国 Countries Singapore, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 くるみ、餡、枝豆 Goods Walnuts, red bean paste, edamame 

相手国 
 

中国、台湾、インドネシア、オーストラリア、米国 Countries China, Taiwan, Indonesia, Australia, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社大大沼沼製製菓菓  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｵｵﾇﾇﾏﾏｾｾｲｲｶｶ  

  

oonnuummaa  jjaappaanneessee  ccoonnffeeccttiioonneerryy    

所在地 986-0322宮城県石巻市桃生町給人町字東町119 Address1 119, Aza Higashimachi, Kyuninmachi, Monou-cho, 

Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0322 

電話  0225-76-3213 TEL 

FAX 

 

 

0225-76-3213 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

大沼 千明 

ｵｵﾇﾏﾁｱｷ 

Company 

Representative 

Chiaki Ohnuma 

役職  Position Managing director 

設立 1976/11/1 Established 1976/11/1 

資本金 1100万 Capital Fund 11 million 

従業員 40 Employees 40 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、商標権 Certifications/

Patents 

ISO, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

和生菓子製造販売 Manufacture and sale of soft Japanese confectionery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 和生菓子 Goods Soft Japanese confectionery 

相手国 
  

シンガポール、米国 Countries Singapore, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 くるみ、餡、枝豆 Goods Walnuts, red bean paste, edamame 

相手国 
 

中国、台湾、インドネシア、オーストラリア、米国 Countries China, Taiwan, Indonesia, Australia, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社オオーーヤヤママ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｰーﾔﾔﾏﾏ  

  

OOHHYYAAMMAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-8510宮城県仙台市青葉区五橋2-12-1 Address1 2-12-1, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

8510 

電話  022-221-2109 TEL 

FAX 

 

 

022-221-2109 

FAX 022-216-4858 FAX 

 

022-216-4858 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.irisohyama.co.jp/ WEB https://www.irisohyama.co.jp/english/ 

代表者 

（カナ） 

大山 晃弘 

ｵｵﾔﾏｱｷﾋﾛ 

Company 

Representative 

Akihiro Ohyama 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1986/4/1 Established 1986/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 商社・貿易業 Subcatergory Trading 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

貿易業 Trading 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 家電、家庭用品、精米、資材・原料 Goods Home appliances, household goods, rice milling, materials 
and ingredients 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、マレーシア、米国、フランス、オ
ランダ 

Countries China, Taiwan, South Korea, Malaysia, US, France, 
Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 家電、家庭用品、LED照明、飲料水、建装・什器 Goods Home appliances, household goods, LED lighting, drinking 
water, building fixtures and fittings 

相手国 
 

中国、台湾、韓国、タイ、ベトナム、米国、フラン
ス、オランダ 

Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Vietnam, US, 
France, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・大連 Countries China/Dalian 

現地会社名 大連アイリスオーヤマ工貿有限公司 Name 
 

Dalian Iris Ohyama Industry and Trading Co., Ltd. 

設立年月日 1996/3/1 Established 1996/3/1 

事業内容 家電製品、プラスチック製品製造販売 Business Manufacture and sale of home appliances and plastic 
products 進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 韓国 Countries South Korea 

現地会社名 IRIS KOREA CO.,LTD. Name 
 

IRIS KOREA CO., LTD. 

設立年月日 1988/5/1 Established 1988/5/1 

事業内容 商社 Business Trading company 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
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進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 米国 Countries US 

現地会社名 IRIS USA, INC. Name 
 

IRIS USA, INC. 

設立年月日 1992/6/1 Established 1992/6/1 

事業内容 プラスチック製品製造販売 Business Manufacture and sale of plastic products 

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 米国 Countries US 

現地会社名 IRIS USA, INC. Name 
 

IRIS USA, INC. 

設立年月日 1992/6/1 Established 1992/6/1 

事業内容 プラスチック製品製造販売 Business Manufacture and sale of plastic products 

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.31 

株株式式会会社社オオシシノノ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵｼｼﾉﾉ  

  

OOSSHHIINNOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-1221宮城県名取市田高字原592-3 Address1 592-3, Aza Hara, Tako, Natori-shi, Miyagi, 981-1221 

電話  022-382-1972 TEL 

FAX 

 

 

022-382-1972 

FAX 022-384-4118 FAX 

 

022-384-4118 

E-mail jun-saito@oshino.co.j E-mail jun-saito@oshino.co.j 

WEB http://www.oshino.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

齋藤 順一 

ｻｲﾄｳｼﾞｭﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Junichi Saito 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1980/8/7 Established 1980/8/7 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業、その他卸・小売業 Subcatergory Manufacture of steel and metals, other wholesaling and 

retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

鉄鋼用副資材他 Subsidiary materials, etc. for steel 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 人造黒鉛、フェロシリコン他 Goods Artificial graphite, ferrosilicon, etc. 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・銀川 Countries China/Yinchuan 

現地会社名 宁夏元稃治金有限公司 Name 
 

 

設立年月日 2008/7/1 Established 2008/7/1 

事業内容 人造黒鉛等輸出 Business Export of artificial graphite, etc. 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.32 

おお茶茶のの井井ヶヶ田田株株式式会会社社  
ｵｵﾁﾁｬｬﾉﾉｲｲｹｹﾞ゙ﾀﾀｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

OOCCHHAA  NNOO  IIGGEETTAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0804宮城県仙台市青葉区大町2-7-23 Address1 2-7-23, Omachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0804 

電話  022-224-1371 TEL 

FAX 

 

 

022-224-1371 

FAX 022-244-1352 FAX 

 

022-244-1352 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.ocha-igeta.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

井ヶ田 健一 

ｲｹﾞﾀｹﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Kenichi Igeta 

役職 代表取締役 Position Representative Director 

設立 1977/1/14 Established 1977/1/14 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 600 Employees 600 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

茶・菓子、食料品小売 Tea, confectionery and grocery retailing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 菓子 Goods Confectionery 

相手国 
  

ベトナム、米国 Countries Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.32 

おお茶茶のの井井ヶヶ田田株株式式会会社社  
ｵｵﾁﾁｬｬﾉﾉｲｲｹｹﾞ゙ﾀﾀｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

OOCCHHAA  NNOO  IIGGEETTAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0804宮城県仙台市青葉区大町2-7-23 Address1 2-7-23, Omachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0804 

電話  022-224-1371 TEL 

FAX 

 

 

022-224-1371 

FAX 022-244-1352 FAX 

 

022-244-1352 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.ocha-igeta.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

井ヶ田 健一 

ｲｹﾞﾀｹﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Kenichi Igeta 

役職 代表取締役 Position Representative Director 

設立 1977/1/14 Established 1977/1/14 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 600 Employees 600 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

茶・菓子、食料品小売 Tea, confectionery and grocery retailing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 菓子 Goods Confectionery 

相手国 
  

ベトナム、米国 Countries Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.33 

株株式式会会社社おおててんんととささんん  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵﾃﾃﾝﾝﾄﾄｻｻﾝﾝ  

  

OOTTEENNTTOOSSUUNN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6255宮城県大崎市古川休塚字南田9 Address1 9, Aza Minamida, Kyuzuka, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi, 

989-6255 

電話  0229-27-1070 TEL 

FAX 

 

 

0229-27-1070 

FAX 0229-27-1090 FAX 

 

0229-27-1090 

E-mail takahashi@otentosun.co.jp E-mail takahashi@otentosun.co.jp 

WEB http://www.otentosun.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 榮吾 

ﾀｶﾊｼｴｲｺﾞ 

Company 

Representative 

Eigo Takahashi 

役職 社長 Position President 

設立 2000/1/12 Established 2000/1/12 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 170 Employees 170 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

食品、農業資材 Food and agricultural materials 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 肥料、長靴 Goods Fertilizer, boots 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.34 

尾尾西西食食品品株株式式会会社社  
ｵｵﾆﾆｼｼｼｼｮｮｸｸﾋﾋﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

OOnniissii  FFooooddss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6228宮城県大崎市古川清水字新田88-1 Address1 88-1, Aza Shinden, Shimizu, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi, 

989-6228 

電話  03-3452-3212 TEL 

FAX 

 

 

03-3452-3212 

FAX 03-3456-3783 FAX 

 

03-3456-3783 

E-mail zobe@onisifoofs.co.jp E-mail zobe@onisifoofs.co.jp 

WEB https://www.onisifoods.co.jp/ WEB https://www.onisifoods.co.jp/products/introduction.html#

en 代表者 

（カナ） 

古澤 紳一 

ﾌﾙｻﾜｼﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Shinichi Furusawa 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1935 Established 1935 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 120 Employees 120 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、FSSC、ハラール Certifications/

Patents 

ISO, FSSC, Halal 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アルファ米、ライスクッキー Goods Pre-cooked rice, rice cookies 

相手国 
  

香港、台湾、マレーシア、オーストラリア、米国、カ
ナダ、ドイツ、フランス、オランダ 

Countries Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Australia, US, Canada, 
Germany, France, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

アルファ米（個袋・携帯おにぎり）、ライスクッキー、玄米麺、米粉う
どん等の米・米粉加工食品を中心に、賞味期限5年の常温保存
性や携帯性、即食性、アレルギー対応等を強味にした商品構成
です。 

The product lineup focuses on rice and rice-flour processed foods such as 
pre-cooked rice (individual bags and pocket rice balls), rice cookies, brown 
rice noodles, and rice-flour udon noodles, etc., with strong points such as a 
shelf life of five years at room temperature, portability, convenience, and 
allergy compliance. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.34 

尾尾西西食食品品株株式式会会社社  
ｵｵﾆﾆｼｼｼｼｮｮｸｸﾋﾋﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

OOnniissii  FFooooddss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6228宮城県大崎市古川清水字新田88-1 Address1 88-1, Aza Shinden, Shimizu, Furukawa, Osaki-shi, Miyagi, 

989-6228 

電話  03-3452-3212 TEL 

FAX 

 

 

03-3452-3212 

FAX 03-3456-3783 FAX 

 

03-3456-3783 

E-mail zobe@onisifoofs.co.jp E-mail zobe@onisifoofs.co.jp 

WEB https://www.onisifoods.co.jp/ WEB https://www.onisifoods.co.jp/products/introduction.html#

en 代表者 

（カナ） 

古澤 紳一 

ﾌﾙｻﾜｼﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Shinichi Furusawa 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1935 Established 1935 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 120 Employees 120 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、FSSC、ハラール Certifications/

Patents 

ISO, FSSC, Halal 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アルファ米、ライスクッキー Goods Pre-cooked rice, rice cookies 

相手国 
  

香港、台湾、マレーシア、オーストラリア、米国、カ
ナダ、ドイツ、フランス、オランダ 

Countries Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Australia, US, Canada, 
Germany, France, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

アルファ米（個袋・携帯おにぎり）、ライスクッキー、玄米麺、米粉う
どん等の米・米粉加工食品を中心に、賞味期限5年の常温保存
性や携帯性、即食性、アレルギー対応等を強味にした商品構成
です。 

The product lineup focuses on rice and rice-flour processed foods such as 
pre-cooked rice (individual bags and pocket rice balls), rice cookies, brown 
rice noodles, and rice-flour udon noodles, etc., with strong points such as a 
shelf life of five years at room temperature, portability, convenience, and 
allergy compliance. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.35 

株株式式会会社社OOLLPPAASSOO  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｵｵﾙﾙﾊﾊﾟ゚ｿｿ  

  

OOllppaassoo  CCoorrppoorraattiioonn  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 980-0022宮城県仙台市青葉区五橋1-4-24  ライ

オンズビル五橋6F 

Address1 6F, 1-4-24, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0022 

電話  022-397-9370 TEL 

FAX 

 

 

022-397-9370 

FAX 022-397-9371 FAX 

 

022-397-9371 

E-mail info@olpaso.co.jp E-mail info@olpaso.co.jp 

WEB http://olpaso.co.jp/index.html WEB http://olpaso.co.jp/index.html 

代表者 

（カナ） 

佐藤 満 

ｻﾄｳﾐﾂﾙ 

Company 

Representative 

Mitsuru Sato 

役職 代表取締役 Position Managing director 

設立 2009/5/11 Established 2009/5/11 

資本金 2890万 Capital Fund 28.9 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

採血管準備装置など、病院検査自動化システムの開発及び製
造、販売 
 

Development, manufacture, and sale of automated hospital testing systems, 
including preparation equipment for blood collection vessels 
 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 採血管準備装置 Goods Preparation equipment for blood collection vessels 

相手国 
  

中国、台湾、ベトナム、インド、スペイン、トルコ Countries China, Taiwan, Vietnam, India, Spain, Turkey 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ＰＣ 
 

Goods PC 
 

相手国 
 

中国、台湾 Countries China, Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

試験管準備装置＋情報システムで外来患者の血液採取をサポ
ートします。自動呼出し機能も搭載したコンパクトオールインワン
型は採血現場の生産性向上を実現します。 

We provide support for outpatient blood sampling using test tube 
preparation equipment and information systems. The compact all-in-one 
model with an automatic call feature improves productivity at blood 
sampling facilities. 
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海海商商株株式式会会社社  
ｶｶｲｲｼｼｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKAAIISSHHOO  CCoo..,,LLTTDD  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0114宮城県気仙沼市松崎浦田 Address1 Matsuzaki Urada, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0114 

電話  0226-23-5555 TEL 

FAX 

 

 

0226-23-5555 

FAX 0226-23-5559 FAX 

 

0226-23-5559 

E-mail fishery@kaisho-japan.com E-mail fishery@kaisho-japan.com 

WEB kaisho-japan.com WEB  

代表者 

（カナ） 

村上 耕平 

ﾑﾗｶﾐｺｳﾍｲ 

Company 

Representative 

Kohei Murakami 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1982/5/20 Established 1982/5/20 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

漁業コンサルティング、漁業情報サービス Fishery consulting, fishery information services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ナミビア ウィントフック Countries Windhoek, Namibia 

現地会社名 OSHIMADA FISHING Name 
 

OSHIMADA FISHING 

設立年月日 1992/7/1 Established 1992/7/1 

事業内容 カニ操業 Business Crab fishing 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.36 

海海商商株株式式会会社社  
ｶｶｲｲｼｼｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKAAIISSHHOO  CCoo..,,LLTTDD  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0114宮城県気仙沼市松崎浦田 Address1 Matsuzaki Urada, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0114 

電話  0226-23-5555 TEL 

FAX 

 

 

0226-23-5555 

FAX 0226-23-5559 FAX 

 

0226-23-5559 

E-mail fishery@kaisho-japan.com E-mail fishery@kaisho-japan.com 

WEB kaisho-japan.com WEB  

代表者 

（カナ） 

村上 耕平 

ﾑﾗｶﾐｺｳﾍｲ 

Company 

Representative 

Kohei Murakami 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1982/5/20 Established 1982/5/20 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

漁業コンサルティング、漁業情報サービス Fishery consulting, fishery information services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ナミビア ウィントフック Countries Windhoek, Namibia 

現地会社名 OSHIMADA FISHING Name 
 

OSHIMADA FISHING 

設立年月日 1992/7/1 Established 1992/7/1 

事業内容 カニ操業 Business Crab fishing 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.37 

株株式式会会社社角角星星  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶｸｸﾎﾎﾞ゙ｼｼ  

  

KKAAKKUUBBOOSSHHII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0013宮城県気仙沼市魚町2丁目1-17 Address1 2-1-17, Sakanamachi, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0013 

電話  0226-22-0001 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-0001 

FAX 0226-23-8978 FAX 

 

0226-23-8978 

E-mail center@kakuboshi.co.jp E-mail center@kakuboshi.co.jp 

WEB http://kakuboshi.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

斉藤 嘉一郎 

ｻｲﾄｳｶｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Kaichiro Saito 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 1966/11/1 Established 1966/11/1 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 28 Employees 28 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

産業財産権、商標権 Certifications/

Patents 

Industrial property rights, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒製造業 Sake manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 清酒、リキュール Goods Sake, liqueurs 

相手国 
  

シンガポール Countries Singapore 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

最初の一杯から最後の一滴まで 飲み飽きない酒 From the first glass to the last drop, a sake you will never tire of. 
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株株式式会会社社カカネネキキ吉吉田田商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾈﾈｷｷﾖﾖｼｼﾀﾀﾞ゙ｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

KKAANNEEKKII  YYOOSSHHIIDDAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0725宮城県本吉郡南三陸町志津川沼田

150-154 

Address1 150-154, Numada, Shizugawa, Minamisanriku-cho, 

Motoyoshi-gun, Miyagi, 986-0725 

電話  0226-46-3747 TEL 

FAX 

 

 

0226-46-3747 

FAX 0226-46-5895 FAX 

 

0226-46-5895 

E-mail e-yamauchi@kaneki-yoshida.co.jp E-mail e-yamauchi@kaneki-yoshida.co.jp 

WEB http://www.kaneki-yoshida.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

吉田 信吾 

ﾖｼﾀﾞｼﾝｺﾞ 

Company 

Representative 

Shingo Yoshida 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1982/2/1 Established 1982/2/1 

資本金 3700万 Capital Fund 37 million 

従業員 90 Employees 90 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP、その他（ASC COC） Certifications/

Patents 

ISO, HACCP, other (ASC, COC) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

海藻（めかぶ）・うに・かき・あわび Seaweed (mekabu), sea urchins, oysters, abalone 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 干鮑、めかぶ、うに Goods Dried abalone, mekabu, sea urchins 

相手国 
  

香港、タイ、シンガポール、米国 Countries Hong Kong, Thailand, Singapore, US 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 めかぶ Goods Mekabu seaweed 

相手国 
 

中国、韓国 Countries China, South Korea 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

製造の基本コンセプトは、「限りない素材追求」と「自然のままの
型」。めかぶ・うに・かき・あわびを素材の旨味を最大限に活かす
加工をしています。ISO9001、大日本水産会HACCP、ASC-Cocを
認証取得し、品質管理を徹底しています。 

The basic concepts behind our manufacturing are an “unending search for 
the right ingredients” and "things in their natural state.” Mekabu seaweed, 
sea urchins, oysters, and abalone are processed to bring out their full 
flavor. We have obtained ISO9001, Japan Fisheries Association HACCP, 
and ASC-Coc certifications to ensure thorough quality control. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社カカネネキキ吉吉田田商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾈﾈｷｷﾖﾖｼｼﾀﾀﾞ゙ｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

KKAANNEEKKII  YYOOSSHHIIDDAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0725宮城県本吉郡南三陸町志津川沼田

150-154 

Address1 150-154, Numada, Shizugawa, Minamisanriku-cho, 

Motoyoshi-gun, Miyagi, 986-0725 

電話  0226-46-3747 TEL 

FAX 

 

 

0226-46-3747 

FAX 0226-46-5895 FAX 

 

0226-46-5895 

E-mail e-yamauchi@kaneki-yoshida.co.jp E-mail e-yamauchi@kaneki-yoshida.co.jp 

WEB http://www.kaneki-yoshida.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

吉田 信吾 

ﾖｼﾀﾞｼﾝｺﾞ 

Company 

Representative 

Shingo Yoshida 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1982/2/1 Established 1982/2/1 

資本金 3700万 Capital Fund 37 million 

従業員 90 Employees 90 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP、その他（ASC COC） Certifications/

Patents 

ISO, HACCP, other (ASC, COC) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

海藻（めかぶ）・うに・かき・あわび Seaweed (mekabu), sea urchins, oysters, abalone 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 干鮑、めかぶ、うに Goods Dried abalone, mekabu, sea urchins 

相手国 
  

香港、タイ、シンガポール、米国 Countries Hong Kong, Thailand, Singapore, US 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 めかぶ Goods Mekabu seaweed 

相手国 
 

中国、韓国 Countries China, South Korea 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

製造の基本コンセプトは、「限りない素材追求」と「自然のままの
型」。めかぶ・うに・かき・あわびを素材の旨味を最大限に活かす
加工をしています。ISO9001、大日本水産会HACCP、ASC-Cocを
認証取得し、品質管理を徹底しています。 

The basic concepts behind our manufacturing are an “unending search for 
the right ingredients” and "things in their natural state.” Mekabu seaweed, 
sea urchins, oysters, and abalone are processed to bring out their full 
flavor. We have obtained ISO9001, Japan Fisheries Association HACCP, 
and ASC-Coc certifications to ensure thorough quality control. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.39 

株株式式会会社社鐘鐘崎崎  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾈﾈｻｻﾞ゙ｷｷ  

  

KKAANNEEZZAAKKII    

所在地 984-0001宮城県仙台市若林区鶴代町6-65 Address1 6-65, Tsurushiromachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 984-0001 

電話  022-231-5141 TEL 

FAX 

 

 

022-231-5141 

FAX 022-231-2897 FAX 

 

022-231-2897 

E-mail k-nakamura@kanezaki.co.jp E-mail k-nakamura@kanezaki.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

嘉藤 明美 

ｶﾄｳｱｹﾐ 

Company 

Representative 

Akemi Kato 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 1963/3/1 Established 1963/3/1 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 200 Employees 200 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

FSSC Certifications/

Patents 

FSSC 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

笹かまぼこ、揚げかまぼこ、牛タン、惣菜 Sasa-kamaboko, deep-fried kamaboko, beef tongue, prepared dishes 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.40 

株株式式会会社社カカネネシショョウウ原原田田商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾈﾈｼｼｮｮｳｳﾊﾊﾗﾗﾀﾀﾞ゙ｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

KKAANNEESSYYOOUU  HHAARRAADDAA  SSYYOOUUTTEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0037宮城県気仙沼市魚市場前5-1 Address1 5-1, Uoichibamae, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0037 

電話  0226-22-5858 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-5858 

FAX 0226-22-5859 FAX 

 

0226-22-5859 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

原田 浩之 

ﾊﾗﾀﾞﾋﾛﾕｷ 

Company 

Representative 

Hiroyuki Harada 

役職 取締役 Position Director 

設立 1932 Established 1932 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

塩蔵若布、塩蔵昆布等海産物 Salted wakame seaweed, salted kombu kelp, other marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.40 

株株式式会会社社カカネネシショョウウ原原田田商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾈﾈｼｼｮｮｳｳﾊﾊﾗﾗﾀﾀﾞ゙ｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

KKAANNEESSYYOOUU  HHAARRAADDAA  SSYYOOUUTTEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0037宮城県気仙沼市魚市場前5-1 Address1 5-1, Uoichibamae, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0037 

電話  0226-22-5858 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-5858 

FAX 0226-22-5859 FAX 

 

0226-22-5859 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

原田 浩之 

ﾊﾗﾀﾞﾋﾛﾕｷ 

Company 

Representative 

Hiroyuki Harada 

役職 取締役 Position Director 

設立 1932 Established 1932 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

塩蔵若布、塩蔵昆布等海産物 Salted wakame seaweed, salted kombu kelp, other marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.41 

株株式式会会社社カカネネダダイイ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾈﾈﾀﾀﾞ゙ｲｲ  

  

KKAANNEEDDAAII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0033宮城県気仙沼市川口町1-100 Address1 1-100, Kawaguchi-cho, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0033 

電話  0226-23-1721 TEL 

FAX 

 

 

0226-23-1721 

FAX 0226-23-5371 FAX 

 

0226-23-5371 

E-mail info@kanedai-kesennuma.co.jp E-mail info@kanedai-kesennuma.co.jp 

WEB http://www.kanedai-kesennuma.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 亮輔 

ｻﾄｳﾘｮｳｽｹ 

Company 

Representative 

Ryosuke Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1955/6/27 Established 1955/6/27 

資本金 1200万 Capital Fund 12 million 

従業員 120 Employees 120 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

カニ、エビ、煮魚他 Crab, shrimp, stewed fish, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 カニ製品、エビ製品、煮魚製品、缶詰、他 Goods Crab products, shrimp products, stewed fish products, 
canned foods, etc. 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ズワイガニ、甘エビ等 Goods Snow crab, sweet shrimp, etc. 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・烟台市 Countries China/Yantai City 

現地会社名 烟台福宝食品有限公司 Name 
 

Yantai Fubao Foodstuffs Co.,Ltd. 

設立年月日 1999/8/1 Established 1999/8/1 

事業内容 水産品加工・販売 Business Processing and sale of marine products 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.42 

カカネネヨヨロロイイヤヤリリテティィワワンンロロジジスステティィククスス株株式式会会社社  
ｶｶﾈﾈﾖﾖﾛﾛｲｲﾔﾔﾘﾘﾃﾃｨｨﾜﾜﾝﾝﾛﾛｼｼﾞ゙ｽｽﾃﾃｨｨｸｸｽｽｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKAANNEEYYOO  LLOOYYAALLTTYY  oonnee  LLOOGGIISSTTIICCSS    

所在地 985-0005宮城県塩竈市杉の入4丁目1番88号ー

88 

Address1 4-1-88-88, Suginoiri, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0005 

電話  022-361-1720 TEL 

FAX 

 

 

022-361-1720 

FAX 022-361-1722 FAX 

 

022-361-1722 

E-mail honbu@kll.co.jp E-mail honbu@kll.co.jp 

WEB http://kaneyo-yamanob.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

山野辺 文幹 

ﾔﾏﾉﾍﾞﾌﾐﾖｼ 

Company 

Representative 

Fumiyoshi Yamanobe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2004/2/13 Established 2004/2/13 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 18 Employees 18 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍冷蔵倉庫業 Frozen and refrigerated warehousing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.42 

カカネネヨヨロロイイヤヤリリテティィワワンンロロジジスステティィククスス株株式式会会社社  
ｶｶﾈﾈﾖﾖﾛﾛｲｲﾔﾔﾘﾘﾃﾃｨｨﾜﾜﾝﾝﾛﾛｼｼﾞ゙ｽｽﾃﾃｨｨｸｸｽｽｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKAANNEEYYOO  LLOOYYAALLTTYY  oonnee  LLOOGGIISSTTIICCSS    

所在地 985-0005宮城県塩竈市杉の入4丁目1番88号ー

88 

Address1 4-1-88-88, Suginoiri, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0005 

電話  022-361-1720 TEL 

FAX 

 

 

022-361-1720 

FAX 022-361-1722 FAX 

 

022-361-1722 

E-mail honbu@kll.co.jp E-mail honbu@kll.co.jp 

WEB http://kaneyo-yamanob.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

山野辺 文幹 

ﾔﾏﾉﾍﾞﾌﾐﾖｼ 

Company 

Representative 

Fumiyoshi Yamanobe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2004/2/13 Established 2004/2/13 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 18 Employees 18 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍冷蔵倉庫業 Frozen and refrigerated warehousing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.43 

株株式式会会社社カカノノウウ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾉﾉｳｳ  

  

KKAANNOOUU  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0003宮城県仙台市太白区郡山字新橋北6-2 Address1 6-2, Aza Shinbashikita, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 982-0003 

電話  022-302-4423 TEL 

FAX 

 

 

022-302-4423 

FAX 022-302-4424 FAX 

 

022-302-4424 

E-mail h-ishida@kanou-ai.com E-mail h-ishida@kanou-ai.com 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

安孫子 吉和 

ｱﾋﾞｺﾖｼｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Yoshikazu Abiko 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1996/8/8 Established 1996/8/8 

資本金 800万 Capital Fund 8 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、商社・貿易業 Subcatergory Wholesaling, trading, etc. 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産物全般 General marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 食肉 Goods Meat (for consumption) 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 水産加工品 Goods Processed marine products 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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河河北北ラライイテティィンンググソソリリュューーシショョンンズズ株株式式会会社社  
ｶｶﾎﾎｸｸﾗﾗｲｲﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙ｿｿﾘﾘｭｭｰーｼｼｮｮﾝﾝｽｽﾞ゙ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKaahhookkuu  LLiigghhttiinngg  SSoolluuttiioonnss  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 986-0132宮城県石巻市小船越字舟形147 Address1 147 Aza Funagata, Kofunakoshi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

986-0132 

電話  0225-62-3761 TEL 

FAX 

 

 

0225-62-3761 

FAX 0225-62-3922 FAX 

 

0225-62-3922 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.kls-co.com WEB http://www.kls-co.com/eng/ 

代表者 

（カナ） 

今野 康正 

ｺﾝﾉﾔｽﾏｻ 

Company 

Representative 

Yasumasa Konno 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1927/8/1 Established 1927/8/1 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 140 Employees 140 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放電ランプの開
発、製造と販売 

Development, manufacture, and sale of special halogen lamps and arc 
lamps (for use in commercial equipment) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放
電ランプ 

Goods Special halogen lamps and arc lamps (for use in 
commercial equipment) 

相手国 
  

中国、台湾、米国、ドイツ、オランダ Countries China, Taiwan, US, Germany, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放
電ランプの関連部材 

Goods Components for special halogen lamps and arc lamps (for 
use in commercial equipment) 

相手国 
 

中国、香港、米国、ドイツ、オランダ Countries China, Hong Kong, US, Germany, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム・ホーチミン Countries Vietnam/Ho Chi Minh 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日 2012/8/1 Established 2012/8/1 

事業内容 特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放
電ランプの製造 

Business Manufacture of special halogen lamps and arc lamps (for 
use in commercial equipment) 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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河河北北ラライイテティィンンググソソリリュューーシショョンンズズ株株式式会会社社  
ｶｶﾎﾎｸｸﾗﾗｲｲﾃﾃｨｨﾝﾝｸｸﾞ゙ｿｿﾘﾘｭｭｰーｼｼｮｮﾝﾝｽｽﾞ゙ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKaahhookkuu  LLiigghhttiinngg  SSoolluuttiioonnss  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 986-0132宮城県石巻市小船越字舟形147 Address1 147 Aza Funagata, Kofunakoshi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

986-0132 

電話  0225-62-3761 TEL 

FAX 

 

 

0225-62-3761 

FAX 0225-62-3922 FAX 

 

0225-62-3922 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.kls-co.com WEB http://www.kls-co.com/eng/ 

代表者 

（カナ） 

今野 康正 

ｺﾝﾉﾔｽﾏｻ 

Company 

Representative 

Yasumasa Konno 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1927/8/1 Established 1927/8/1 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 140 Employees 140 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放電ランプの開
発、製造と販売 

Development, manufacture, and sale of special halogen lamps and arc 
lamps (for use in commercial equipment) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放
電ランプ 

Goods Special halogen lamps and arc lamps (for use in 
commercial equipment) 

相手国 
  

中国、台湾、米国、ドイツ、オランダ Countries China, Taiwan, US, Germany, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放
電ランプの関連部材 

Goods Components for special halogen lamps and arc lamps (for 
use in commercial equipment) 

相手国 
 

中国、香港、米国、ドイツ、オランダ Countries China, Hong Kong, US, Germany, Netherlands 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム・ホーチミン Countries Vietnam/Ho Chi Minh 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日 2012/8/1 Established 2012/8/1 

事業内容 特殊（業務機器組込み用）ハロゲンランプ及び放
電ランプの製造 

Business Manufacture of special halogen lamps and arc lamps (for 
use in commercial equipment) 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.45 

加加美美電電子子工工業業株株式式会会社社  
ｶｶﾐﾐﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｼｼｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKAAMMII  EELLEECCTTRROONNIICC  IINNDDUUSSTTRRYY  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-4302宮城県加美郡加美町字下野目雷北６ Address1 6, Ikazuchikita, Aza Shimonome, Kamimachi, Kami-gun, 

Miyagi, 981-4302 

電話  0229-67-3110 TEL 

FAX 

 

 

0229-67-3110 

FAX 0229-67-6930 FAX 

 

0229-67-6930 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.kamidenshi.com WEB  

代表者 

（カナ） 

早坂 宜晃 

ﾊﾔｻｶ ﾉﾘｱｷ 

Company 

Representative 

Noriaki Hayasaka 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1970/6/1 Established 1970/6/1 

資本金 4800万 Capital Fund 48 million 

従業員 110 Employees 110 

業種 大分類  Industry 

Catergory 

 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

表面処理加工 Surface treatment processing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・呉江 Countries China/Wujiang 

現地会社名 呉江加雅電子有限公司 Name 
 

呉江加雅電子有限公司 

設立年月日 2011年1月 Established Jan 2011 

事業内容 表面処理 Business Surface treatment 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.46 

カカメメイイ株株式式会会社社  
ｶｶﾒﾒｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKaammeeii  CCoorrppoorraattiioonn    

所在地 980-8583宮城県仙台市青葉区国分町3丁目1-18 Address1 3-1-18, Kokubun-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

8583 

電話  022-264-6111 TEL 

FAX 

 

 

022-264-6111 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.kamei.co.jp/ WEB https://www.kamei.co.jp/english/ 

代表者 

（カナ） 

亀井 文行 

ｶﾒｲﾌﾐﾕｷ 

Company 

Representative 

Fumiyuki Kamei 

役職 代表取締役社長 Position その他 

設立 1932/12/29 Established 1932/12/29 

資本金 81億3200万 Capital Fund 8.132 billion 

従業員 1990 Employees 1990 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業、商社・貿易業、その他卸・小売業 Subcatergory Wholesaling, retail, trading, other wholesaling and retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

石油製品、LPガスをはじめとする環境商材、酒類食料品、住宅設
備機器、建設資材、鋼材などの各種商品の国内販売および海外
取引、ガソリンスタンド・調剤薬局の運営など 

Domestic sale and overseas trading of petroleum products, LP gas and 
other environmental commodities, alcoholic beverages and foods, housing 
equipment, construction materials, steel products, and other products; 
operation of gas stations and dispensing pharmacies 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 エネルギー関連商材、酒類食料品など Goods Energy-related products, alcoholic beverages and foods, 
etc. 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 エネルギー関連商材、酒類食料品、住宅、建設偉
材等 

Goods Energy-related commodities, alcoholic beverages and 
foods, housing, construction materials, etc. 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 アメリカ Countries US 

現地会社名 Mitsuwa Corporation Name 
 

Mitsuwa Corporation 

設立年月日 1972/10/1 Established 1972/10/1 

事業内容 全米にて日系スーパーマーケット「Mitsuwa 
Marketplace」11店舗運営 

Business Operation of 11 “Mitsuwa Marketplace” Japanese 
supermarkets in the U.S. 進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 アメリカ・ニューヨーク、カリフォルニア Countries US/New York, California 

現地会社名 Katagiri & Co., Inc（Central Boeki U.S.A.,、Central 
Boeki Calif., Ltd.） 

Name 
 

Katagiri & Co., Inc (Central Boeki U.S.A., Central Boeki 
Calif., Ltd.) 

設立年月日 1937/3/1 Established 1937/3/1 

事業内容 日系スーパーマーケット「片桐商会」2店舗運営、
日本食品輸入卸販売 

Business Operation of 2 “Katagiri” Japanese supermarkets, import 
and wholesaling of Japanese food products 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.46 

カカメメイイ株株式式会会社社  
ｶｶﾒﾒｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKaammeeii  CCoorrppoorraattiioonn    

所在地 980-8583宮城県仙台市青葉区国分町3丁目1-18 Address1 3-1-18, Kokubun-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

8583 

電話  022-264-6111 TEL 

FAX 

 

 

022-264-6111 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.kamei.co.jp/ WEB https://www.kamei.co.jp/english/ 

代表者 

（カナ） 

亀井 文行 

ｶﾒｲﾌﾐﾕｷ 

Company 

Representative 

Fumiyuki Kamei 

役職 代表取締役社長 Position その他 

設立 1932/12/29 Established 1932/12/29 

資本金 81億3200万 Capital Fund 8.132 billion 

従業員 1990 Employees 1990 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業、商社・貿易業、その他卸・小売業 Subcatergory Wholesaling, retail, trading, other wholesaling and retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

石油製品、LPガスをはじめとする環境商材、酒類食料品、住宅設
備機器、建設資材、鋼材などの各種商品の国内販売および海外
取引、ガソリンスタンド・調剤薬局の運営など 

Domestic sale and overseas trading of petroleum products, LP gas and 
other environmental commodities, alcoholic beverages and foods, housing 
equipment, construction materials, steel products, and other products; 
operation of gas stations and dispensing pharmacies 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 エネルギー関連商材、酒類食料品など Goods Energy-related products, alcoholic beverages and foods, 
etc. 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 エネルギー関連商材、酒類食料品、住宅、建設偉
材等 

Goods Energy-related commodities, alcoholic beverages and 
foods, housing, construction materials, etc. 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 アメリカ Countries US 

現地会社名 Mitsuwa Corporation Name 
 

Mitsuwa Corporation 

設立年月日 1972/10/1 Established 1972/10/1 

事業内容 全米にて日系スーパーマーケット「Mitsuwa 
Marketplace」11店舗運営 

Business Operation of 11 “Mitsuwa Marketplace” Japanese 
supermarkets in the U.S. 進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 アメリカ・ニューヨーク、カリフォルニア Countries US/New York, California 

現地会社名 Katagiri & Co., Inc（Central Boeki U.S.A.,、Central 
Boeki Calif., Ltd.） 

Name 
 

Katagiri & Co., Inc (Central Boeki U.S.A., Central Boeki 
Calif., Ltd.) 

設立年月日 1937/3/1 Established 1937/3/1 

事業内容 日系スーパーマーケット「片桐商会」2店舗運営、
日本食品輸入卸販売 

Business Operation of 2 “Katagiri” Japanese supermarkets, import 
and wholesaling of Japanese food products 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 シンガポール Countries Singapore 

現地会社名 Imei (Exim) Pte. Ltd. Name 
 

Imei (Exim) Pte. Ltd. 

設立年月日 1981/8/1 Established 1981/8/1 

事業内容 日本食品輸入卸販売 Business Import and wholesaling of Japanese food products 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 シンガポール Countries Singapore 

現地会社名 Lee Huat Yap Kee Pte. Ltd. Name 
 

Lee Huat Yap Kee Pte. Ltd. 

設立年月日 2006/10/1 Established 2006/10/1 

事業内容 船舶用潤滑油の保管・配送、バンカー事業 Business Storage and delivery of lubricating oil for ships, bunkering 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.47 

株株式式会会社社ガガリリウウムム  
ｶｶﾞ゙ﾘﾘｳｳﾑﾑ  

  

GGAALLLLIIUUMM  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3221宮城県仙台市泉区根白石字下町6-5 Address1 6-5, Aza Shimomachi, Nenoshiroishi, Izumi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-3221 

電話  022-348-2261 TEL 

FAX 

 

 

022-348-2261 

FAX 022-376-2086 FAX 

 

022-376-2086 

E-mail g31j-sato@nifty.com E-mail g31j-sato@nifty.com 

WEB http://www.galliumwax.co.jp/ WEB https://www.galliumwax.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

結城谷行 

ﾕｳｷﾀﾆﾕｷ 

Company 

Representative 

Taniyuki Yuki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1994/8/23 Established 1994/8/23 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

スキー、スノーボード用ワックスの開発、製造、販売及び関連製
品の輸入販売 

Development, manufacture, and sale of wax for skis and snowboards, and 
import and sale of related products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 スキー用ワックス Goods Ski wax 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、米国、フランス、イタリ
ア、オーストリア、スウェーデン、ノルウェー、ロシ
ア、フィンランド、ポーランド 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, US, France, Italy, 
Austria, Sweden, Norway, Russia, Finland, Poland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 スキー用チューンナップツール、グローブ、アイウ
エア 

Goods Ski tune-up tools, gloves, and eyewear 

相手国 
 

中国、台湾、ドイツ、オーストリア Countries China, Taiwan, Germany, Austria 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

常に研究心を持ち続け、お客様のニーズに合った製品開発に全
力で挑戦する会社です 

We are a company that always maintains a research mindset, making every 
effort to develop products that meet the needs of our customers 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.47 

株株式式会会社社ガガリリウウムム  
ｶｶﾞ゙ﾘﾘｳｳﾑﾑ  

  

GGAALLLLIIUUMM  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3221宮城県仙台市泉区根白石字下町6-5 Address1 6-5, Aza Shimomachi, Nenoshiroishi, Izumi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-3221 

電話  022-348-2261 TEL 

FAX 

 

 

022-348-2261 

FAX 022-376-2086 FAX 

 

022-376-2086 

E-mail g31j-sato@nifty.com E-mail g31j-sato@nifty.com 

WEB http://www.galliumwax.co.jp/ WEB https://www.galliumwax.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

結城谷行 

ﾕｳｷﾀﾆﾕｷ 

Company 

Representative 

Taniyuki Yuki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1994/8/23 Established 1994/8/23 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

スキー、スノーボード用ワックスの開発、製造、販売及び関連製
品の輸入販売 

Development, manufacture, and sale of wax for skis and snowboards, and 
import and sale of related products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 スキー用ワックス Goods Ski wax 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、米国、フランス、イタリ
ア、オーストリア、スウェーデン、ノルウェー、ロシ
ア、フィンランド、ポーランド 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, US, France, Italy, 
Austria, Sweden, Norway, Russia, Finland, Poland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 スキー用チューンナップツール、グローブ、アイウ
エア 

Goods Ski tune-up tools, gloves, and eyewear 

相手国 
 

中国、台湾、ドイツ、オーストリア Countries China, Taiwan, Germany, Austria 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

常に研究心を持ち続け、お客様のニーズに合った製品開発に全
力で挑戦する会社です 

We are a company that always maintains a research mindset, making every 
effort to develop products that meet the needs of our customers 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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有有限限会会社社  川川口口納納豆豆  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾜﾜｸｸﾞ゙ﾁﾁﾅﾅｯｯﾄﾄｳｳ  

  

kkaawwaagguucchhiinnaattttoouu    

所在地 987-2306宮城県栗原市一迫字嶋躰小原10番地 Address1 10, Aza Shimataikobara, Ichihasama, Kurihara-shi, Miyagi, 

987-2306 

電話  0228-54-5425 TEL 

FAX 

 

 

0228-54-5425 

FAX 0228-54-2268 FAX 

 

0228-54-2268 

E-mail kawa710@rose.ocn.ne.jp E-mail kawa710@rose.ocn.ne.jp 

WEB http://www.kawaguchi-natto.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

門傳英慈 

ﾓﾝﾃﾞﾝｴｲｼﾞ 

Company 

Representative 

Eiji Monden 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1974/2/26 Established 1974/2/26 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 8 Employees 8 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

納豆 煎餅 味噌 米 ふりかけ soybeans, ricecracker, miso, rice sprinkle 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 納豆 乾燥納豆 納豆ふりかけ Goods Natto, dried natto, natto rice seasonings 

相手国 
  

香港、シンガポール、米国、スウェーデン Countries Hong Kong, Singapore, US, Sweden 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

世界中、いつでもどこでも誰でも、納豆を食べて幸せに！ Anyone, anywhere in the world, anytime, eat natto and be happy! 
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㈱㈱カカワワムムララ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾜﾜﾑﾑﾗﾗ  

  

  

所在地 986-0021宮城県石巻市緑町１－４－２ Address1 1-4-2, Midori-cho, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0021 

電話  0225-96-2123 TEL 

FAX 

 

 

0225-96-2123 

FAX 022-774-2444 FAX 

 

022-774-2444 

E-mail shigeru_kawamura@hotmail.com E-mail shigeru_kawamura@hotmail.com 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

河村 茂 

ｶﾜﾑﾗｼｹﾞﾙ 

Company 

Representative 

Shigeru Kawamura 

役職 代表取締役 Position  

設立 1987/5/1 Established 1987/5/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍魚、惣菜他 Frozen fish, ready-made dishes, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 魚、野菜 Goods Fish, vegetables 

相手国 
 

メキシコ、その他 Countries Mexico, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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㈱㈱カカワワムムララ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾜﾜﾑﾑﾗﾗ  

  

  

所在地 986-0021宮城県石巻市緑町１－４－２ Address1 1-4-2, Midori-cho, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0021 

電話  0225-96-2123 TEL 

FAX 

 

 

0225-96-2123 

FAX 022-774-2444 FAX 

 

022-774-2444 

E-mail shigeru_kawamura@hotmail.com E-mail shigeru_kawamura@hotmail.com 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

河村 茂 

ｶﾜﾑﾗｼｹﾞﾙ 

Company 

Representative 

Shigeru Kawamura 

役職 代表取締役 Position  

設立 1987/5/1 Established 1987/5/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍魚、惣菜他 Frozen fish, ready-made dishes, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 魚、野菜 Goods Fish, vegetables 

相手国 
 

メキシコ、その他 Countries Mexico, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.50 

株株式式会会社社甘甘仙仙堂堂  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｶｶﾝﾝｾｾﾝﾝﾄﾄﾞ゙ｳｳ  

  

KKAANNSSEENNDDOO    

所在地 981-1223宮城県名取市下余田字鹿島132 Address1 132, Aza Kashima, Shimoyouden, Natori-shi, Miyagi, 981-

1223 

電話  022-381-6561 TEL 

FAX 

 

 

022-381-6561 

FAX 022-384-5130 FAX 

 

022-384-5130 

E-mail info@kansendo.co.jp E-mail info@kansendo.co.jp 

WEB http://www.kansendo.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

菅原 秀夫 

ｽｶﾞﾜﾗﾋﾃﾞｵ 

Company 

Representative 

Hideo Sugawara 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1988/6/20 Established 1988/6/20 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 29 Employees 29 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

和洋菓子、菓子製造・販売 Manufacture and sale of Japanese and Western confectionery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 くるみ Goods Walnuts 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 57 - 

No.51 

株株式式会会社社ききちちみみ製製麺麺  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｷｷﾁﾁﾐﾐｾｾｲｲﾒﾒﾝﾝ  

  

KKIICCHHIIMMIISSEEIIMMEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0275宮城県白石市本町46 Address1 46, Motomachi, Shiroishi-shi, Miyagi, 989-0275 

電話  0224-26-2484 TEL 

FAX 

 

 

0224-26-2484 

FAX 0224-26-2493 FAX 

 

0224-26-2493 

E-mail u-men@tsurigane.com E-mail u-men@tsurigane.com 

WEB http://tsurigane.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

吉見 光宜 

ｷﾁﾐﾐﾂﾉﾘ 

Company 

Representative 

Mitsunori Kichimi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1954/9/1 Established 1954/9/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 31 Employees 31 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乾麺製造販売 Manufacture and sale of dried noodles 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 つりがね温麺、手延白石温麺、白石温麺ハーフタ
イプ 

Goods Tsurigane uumen noodles, hand-kneaded Shiroishi uumen 
noodles, Shiroishi half-type uumen noodles 

相手国 
  

香港、台湾、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

日本一短い乾麺を専門に製造しているメーカーです。９㎝の長さ
の細い麺は箸を使う国の方々はもちろんのこと、フォークでも食
べられ、スープの具材にもおすすめです。９㎝の長さは、サラダや
炒め麺にも合います。なぜなら、他の具材との馴染みが良いから
です。千切りの野菜などと一緒に口に入れられ、おいしい料理を
一層味わい深いものにしてくれます。400年の伝統が伝える便利
でおいしい「白石温麺」を是非おめし上がり下さい。 

We are a manufacturer specializing in the production of Japan’s shortest 
dried noodles. The thin, 9cm-long noodles can not only be eaten with 
chopsticks in countries that use them, but also with a fork. They are 
recommended for soups, and at 9cm long, they also go well in salads or 
stir-fries.  This is because they blend in well with the other ingredients. 
They can be eaten with shredded vegetables and other ingredients, making 
delicious dishes even more flavorful. Shiroishi uumen noodles are a 
convenient and delicious specialty boasting 400 years of tradition. We hope 
you will enjoy them. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 
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Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.51 

株株式式会会社社ききちちみみ製製麺麺  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｷｷﾁﾁﾐﾐｾｾｲｲﾒﾒﾝﾝ  

  

KKIICCHHIIMMIISSEEIIMMEENN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0275宮城県白石市本町46 Address1 46, Motomachi, Shiroishi-shi, Miyagi, 989-0275 

電話  0224-26-2484 TEL 

FAX 

 

 

0224-26-2484 

FAX 0224-26-2493 FAX 

 

0224-26-2493 

E-mail u-men@tsurigane.com E-mail u-men@tsurigane.com 

WEB http://tsurigane.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

吉見 光宜 

ｷﾁﾐﾐﾂﾉﾘ 

Company 

Representative 

Mitsunori Kichimi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1954/9/1 Established 1954/9/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 31 Employees 31 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乾麺製造販売 Manufacture and sale of dried noodles 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 つりがね温麺、手延白石温麺、白石温麺ハーフタ
イプ 

Goods Tsurigane uumen noodles, hand-kneaded Shiroishi uumen 
noodles, Shiroishi half-type uumen noodles 

相手国 
  

香港、台湾、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

日本一短い乾麺を専門に製造しているメーカーです。９㎝の長さ
の細い麺は箸を使う国の方々はもちろんのこと、フォークでも食
べられ、スープの具材にもおすすめです。９㎝の長さは、サラダや
炒め麺にも合います。なぜなら、他の具材との馴染みが良いから
です。千切りの野菜などと一緒に口に入れられ、おいしい料理を
一層味わい深いものにしてくれます。400年の伝統が伝える便利
でおいしい「白石温麺」を是非おめし上がり下さい。 

We are a manufacturer specializing in the production of Japan’s shortest 
dried noodles. The thin, 9cm-long noodles can not only be eaten with 
chopsticks in countries that use them, but also with a fork. They are 
recommended for soups, and at 9cm long, they also go well in salads or 
stir-fries.  This is because they blend in well with the other ingredients. 
They can be eaten with shredded vegetables and other ingredients, making 
delicious dishes even more flavorful. Shiroishi uumen noodles are a 
convenient and delicious specialty boasting 400 years of tradition. We hope 
you will enjoy them. 
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所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して
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本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が
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日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 
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Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.52 

キキョョーーワワ・・シシスステテムム株株式式会会社社  
ｷｷｮｮｰーﾜﾜｼｼｽｽﾃﾃﾑﾑｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKyyoowwaa  SSyysstteemm  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0063宮城県仙台市若林区石名坂27-4 Address1 27-4, Ishinazaka, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0063 

電話  022-281-9751 TEL 

FAX 

 

 

022-281-9751 

FAX 022-281-9753 FAX 

 

022-281-9753 

E-mail t-hara@kyowasys.com E-mail t-hara@kyowasys.com 

WEB http://www.kyowasys.com/ WEB http://www.kyowasys.com/english/ 

代表者 

（カナ） 

三浦 廣行 

ﾐｳﾗﾋﾛﾕｷ 

Company 

Representative 

Hiroyuki Miura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1952/8/12 Established 1952/8/12 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 8 Employees 8 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 コンサルティング業 Subcatergory Consulting 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

海外進出コンサルティング、海外人材採用支援 Consulting for overseas business expansion, support for recruiting 
overseas personnel 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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極極洋洋食食品品株株式式会会社社  
ｷｷｮｮｸｸﾖﾖｳｳｼｼｮｮｸｸﾋﾋﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKYYOOKKUUYYOO  SSHHOOKKUUHHIINN    

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3丁目20番1号 Address1 3-20-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-364-6111 TEL 

FAX 

 

 

022-364-6111 

FAX 022-367-0273 FAX 

 

022-367-0273 

E-mail  E-mail  

WEB https://kyokuyo-shokuhin.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

吉冨 毅 

ﾖｼﾄﾐﾀｹｼ 

Company 

Representative 

Takeshi Yoshitomi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1962/12/6 Established 1962/12/6 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 412 Employees 412 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP Certifications/

Patents 

ISO, HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍食品の製造及び販売 Manufacture and sale of frozen foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 焼魚 Goods Grilled fish 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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極極洋洋食食品品株株式式会会社社  
ｷｷｮｮｸｸﾖﾖｳｳｼｼｮｮｸｸﾋﾋﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKYYOOKKUUYYOO  SSHHOOKKUUHHIINN    

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3丁目20番1号 Address1 3-20-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-364-6111 TEL 

FAX 

 

 

022-364-6111 

FAX 022-367-0273 FAX 

 

022-367-0273 

E-mail  E-mail  

WEB https://kyokuyo-shokuhin.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

吉冨 毅 

ﾖｼﾄﾐﾀｹｼ 

Company 

Representative 

Takeshi Yoshitomi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1962/12/6 Established 1962/12/6 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 412 Employees 412 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP Certifications/

Patents 

ISO, HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍食品の製造及び販売 Manufacture and sale of frozen foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 焼魚 Goods Grilled fish 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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キキリリハハララワワーーククスス＆＆デデザザイインン  
ｷｷﾘﾘﾊﾊﾗﾗﾜﾜｰーｸｸｽｽｱｱﾝﾝﾄﾄﾞ゙ﾃﾃﾞ゙ｻｻﾞ゙ｲｲﾝﾝ  

  

KKIIRRIIHHAARRAA  WWOORRKKSS  &&  DDEESSIIGGNN    

所在地 982-0261宮城県仙台市青葉区折立1-4-1 Address1 1-4-1, Oritate, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-0261 

電話  090-1146-4866 TEL 

FAX 

 

 

090-1146-4866 

FAX  FAX 

 

 

E-mail kirihara.masanori@me.com E-mail kirihara.masanori@me.com 

WEB https://www.facebook.com/Quily.W.D/ WEB https://www.facebook.com/Quily.W.D/ 

代表者 

（カナ） 

桐原 正憲 

ｷﾘﾊﾗﾏｻﾉﾘ 

Company 

Representative 

Masanori Kirihara 

役職 代表 Position President 

設立 2010/10/13 Established 2010/10/13 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

各種製品の企画・デザイン・設計,各種製品の試作・製造、各種製
品のマーケティング、ブランディング、営業、販売 

Planning and design of various products, preproduction and manufacturing 
of various products, marketing, branding and sales of various products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 インテリア製品、雑貨など Goods Interior design products, household goods, etc. 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、インドネシア、マレーシ
ア、シンガポール、ベトナム、インド、オーストラリ
ア、ニュージーランド、米国、カナダ、メキシコ、ブラ
ジル、アルゼンチン、英国、ドイツ、フランス、イタリ
ア、デンマーク、スペイン、オランダ、オーストリア、
スウェーデン、ノルウェー、スイス、ハンガリー、ロ
シア、フィンランド、ポルトガル、チェコ、ウクライ
ナ、ポーランド、ベルギー、ルクセンブルク、ラトビ
ア、ルーマニア、アイスランド、サウジアラビア、ア
ラブ首長国連邦、トルコ、バーレーン、イラン、クウ
ェート、カタール、南アフリカ共和国 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Vietnam, India, Australia, New 
Zealand, US, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, United 
Kingdom, Germany, France, Italy, Denmark, Spain, 
Netherlands, Austria, Sweden, Norway, Switzerland, 
Hungary, Russia, Finland, Portugal, Czech Republic, 
Ukraine, Poland, Belgium, Luxembourg, Latvia, Romania, 
Iceland, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, 
Bahrain, Iran, Kuwait, Qatar, Republic of South Africa 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 雑貨、食品など Goods Household goods, food, etc. 

相手国 
 

中国、ベトナム Countries China, Vietnam 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

「いまはまだない在るべきものをかたちにする」をコンセプトに製
品の企画、デザイン、製造、販売を行う 

We plan, design, manufacture, and sell our products based on the concept 
of “giving shape to what should be, but is not yet” 
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空空調調企企業業株株式式会会社社  
ｸｸｳｳﾁﾁｮｮｳｳｷｷｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

AAiirr  CCoonnddiittiioonniinngg  EEnntteerrpprriissee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-9800宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1電力

ビル別館５階 

Address1 5F, 3-7-1, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

9800 

電話  022-797-9311 TEL 

FAX 

 

 

022-797-9311 

FAX 022-713-6219 FAX 

 

022-713-6219 

E-mail info@ace-cl.jp E-mail info@ace-cl.jp 

WEB http://www.ace-cl.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

平舘 久志 

ﾋﾗﾀﾞﾃﾋｻｼ 

Company 

Representative 

Hisashi Hiradate 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1974/9/1 Established 1974/9/1 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 38 Employees 38 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

空調機器類の販売及び維持管理、冷暖房設備工事、空気調和
設備工事、給排水衛生設備工事、建築一式工事、熱絶縁工事、
消防設備工事、環境改善、省エネ、エコ関連製品の製造・販売、
前各号に付帯する一切の業務 

Sales, installation and maintenance of air conditioner, Construction work of 
water supply, drainage and sanitation system, Construction work, Heat 
insulation work, Firefighting equipment work, Manufacture and sale of eco-
related products for energy saving and improvement of environment. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 WindWill(自社製品：室内環境改善、省エネルギー
製品) 

Goods WindWill (Proprietary products: indoor environment 
improvement and energy saving products) 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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空空調調企企業業株株式式会会社社  
ｸｸｳｳﾁﾁｮｮｳｳｷｷｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

AAiirr  CCoonnddiittiioonniinngg  EEnntteerrpprriissee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-9800宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1電力

ビル別館５階 

Address1 5F, 3-7-1, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

9800 

電話  022-797-9311 TEL 

FAX 

 

 

022-797-9311 

FAX 022-713-6219 FAX 

 

022-713-6219 

E-mail info@ace-cl.jp E-mail info@ace-cl.jp 

WEB http://www.ace-cl.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

平舘 久志 

ﾋﾗﾀﾞﾃﾋｻｼ 

Company 

Representative 

Hisashi Hiradate 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1974/9/1 Established 1974/9/1 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 38 Employees 38 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

空調機器類の販売及び維持管理、冷暖房設備工事、空気調和
設備工事、給排水衛生設備工事、建築一式工事、熱絶縁工事、
消防設備工事、環境改善、省エネ、エコ関連製品の製造・販売、
前各号に付帯する一切の業務 

Sales, installation and maintenance of air conditioner, Construction work of 
water supply, drainage and sanitation system, Construction work, Heat 
insulation work, Firefighting equipment work, Manufacture and sale of eco-
related products for energy saving and improvement of environment. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 WindWill(自社製品：室内環境改善、省エネルギー
製品) 

Goods WindWill (Proprietary products: indoor environment 
improvement and energy saving products) 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.56 

株株式式会会社社ククレレオオ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｸｸﾚﾚｵｵ  

  

CCRREEOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0842宮城県刈田郡蔵王町塩沢清水沢54 Address1 54, Shimizusawa, Shiozawa, Zao-machi, Katta-gun, Miyagi, 

989-0842 

電話  0224-33-3537 TEL 

FAX 

 

 

0224-33-3537 

FAX 0224-33-3888 FAX 

 

0224-33-3888 

E-mail slippers@creo88.com E-mail slippers@creo88.com 

WEB http://slippers@creo88.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 清悦 

ｻﾄｳｾｲｴﾂ 

Company 

Representative 

Seietsu Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1985/11/25 Established 1985/11/25 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 雑貨・日用品製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of household goods and daily 

necessities 

国際認証・ 

特許 

ISO、商標権、意匠権 Certifications/

Patents 

ISO, trademarks, design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

スリッパ、ヘルシーサンダルの製造メーカー及び卸 Manufacturer and wholesaler of slippers and health sandals 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 スリッパ Goods Slippers 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ファブリック等インドコットン、PVCレザー、竹 Goods Fabrics: Indian cotton, PVC leather, bamboo 

相手国 
 

中国、インド、ドイツ、イタリア、スペイン、ベルギ
ー、トルコ 

Countries China, India, Germany, Italy, Spain, Belgium, Turkey 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

足元から、健康と快適な生活を応援します。作りと素材にこだわ
った日本製スリッパのメーカーです。生地や形、お客様のお好み
のオーダーメイド依頼も承ります。 

Supporting your health and comfort from the feet up. We are a 
manufacturer of slippers, made in Japan with an insistence on construction 
and materials. We also accept custom orders in terms of fabrics, shapes, 
and customer preferences. 
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No.57 

有有限限会会社社ググリリーーンンブブリリーーズズ  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｸｸﾞ゙ﾘﾘｰーﾝﾝﾌﾌﾞ゙ﾘﾘｰーｽｽﾞ゙  

  

GGrreeeenn  BBrreeeezzee  IInncc..  

所在地 984-0828宮城県仙台市若林区一本杉町２５－５

－３１２ 

Address1 25-5-312, Ipponsugimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 984-0828 

電話  022-290-5834 TEL 

FAX 

 

 

022-290-5834 

FAX 022-290-5834 FAX 

 

022-290-5834 

E-mail sake4351@gmail.com E-mail sake4351@gmail.com 

WEB https://green-breeze.wixsite.com/sendai WEB  

代表者 

（カナ） 

浅野 康城 

ｱｻﾉﾔｽｼﾛ 

Company 

Representative 

Yasushiro Asano 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1998/1/16 Established 1998/1/16 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業 Subcatergory Wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ビールを除く酒類全般、食品 Alcoholic beverages excluding beer, foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒、食品 Goods Sake, foods 

相手国 
  

香港、台湾、韓国 Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.57 

有有限限会会社社ググリリーーンンブブリリーーズズ  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｸｸﾞ゙ﾘﾘｰーﾝﾝﾌﾌﾞ゙ﾘﾘｰーｽｽﾞ゙  

  

GGrreeeenn  BBrreeeezzee  IInncc..  

所在地 984-0828宮城県仙台市若林区一本杉町２５－５

－３１２ 

Address1 25-5-312, Ipponsugimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 984-0828 

電話  022-290-5834 TEL 

FAX 

 

 

022-290-5834 

FAX 022-290-5834 FAX 

 

022-290-5834 

E-mail sake4351@gmail.com E-mail sake4351@gmail.com 

WEB https://green-breeze.wixsite.com/sendai WEB  

代表者 

（カナ） 

浅野 康城 

ｱｻﾉﾔｽｼﾛ 

Company 

Representative 

Yasushiro Asano 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1998/1/16 Established 1998/1/16 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業 Subcatergory Wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ビールを除く酒類全般、食品 Alcoholic beverages excluding beer, foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒、食品 Goods Sake, foods 

相手国 
  

香港、台湾、韓国 Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.58 

有有限限会会社社元元気気物物産産  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｹｹﾞ゙ﾝﾝｷｷﾌﾌﾞ゙ｯｯｻｻﾝﾝ  

  

GGeennkkii  PPrroodduuccttss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0043宮城県仙台市宮城野区萩野町3-1-9 Address1 3-1-9, Haginomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-

0043 

電話  022-236-5222 TEL 

FAX 

 

 

022-236-5222 

FAX 022-236-5223 FAX 

 

022-236-5223 

E-mail genkibussan@ybb.ne.jp E-mail genkibussan@ybb.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

李 原奇 

ｲｳｫﾝｷﾞ 

Company 

Representative 

Wonki Lee 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2004/5/7 Established 2004/5/7 

資本金 500万 Capital Fund 5 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

韓国味付海苔、唐辛子、マグロコラーゲン Korean flavored nori seaweed, chili pepper, tuna collagen 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 三陸産乾燥イサダ Goods Dried Sanriku krill 

相手国 
  

韓国 Countries South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 韓国味付海苔、唐辛子 Goods Korean flavored nori seaweed, chili pepper 

相手国 
 

中国、韓国 Countries China, South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.59 

小小池池産産業業株株式式会会社社  
ｺｺｲｲｹｹｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKOOIIKKEE  IINNDDUUSSTTRRIIEESS    

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町3丁目4番地の22 Address1 3-4-22, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-94-9434 TEL 

FAX 

 

 

0225-94-9434 

FAX 0225-94-9435 FAX 

 

0225-94-9435 

E-mail sales@koikeindustries.co.jp E-mail sales@koikeindustries.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

小池 幾世 

ｺｲｹｲｸﾖ 

Company 

Representative 

Ikuyo Koike 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1991/5/21 Established 1991/5/21 

資本金 6400万 Capital Fund 64 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

サバ Mackerel 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
  

その他 Countries Others 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
 

ノルウェー、アイスランド Countries Norway, Iceland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.59 

小小池池産産業業株株式式会会社社  
ｺｺｲｲｹｹｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKOOIIKKEE  IINNDDUUSSTTRRIIEESS    

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町3丁目4番地の22 Address1 3-4-22, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-94-9434 TEL 

FAX 

 

 

0225-94-9434 

FAX 0225-94-9435 FAX 

 

0225-94-9435 

E-mail sales@koikeindustries.co.jp E-mail sales@koikeindustries.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

小池 幾世 

ｺｲｹｲｸﾖ 

Company 

Representative 

Ikuyo Koike 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1991/5/21 Established 1991/5/21 

資本金 6400万 Capital Fund 64 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

サバ Mackerel 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
  

その他 Countries Others 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
 

ノルウェー、アイスランド Countries Norway, Iceland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.60 

合合資資会会社社内内ヶヶ崎崎酒酒造造店店  
ｺｺﾞ゙ｳｳｼｼｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｳｳﾁﾁｶｶﾞ゙ｻｻｷｷｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

UUCCHHIIGGAASSAAKKII  BBRREEWWIINNGG    

所在地 981-3311宮城県富谷市富谷新町27番地 Address1 27, Tomiya Shinmachi, Tomiya-shi, Miyagi, 981-3311 

電話  022-358-2026 TEL 

FAX 

 

 

022-358-2026 

FAX 022-358-6208 FAX 

 

022-358-6208 

E-mail hoyo@uchigasaki.com E-mail hoyo@uchigasaki.com 

WEB https://www.uchigasaki.com WEB  

代表者 

（カナ） 

内ケ﨑 研 

ｳﾁｶﾞｻｷｹﾝ 

Company 

Representative 

Ken Uchigasaki 

役職 代表社員 Position President 

設立 1918/8/1 Established 1918/8/1 

資本金 3600万 Capital Fund 36 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

日本酒製造 Sake manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 清酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港、シンガポール、米国、英国 Countries Hong Kong, Singapore, US, United Kingdom 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.61 

弘弘進進ゴゴムム株株式式会会社社  
ｺｺｳｳｼｼﾝﾝｺｺﾞ゙ﾑﾑ  

  

KKOOHHSSHHIINN  RRUUBBBBEERR  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0816宮城県仙台市若林区河原町2-1-11 Address1 2-1-11, Kawaramachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 984-0816 

電話  022-214-3011 TEL 

FAX 

 

 

022-214-3011 

FAX 022-214-6831 FAX 

 

022-214-6831 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.kohshin-grp.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

西井 英正 

ﾆｼｲﾋﾃﾞﾏｻ 

Company 

Representative 

Hidemasa Nishii 

役職 取締役社長 Position President 

設立 1935/6/10 Established 1935/6/10 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 356 Employees 356 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO、産業財産権、特許権、商標権、意匠権、実用

新案権 

Certifications/

Patents 

ISO, industrial property rights, patents, trademarks, design 

rights, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ゴム、樹脂製品 製造販売 Manufacture and sale of rubber and resin products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 長靴、厨房靴 Goods Boots, kitchen shoes 

相手国 
  

香港、韓国、タイ Countries Hong Kong, South Korea, Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 長靴、合羽、安全靴 Goods Boots, jackets, safety shoes 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・大連 Countries China/Dalian 

現地会社名 大連金弘ゴム有限公司 Name 
 

Dalian Kohshin Rubber Co., Ltd. 

設立年月日 1995/12/12 Established 1995/12/12 

事業内容 ゴム長靴製造 Business Manufacture of rubber boots 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.61 

弘弘進進ゴゴムム株株式式会会社社  
ｺｺｳｳｼｼﾝﾝｺｺﾞ゙ﾑﾑ  

  

KKOOHHSSHHIINN  RRUUBBBBEERR  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0816宮城県仙台市若林区河原町2-1-11 Address1 2-1-11, Kawaramachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 984-0816 

電話  022-214-3011 TEL 

FAX 

 

 

022-214-3011 

FAX 022-214-6831 FAX 

 

022-214-6831 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.kohshin-grp.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

西井 英正 

ﾆｼｲﾋﾃﾞﾏｻ 

Company 

Representative 

Hidemasa Nishii 

役職 取締役社長 Position President 

設立 1935/6/10 Established 1935/6/10 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 356 Employees 356 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO、産業財産権、特許権、商標権、意匠権、実用

新案権 

Certifications/

Patents 

ISO, industrial property rights, patents, trademarks, design 

rights, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ゴム、樹脂製品 製造販売 Manufacture and sale of rubber and resin products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 長靴、厨房靴 Goods Boots, kitchen shoes 

相手国 
  

香港、韓国、タイ Countries Hong Kong, South Korea, Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 長靴、合羽、安全靴 Goods Boots, jackets, safety shoes 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・大連 Countries China/Dalian 

現地会社名 大連金弘ゴム有限公司 Name 
 

Dalian Kohshin Rubber Co., Ltd. 

設立年月日 1995/12/12 Established 1995/12/12 

事業内容 ゴム長靴製造 Business Manufacture of rubber boots 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ゴゴーールルドド興興産産株株式式会会社社  
ｺｺﾞ゙ｰーﾙﾙﾄﾄﾞ゙ｺｺｳｳｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

GGOOLLDD  KKoossaann  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6117宮城県大崎市古川旭5-3-26 Address1 5-3-26, Furukawaasahi, Osaki-shi, Miyagi, 989-6117 

電話  0229-22-1546 TEL 

FAX 

 

 

0229-22-1546 

FAX 0229-24-2428 FAX 

 

0229-24-2428 

E-mail umami@goldkousan.co.jp E-mail umami@goldkousan.co.jp 

WEB http://www.goldkousan.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

青沼 武三 

ｱｵﾇﾏﾀｹﾐ 

Company 

Representative 

Takemi Aonuma 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1976/8/27 Established 1976/8/27 

資本金 2億 Capital Fund 200 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

バイオ肥料、健康食品製造販売 Manufacture and sale of bio-fertilizers and health foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 バイオ肥料 Goods Bio-fertilizers 

相手国 
  

韓国、インドネシア Countries South Korea, Indonesia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

国際特許BSタケミ菌をはじめ数々の先端技術を駆使し、私達の
体や環境に優しいバイオ肥料を製造している。植物が本来持つ
能力を引き出し、収量、秀品、旨味、栄養、抗酸化作用の向上、
連作障害等の問題を改善する。 

We produce bio-fertilizers that are gentle on our bodies and the 
environment using a number of advanced technologies, including the 
internationally-patented BS Takemi fungus. By drawing out plants’ natural 
potential, they improve yield, quality, taste, nutrition and antioxidant effect, 
as well as alleviating problems such as monocropping damage. 
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株株式式会会社社ココススモモススウウェェブブ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｺｺｽｽﾓﾓｽｽｳｳｪｪﾌﾌﾞ゙  

  

CCOOSSMMOOSSWWEEBB  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-3122宮城県仙台市青葉区栗生5-4-1 Address1 5-4-1, Kuryu, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 989-3122 

電話  022-302-8520 TEL 

FAX 

 

 

022-302-8520 

FAX 022-392-0270 FAX 

 

022-392-0270 

E-mail akemi.kawamura@cosmosweb.com E-mail akemi.kawamura@cosmosweb.com 

WEB http://www.cosmosweb.com/ WEB http://www.cosmosweb.com/en/ 

代表者 

（カナ） 

吉村 直幸 

ﾕｼﾑﾗﾅｵﾕｷ 

Company 

Representative 

Naoyuki Yoshimura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1989/11/1 Established 1989/11/1 

資本金 7000万 Capital Fund 70 million 

従業員 80 Employees 80 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

製造業 Manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 産業用ロボット、設備 Goods Industrial robots and equipment 

相手国 
  

中国、韓国、マレーシア、米国、チェコ、その他 Countries China, South Korea, Malaysia, US, Czech Republic, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 電子部品 Goods Electronic components 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ココススモモススウウェェブブ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｺｺｽｽﾓﾓｽｽｳｳｪｪﾌﾌﾞ゙  

  

CCOOSSMMOOSSWWEEBB  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-3122宮城県仙台市青葉区栗生5-4-1 Address1 5-4-1, Kuryu, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 989-3122 

電話  022-302-8520 TEL 

FAX 

 

 

022-302-8520 

FAX 022-392-0270 FAX 

 

022-392-0270 

E-mail akemi.kawamura@cosmosweb.com E-mail akemi.kawamura@cosmosweb.com 

WEB http://www.cosmosweb.com/ WEB http://www.cosmosweb.com/en/ 

代表者 

（カナ） 

吉村 直幸 

ﾕｼﾑﾗﾅｵﾕｷ 

Company 

Representative 

Naoyuki Yoshimura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1989/11/1 Established 1989/11/1 

資本金 7000万 Capital Fund 70 million 

従業員 80 Employees 80 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

製造業 Manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 産業用ロボット、設備 Goods Industrial robots and equipment 

相手国 
  

中国、韓国、マレーシア、米国、チェコ、その他 Countries China, South Korea, Malaysia, US, Czech Republic, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 電子部品 Goods Electronic components 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ココルルドドンンヴヴェェーールル株株式式会会社社  
ｺｺﾙﾙﾄﾄﾞ゙ﾝﾝｳｳﾞ゙ｪｪｰーﾙﾙｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

CCoorrddoonn  VVeerrtt  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目7番

35号 損保ジャパン仙台ビル8階 

Address1 8F, 3-7-35, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 983-0852 

電話  022-742-3120 TEL 

FAX 

 

 

022-742-3120 

FAX 022-742-3139 FAX 

 

022-742-3139 

E-mail masayuki-s@cordonvert.jp E-mail masayuki-s@cordonvert.jp 

WEB http://www.cordonvert.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

山内 浩晶 

ﾔﾏｳﾁﾋﾛｱｷ 

Company 

Representative 

Hiroaki Yamauchi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2006/7/14 Established 2006/7/14 

資本金 4億9000万 Capital Fund 490 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 商社・貿易業 Subcatergory Trading 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

酒類、食料品の輸入卸売業 Import and wholesale of alcoholic beverages and foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ワイン、洋酒、ビール、飲料、食品 Goods Wine, spirits, beer, beverages, food 

相手国 
 

台湾、タイ、オーストラリア、米国、アルゼンチン、
ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

Countries Taiwan, Thailand, Australia, US, Argentina, Germany, 
France, Italy, Spain 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ココンンスストトララククトト・・モモーーメメンントト  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｺｺﾝﾝｽｽﾄﾄﾗﾗｸｸﾄﾄﾓﾓｰーﾒﾒﾝﾝﾄﾄ  

  

CCoonnssttrruucctt  MMoorrmmeenntt    

所在地 982-0817宮城県仙台市太白区羽黒台11-50 Address1 11-50, Hagurodai, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0817 

電話  022-399-9447 TEL 

FAX 

 

 

022-399-9447 

FAX 022-399-9447 FAX 

 

022-399-9447 

E-mail nakamura-yu@construct-morment.com E-mail nakamura-yu@construct-morment.com 

WEB http://construct-morment.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

中村 圭祐 

ﾅｶﾑﾗｹｲｽｹ 

Company 

Representative 

Keisuke Nakamura 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2013/11/25 Established 2013/11/25 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

食品製造事業（食べるラー油）調味料 Food Manufacturing Business (Chunky Raayu) Seasoning 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 食べるラー油（調味料） 
・なかむラー油 
・なかむラー油 辛 等 

Goods Chunky Raayu Seasoning 
・Nakamu Raayu 
・Nakamu Raayu spicy, etc. 

相手国 
  

台湾、シンガポール、ベトナム、米国、スウェーデ
ン、フィンランド 

Countries Taiwan, Singapore, Vietnam, US, Sweden, Finland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

当社の食べるラー油（調味料）「なかむラー油」シリーズは原材料
にこだわり、一つ一つ丁寧に手作りしております。ご飯やお酒の
お供だけじゃなく、万能調味料としてもさまざまなお料理にお使い
いただけます。 

Each product in our “Nakamu Raayu” series of chunky raayu (seasoning) is 
carefully handmade using only the best ingredients. It can be used not only 
as an accompaniment to rice and alcoholic beverages, but also as an all-
purpose seasoning for a variety of dishes. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ココンンスストトララククトト・・モモーーメメンントト  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｺｺﾝﾝｽｽﾄﾄﾗﾗｸｸﾄﾄﾓﾓｰーﾒﾒﾝﾝﾄﾄ  

  

CCoonnssttrruucctt  MMoorrmmeenntt    

所在地 982-0817宮城県仙台市太白区羽黒台11-50 Address1 11-50, Hagurodai, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0817 

電話  022-399-9447 TEL 

FAX 

 

 

022-399-9447 

FAX 022-399-9447 FAX 

 

022-399-9447 

E-mail nakamura-yu@construct-morment.com E-mail nakamura-yu@construct-morment.com 

WEB http://construct-morment.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

中村 圭祐 

ﾅｶﾑﾗｹｲｽｹ 

Company 

Representative 

Keisuke Nakamura 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2013/11/25 Established 2013/11/25 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

食品製造事業（食べるラー油）調味料 Food Manufacturing Business (Chunky Raayu) Seasoning 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 食べるラー油（調味料） 
・なかむラー油 
・なかむラー油 辛 等 

Goods Chunky Raayu Seasoning 
・Nakamu Raayu 
・Nakamu Raayu spicy, etc. 

相手国 
  

台湾、シンガポール、ベトナム、米国、スウェーデ
ン、フィンランド 

Countries Taiwan, Singapore, Vietnam, US, Sweden, Finland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

当社の食べるラー油（調味料）「なかむラー油」シリーズは原材料
にこだわり、一つ一つ丁寧に手作りしております。ご飯やお酒の
お供だけじゃなく、万能調味料としてもさまざまなお料理にお使い
いただけます。 

Each product in our “Nakamu Raayu” series of chunky raayu (seasoning) is 
carefully handmade using only the best ingredients. It can be used not only 
as an accompaniment to rice and alcoholic beverages, but also as an all-
purpose seasoning for a variety of dishes. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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有有限限会会社社今今野野醸醸造造  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｺｺﾝﾝﾉﾉｼｼﾞ゙ｮｮｳｳｿｿﾞ゙ｳｳ  

  

KKoonnnnoo  JJyyoouuzzoouu  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-4222宮城県加美郡加美町下新田字小原5 Address1 5, Aza Obara, Shimoniida, Kamimachi, Kami-gun, Miyagi, 

981-4222 

電話  0229-63-4004 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-4004 

FAX 0229-63-5853 FAX 

 

0229-63-5853 

E-mail h.konno@miso-konno.jp E-mail h.konno@miso-konno.jp 

WEB http://www.e-miso.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

今野 昭夫 

ｺﾝﾉﾃﾙｵ 

Company 

Representative 

Teruo Konno 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1995/4/26 Established 1995/4/26 

資本金 500万 Capital Fund 5 million 

従業員 16 Employees 16 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

味噌(仙台味噌、糀みそ、白味噌、赤味噌、調合みそ、甘口白味
噌・ラーメン用など）、醤油（こいくち、うすくち、だし醤油、溜り、鮨
用、刺身用、ラーメン用など）、シーズニング（味噌パウダー、醤油
パウダー、シーズニング開発）、調味味噌（田楽みそ、インスタント
味噌汁、肉・魚漬け込み専用味噌）、調味料（めんつゆ、そば用
本格かえし、塩こうじ、照り焼きの素、浅漬けの素）、各種OEM製
（オリジナル味噌加工品・オリジナル調味料など食品会社様・飲
食チェーンなどでご採用いただいています） 

Miso (Sendai miso, malt miso, white miso, red miso, blended miso, sweet 
white miso, miso for ramen, etc.), soy sauce (koi-kuchi, usu-kuchi, dashi 
soy sauce, tamari, soy sauce for sushi, soy sauce for sashimi, soy sauce 
for ramen, etc.), seasonings (miso powder, soy sauce powder, seasoning 
development), seasoned miso (dengaku miso, instant miso soup, miso for 
marinating meat and fish) flavorings (noodle broth, noodle broth base for 
soba, salt koji, teriyaki flavoring, asazuke pickling liquid), various OEM 
products (original processed miso products, original flavorings, etc., used by 
food companies, restaurant chains, etc.) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 仙台味噌、味噌パウダー、醤油 Goods Sendai miso, miso powder, soy sauce 

相手国 
  

シンガポール、フランス、スウェーデン Countries Singapore, France, Sweden 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

私達が追い求めるのは常に最高品質のみ。積み重ねてきた醸造
技術は日本で高く評価され、全国味噌及び醤油の品評会では最
高賞5度受賞（醤油）、味噌も数多くの賞を受賞しています。本格
派ならkonnoブランド。 

We seek only the highest quality at all times. The brewing techniques that 
we have developed over the years have won high acclaim in Japan. Our soy 
sauce has won the highest award at the National Soy Sauce Competition 
five times, and our miso has also won numerous awards. Konno, for those 
who insist on the real thing. 
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ササイイデデッックク株株式式会会社社  
ｻｻｲｲﾃﾃﾞ゙ｯｯｸｸｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSyyddeekk  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町5-6-2 Address1 5-6-2, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-235-2222 TEL 

FAX 

 

 

022-235-2222 

FAX 022-235-2290 FAX 

 

022-235-2290 

E-mail info@sydek.co.jp E-mail info@sydek.co.jp 

WEB http://www.sydek.co.jp/ WEB http://www.sydek.com/ 

代表者 

（カナ） 

志田 雄彦 

ｼﾀﾞｶﾂﾋｺ 

Company 

Representative 

Katsuhiko Shida 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1950/3/18 Established 1950/3/18 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 92 Employees 92 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、その

他（SONYグリーンパートナー） 

Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks, design rights, utility models, 

other (SONY Green Partner) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

自動車部品電子部品搬送用包装材の設計、開発、評価、製造、
販売（日本全国、中国、フィリピン、台湾） 

Design, development, evaluation, manufacture and sale of packaging 
materials for transporting auto parts and electronic components 
(throughout Japan, China, Philippines, Taiwan) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 原材料 Goods Raw materials 

相手国 
  

中国、台湾、フィリピン Countries China, Taiwan, Philippines 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 原材料 Goods Raw materials 

相手国 
 

中国、韓国 Countries China, South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 香港 Countries Hong Kong 

現地会社名 賽的克恒豊貿易有限公司 Name 
 

Sydek Hang Fung Trading Co., Ltd. 

設立年月日 1999/4/1 Established 1999/4/1 

事業内容 貿易業務全般 Business General trading 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 賽的克恒豐精密包装有限公司 Name 
 

Sydek Hang Fung Precise Package (SHANGHAI) Co., Ltd. 

設立年月日 1999/4/1 Established 1999/4/1 

事業内容 弱電・精密部品メーカ向け工業包装材の加工・販
売 

Business Processing and sale of industrial packaging materials for 
manufacturers of light electric appliances and precision 
components 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 中国・蘇州 Countries China/Suzhou 

現地会社名 賽的克恒豊精密電子材料有限公司 Name 
 

Sydek Hang Fung Precision (SUZHOU) Co., Ltd. 

設立年月日 2004/7/1 Established 2004/7/1
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 73 －

さ 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 73 - 

No.67 

ササイイデデッックク株株式式会会社社  
ｻｻｲｲﾃﾃﾞ゙ｯｯｸｸｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSyyddeekk  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町5-6-2 Address1 5-6-2, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-235-2222 TEL 

FAX 

 

 

022-235-2222 

FAX 022-235-2290 FAX 

 

022-235-2290 

E-mail info@sydek.co.jp E-mail info@sydek.co.jp 

WEB http://www.sydek.co.jp/ WEB http://www.sydek.com/ 

代表者 

（カナ） 

志田 雄彦 

ｼﾀﾞｶﾂﾋｺ 

Company 

Representative 

Katsuhiko Shida 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1950/3/18 Established 1950/3/18 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 92 Employees 92 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権、意匠権、実用新案権、その

他（SONYグリーンパートナー） 

Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks, design rights, utility models, 

other (SONY Green Partner) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

自動車部品電子部品搬送用包装材の設計、開発、評価、製造、
販売（日本全国、中国、フィリピン、台湾） 

Design, development, evaluation, manufacture and sale of packaging 
materials for transporting auto parts and electronic components 
(throughout Japan, China, Philippines, Taiwan) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 原材料 Goods Raw materials 

相手国 
  

中国、台湾、フィリピン Countries China, Taiwan, Philippines 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 原材料 Goods Raw materials 

相手国 
 

中国、韓国 Countries China, South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 香港 Countries Hong Kong 

現地会社名 賽的克恒豊貿易有限公司 Name 
 

Sydek Hang Fung Trading Co., Ltd. 

設立年月日 1999/4/1 Established 1999/4/1 

事業内容 貿易業務全般 Business General trading 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 賽的克恒豐精密包装有限公司 Name 
 

Sydek Hang Fung Precise Package (SHANGHAI) Co., Ltd. 

設立年月日 1999/4/1 Established 1999/4/1 

事業内容 弱電・精密部品メーカ向け工業包装材の加工・販
売 

Business Processing and sale of industrial packaging materials for 
manufacturers of light electric appliances and precision 
components 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 中国・蘇州 Countries China/Suzhou 

現地会社名 賽的克恒豊精密電子材料有限公司 Name 
 

Sydek Hang Fung Precision (SUZHOU) Co., Ltd. 

設立年月日 2004/7/1 Established 2004/7/1
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 74 －

さ 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 74 - 

事業内容 弱電・精密部品メーカ向け工業包装材の加工・販
売 

Business Processing and sale of industrial packaging materials for 
manufacturers of light electric appliances and precision 
components 

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 中国・東莞 Countries China/Dongguan 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

進進出出⑤⑤  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt⑤⑤  

進出先 フィリピン Countries Philippines 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

自動車部品用、電子部品用、搬送トイレ出荷数量トップレベル！
私たちは真空成形トイレのプロフェッショナルです！！ 

Among the leaders in shipping volume for transport trays for auto parts 
and electronic components! The vacuum-formed tray professionals! 
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No.68 

株株式式会会社社佐佐浦浦  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｻｻｳｳﾗﾗ  

  

SSaauurraa  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0052宮城県塩竈市本町2-19 Address1 2-19, Motomachi, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0052 

電話  022-362-4165 TEL 

FAX 

 

 

022-362-4165 

FAX 022-362-7895 FAX 

 

022-362-7895 

E-mail info@urakasumi.com E-mail info@urakasumi.com 

WEB http://www.urakasumi.com/ WEB http://www.urakasumi.com/en 

代表者 

（カナ） 

佐浦 弘一 

ｻｳﾗｺｳｲﾁ 

Company 

Representative 

Koichi Saura 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1956/10/1 Established 1956/10/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒の製造・販売 Manufacture and sale of sake 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒、リキュール Goods Sake, liqueurs 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、タイ、マレーシア、フィリピン、シ
ンガポール、ベトナム、スリランカ、オーストラリア、
ニュージーランド、米国、カナダ、英国、ドイツ、フラ
ンス、イタリア、スペイン、オーストリア、スウェーデ
ン、スイス、イスラエル 

Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Vietnam, Sri Lanka, Australia, New 
Zealand, US, Canada, United Kingdom, Germany, France, 
Italy, Spain, Austria, Sweden, Switzerland, Israel 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

弊社は、1724年創業。これまでの吟醸造りの経験を通じて、高品
質の酒造りを目標としています。それにより、やや辛口で旨みと
酸味のバランスのとれた上品な味わいが特徴です。お料理全般
とお楽しみいただけます。 

Our company was founded in 1724. We aim to use our experience in ginjo 
brewing to produce high-quality sake. This produces an elegant palate: 
slightly dry, with a good balance of savory and acidic flavors. It makes a 
perfect accompaniment to all kinds of dishes. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社佐佐浦浦  
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SSaauurraa  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0052宮城県塩竈市本町2-19 Address1 2-19, Motomachi, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0052 

電話  022-362-4165 TEL 

FAX 
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FAX 022-362-7895 FAX 

 

022-362-7895 

E-mail info@urakasumi.com E-mail info@urakasumi.com 

WEB http://www.urakasumi.com/ WEB http://www.urakasumi.com/en 

代表者 

（カナ） 

佐浦 弘一 

ｻｳﾗｺｳｲﾁ 

Company 

Representative 

Koichi Saura 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1956/10/1 Established 1956/10/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒の製造・販売 Manufacture and sale of sake 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒、リキュール Goods Sake, liqueurs 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、タイ、マレーシア、フィリピン、シ
ンガポール、ベトナム、スリランカ、オーストラリア、
ニュージーランド、米国、カナダ、英国、ドイツ、フラ
ンス、イタリア、スペイン、オーストリア、スウェーデ
ン、スイス、イスラエル 

Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Vietnam, Sri Lanka, Australia, New 
Zealand, US, Canada, United Kingdom, Germany, France, 
Italy, Spain, Austria, Sweden, Switzerland, Israel 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

弊社は、1724年創業。これまでの吟醸造りの経験を通じて、高品
質の酒造りを目標としています。それにより、やや辛口で旨みと
酸味のバランスのとれた上品な味わいが特徴です。お料理全般
とお楽しみいただけます。 

Our company was founded in 1724. We aim to use our experience in ginjo 
brewing to produce high-quality sake. This produces an elegant palate: 
slightly dry, with a good balance of savory and acidic flavors. It makes a 
perfect accompaniment to all kinds of dishes. 
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FFoorreewwoorrdd  
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The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.69 

蔵蔵王王酒酒造造株株式式会会社社  
ｻｻﾞ゙ｵｵｳｳｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

ZZAAOO  SShhuuzzoo  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0253宮城県白石市東小路120番地の1 Address1 120-1, Higashikoji, Shiroishi-shi, Miyagi, 989-0253 

電話  0224-25-3355 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-3355 

FAX 0224-25-3272 FAX 

 

0224-25-3272 

E-mail eigyo@zaoshuzo.com E-mail eigyo@zaoshuzo.com 

WEB http://www.zaoshuzo.com WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邊 左男 

ﾜﾀﾅﾍﾞｽｹｵ 

Company 

Representative 

Sukeo Watanabe 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1873 Established 1873 

資本金 3750万 Capital Fund 37.5 million 

従業員 18 Employees 18 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒製造・保険代理 Sake manufacturing and insurance agency 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 清酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ささくくらら事事業業協協同同組組合合  
ｻｻｸｸﾗﾗｼｼﾞ゙ｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

SSaakkuurraa  BBuussiinneessss  CCooooppeerraattiivvee  SSoocciieettyy    

所在地 981-3111宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛4-4 Address1 4-4, Aza Saibe, Matsumori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

981-3111 

電話  022-771-0743 TEL 

FAX 

 

 

022-771-0743 

FAX 022-771-0744 FAX 

 

022-771-0744 

E-mail info@sakura-bc.jp E-mail info@sakura-bc.jp 

WEB http://www.sakura-bc.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

鎌田 厚司 

ｶﾏﾀﾞｱﾂｼ 

Company 

Representative 

Atsushi Kamada 

役職 理事長 Position その他 

設立 2003/7/8 Established 2003/7/8 

資本金 220万 Capital Fund 2.2 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

クリーニング関連機器、外国人実習生、外 Cleaning-related equipment, foreign trainees 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 クリーニング関連機器 外 Goods Cleaning-related equipment 

相手国 
  

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日 2019/1/1 Established 2019/1/1 

事業内容 PP他 Business PP, etc. 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.70 

ささくくらら事事業業協協同同組組合合  
ｻｻｸｸﾗﾗｼｼﾞ゙ｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

SSaakkuurraa  BBuussiinneessss  CCooooppeerraattiivvee  SSoocciieettyy    

所在地 981-3111宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛4-4 Address1 4-4, Aza Saibe, Matsumori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

981-3111 

電話  022-771-0743 TEL 

FAX 

 

 

022-771-0743 

FAX 022-771-0744 FAX 

 

022-771-0744 

E-mail info@sakura-bc.jp E-mail info@sakura-bc.jp 

WEB http://www.sakura-bc.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

鎌田 厚司 

ｶﾏﾀﾞｱﾂｼ 

Company 

Representative 

Atsushi Kamada 

役職 理事長 Position その他 

設立 2003/7/8 Established 2003/7/8 

資本金 220万 Capital Fund 2.2 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

クリーニング関連機器、外国人実習生、外 Cleaning-related equipment, foreign trainees 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 クリーニング関連機器 外 Goods Cleaning-related equipment 

相手国 
  

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日 2019/1/1 Established 2019/1/1 

事業内容 PP他 Business PP, etc. 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.71 

株株式式会会社社ささささ圭圭  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｻｻｻｻｹｹｲｲ  

  

SSaassaakkeeii    

所在地 981-1226宮城県名取市植松字入生48-1 Address1 48-1, Aza Iryu, Uematsu, Natori-shi, Miyagi, 981-1226 

電話  022-784-1239 TEL 

FAX 

 

 

022-784-1239 

FAX 022-784-1250 FAX 

 

022-784-1250 

E-mail shop@sasakei.co.jp E-mail shop@sasakei.co.jp 

WEB https://sasakei.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

佐々木 圭亮 

ｻｻｷｹｲｽｹ 

Company 

Representative 

Keisuke Sasaki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1976/11/1 Established 1976/11/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員  Employees  

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品（主に笹かまぼこ）の製造販売 Manufacture and sale of processed marine products (mainly sasa-
kamaboko) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.72 

株株式式会会社社佐佐々々直直  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｻｻｻｻﾅﾅｵｵ  

  

SSaassaannaaoo    

所在地 981-1103宮城県仙台市太白区中田町字清水15-

1 

Address1 15-1, Aza Shimizu, Nakadamachi, Taihaku-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-1103 

電話  022-241-2324 TEL 

FAX 

 

 

022-241-2324 

FAX 022-241-6052 FAX 

 

022-241-6052 

E-mail  E-mail  

WEB http://sasanao.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

佐々木 直哉 

ｻｻｷﾅｵﾔ 

Company 

Representative 

Naoya Sasaki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1970/1/8 Established 1970/1/8 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 90 Employees 90 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産練製品（笹かまぼこ、揚かまぼこ） Fishery paste products (sasa-kamaboko, fried kamaboko) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 笹かまぼこ、揚かまぼこ Goods Sasa-kamaboko, fried kamaboko 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社佐佐々々直直  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｻｻｻｻﾅﾅｵｵ  

  

SSaassaannaaoo    

所在地 981-1103宮城県仙台市太白区中田町字清水15-

1 

Address1 15-1, Aza Shimizu, Nakadamachi, Taihaku-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-1103 

電話  022-241-2324 TEL 

FAX 

 

 

022-241-2324 

FAX 022-241-6052 FAX 

 

022-241-6052 

E-mail  E-mail  

WEB http://sasanao.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

佐々木 直哉 

ｻｻｷﾅｵﾔ 

Company 

Representative 

Naoya Sasaki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1970/1/8 Established 1970/1/8 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 90 Employees 90 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産練製品（笹かまぼこ、揚かまぼこ） Fishery paste products (sasa-kamaboko, fried kamaboko) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 笹かまぼこ、揚かまぼこ Goods Sasa-kamaboko, fried kamaboko 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.73 

株株式式会会社社ささととうう総総業業  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｻｻﾄﾄｳｳｿｿｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳ  

  

SSAATTOO  SSOOGGYYOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3131宮城県仙台市泉区七北田朴木沢９３－

１ 

Address1 93-1, Hounokizawa, Nanakita, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

981-3131 

電話  022-374-1181 TEL 

FAX 

 

 

022-374-1181 

FAX 022-372-2614 FAX 

 

022-372-2614 

E-mail sato.soumu@ae.auone-net.jp E-mail sato.soumu@ae.auone-net.jp 

WEB http://www.sato-sogyo.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 朝夫 

ｻﾄｳｱｻｵ 

Company 

Representative 

Asao Sato 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1979/2/3 Established 1979/2/3 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

建設業 Construction 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 岩塩 Goods Rock salt 

相手国 
 

パキスタン Countries Pakistan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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山山九九株株式式会会社社    東東北北支支店店仙仙台台事事業業所所  
ｻｻﾝﾝｷｷｭｭｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸｼｼﾃﾃﾝﾝｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲｼｼﾞ゙ｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｼｼｮｮ  

  

SSAANNKKYYUU  IINNCC..TTOOHHOOKKUU  BBRRAANNCCHH  SSEENNDDAAII  OOFFFFIICCEE    

所在地 983-0034宮城県仙台市宮城野区扇町2-1-48 Address1 2-1-48, Ogimachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-

0034 

電話  022-232-1139 TEL 

FAX 

 

 

022-232-1139 

FAX 022-232-1439 FAX 

 

022-232-1439 

E-mail k7.ito@sankyu.co.jp E-mail k7.ito@sankyu.co.jp 

WEB http://www.sankyu.co.jp/ WEB http://www.sankyu.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

田端 芳和 

ﾀﾊﾞﾀﾖｼｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Yoshikazu Tabata 

役職 所長 Position その他 

設立 1918/10/1 Established 1918/10/1 

資本金 286億1900万 Capital Fund 28.619 billion 

従業員 12249 Employees 12249 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

その他（認定通関業者＝AEO） Certifications/

Patents 

Other (Authorized Economic Operator = AEO) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

通関業・フォワーディング業 Customs clearance and forwarding services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 プラント、食品、機械、日用品等 Goods Plant, foods, machinery, daily necessities, etc. 

相手国 
  

中国、香港、台湾、マレーシア、ベトナム、ミャンマ
ー、米国、メキシコ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Myanmar, 
US, Mexico 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 プラント、食品、機械、日用品等 Goods Plant, foods, machinery, daily necessities, etc. 

相手国 
 

中国、香港、台湾、マレーシア、ベトナム、ミャンマ
ー、米国、メキシコ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Myanmar, 
US, Mexico 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 北京 Countries Beijing 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 大連 Countries Dalian 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 チンタオ Countries Qingdao 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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山山九九株株式式会会社社    東東北北支支店店仙仙台台事事業業所所  
ｻｻﾝﾝｷｷｭｭｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸｼｼﾃﾃﾝﾝｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲｼｼﾞ゙ｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｼｼｮｮ  

  

SSAANNKKYYUU  IINNCC..TTOOHHOOKKUU  BBRRAANNCCHH  SSEENNDDAAII  OOFFFFIICCEE    

所在地 983-0034宮城県仙台市宮城野区扇町2-1-48 Address1 2-1-48, Ogimachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-

0034 

電話  022-232-1139 TEL 

FAX 

 

 

022-232-1139 

FAX 022-232-1439 FAX 

 

022-232-1439 

E-mail k7.ito@sankyu.co.jp E-mail k7.ito@sankyu.co.jp 

WEB http://www.sankyu.co.jp/ WEB http://www.sankyu.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

田端 芳和 

ﾀﾊﾞﾀﾖｼｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Yoshikazu Tabata 

役職 所長 Position その他 

設立 1918/10/1 Established 1918/10/1 

資本金 286億1900万 Capital Fund 28.619 billion 

従業員 12249 Employees 12249 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

その他（認定通関業者＝AEO） Certifications/

Patents 

Other (Authorized Economic Operator = AEO) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

通関業・フォワーディング業 Customs clearance and forwarding services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 プラント、食品、機械、日用品等 Goods Plant, foods, machinery, daily necessities, etc. 

相手国 
  

中国、香港、台湾、マレーシア、ベトナム、ミャンマ
ー、米国、メキシコ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Myanmar, 
US, Mexico 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 プラント、食品、機械、日用品等 Goods Plant, foods, machinery, daily necessities, etc. 

相手国 
 

中国、香港、台湾、マレーシア、ベトナム、ミャンマ
ー、米国、メキシコ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Myanmar, 
US, Mexico 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 北京 Countries Beijing 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 大連 Countries Dalian 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 チンタオ Countries Qingdao 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 上海 Countries Shanghai 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

進進出出⑤⑤  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt⑤⑤  

進出先 香港他 Countries Hong Kong etc. 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.75 

産産電電工工業業株株式式会会社社  
ｻｻﾝﾝﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSAANNDDEENNKKOOGGYYOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3135宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目6-

7 

Address1 1-6-7, Chuo, Yaotome, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-

3135 

電話  022-371-1705 TEL 

FAX 

 

 

022-371-1705 

FAX 022-373-2632 FAX 

 

022-373-2632 

E-mail osamu-akiyama@sandenkogyo.co.jp E-mail osamu-akiyama@sandenkogyo.co.jp 

WEB http://sandenkogyo.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 昌勝 

ﾀｶﾊｼﾏｻｶﾂ 

Company 

Representative 

Masakatsu Takahashi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1952/10/27 Established 1952/10/27 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 131 Employees 131 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

ISO、産業財産権、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, industrial property rights, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

街路灯 Street lights 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 両面型太陽光パネル Goods Double-sided solar panels 

相手国 
  

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 サンデンテクノロジーベトナム Name 
 

Sanden Technology Vietnam Co., Ltd. 

設立年月日 2017/3/1 Established 2017/3/1 

事業内容 設計・製造 Business Design and manufacturing 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.75 

産産電電工工業業株株式式会会社社  
ｻｻﾝﾝﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSAANNDDEENNKKOOGGYYOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3135宮城県仙台市泉区八乙女中央1丁目6-

7 

Address1 1-6-7, Chuo, Yaotome, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-

3135 

電話  022-371-1705 TEL 

FAX 

 

 

022-371-1705 

FAX 022-373-2632 FAX 

 

022-373-2632 

E-mail osamu-akiyama@sandenkogyo.co.jp E-mail osamu-akiyama@sandenkogyo.co.jp 

WEB http://sandenkogyo.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 昌勝 

ﾀｶﾊｼﾏｻｶﾂ 

Company 

Representative 

Masakatsu Takahashi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1952/10/27 Established 1952/10/27 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 131 Employees 131 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

ISO、産業財産権、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, industrial property rights, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

街路灯 Street lights 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 両面型太陽光パネル Goods Double-sided solar panels 

相手国 
  

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 サンデンテクノロジーベトナム Name 
 

Sanden Technology Vietnam Co., Ltd. 

設立年月日 2017/3/1 Established 2017/3/1 

事業内容 設計・製造 Business Design and manufacturing 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.76 

三三養養水水産産株株式式会会社社  
ｻｻﾝﾝﾖﾖｳｳｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSaannyyoouu  FFiisshheerriieess  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-2103宮城県石巻市流留字家の前10-10 Address1 10-10, Aza Ienomae, Nagaru, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-

2103 

電話  0225-24-1313 TEL 

FAX 

 

 

0225-24-1313 

FAX 0225-97-3999 FAX 

 

0225-97-3999 

E-mail  E-mail  

WEB http://sanyou-suisan.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

辻 尚広 

ﾂｼﾞﾅｵﾋﾛ 

Company 

Representative 

Naohiro Tsuji 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1964/6/6 Established 1964/6/6 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 15 Employees 15 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

カキ・水産加工 Processing of oysters and fish 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 カキ Goods Oysters 

相手国 
  

香港、タイ、マレーシア Countries Hong Kong, Thailand, Malaysia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.77 

株株式式会会社社CC&&AA  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬｼｼｰーｱｱﾝﾝﾄﾄﾞ゙ｴｴｰー  

  

CC&&AACCoorrppoorraattiioonn  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23 Address1 1-16-23, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

0811 

電話  022-796-2117 TEL 

FAX 

 

 

022-796-2117 

FAX  FAX 

 

 

E-mail info@c-and-a.jp E-mail info@c-and-a.jp 

WEB https://www.c-and-a.jp/index_jp.html WEB https://www.c-and-a.jp/index.html 

代表者 

（カナ） 

吉川彰 

ﾖｼｶﾜｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Yoshikawa 

役職 最高経営責任者 Position CEO 

設立 2012/11/7 Established 2012/11/7 

資本金 550万 Capital Fund 5.5 million 

従業員 16 Employees 16 

業種 大分類 製造業、サービス業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Services 

業種 小分類 その他製造業、コンサルティング業 Subcatergory Other manufacturing and consulting 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

単結晶作製及びコンサルティング Single crystal production and consulting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 シンチレータ結晶、スパークプラグ用合金系ワイ
ヤ、結晶製造装置 

Goods Scintillation crystals, alloy wires for spark plugs, crystal 
manufacturing equipment 

相手国 
  

韓国、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、ロシ
ア、フィンランド、チェコ、ポーランド 

Countries South Korea, US, United Kingdom, Germany, France, Italy, 
Russia, Finland, Czech Republic, Poland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 結晶 Goods Crystals 

相手国 
 

中国、米国、チェコ Countries China, US, Czech Republic 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.77 

株株式式会会社社CC&&AA  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬｼｼｰーｱｱﾝﾝﾄﾄﾞ゙ｴｴｰー  

  

CC&&AACCoorrppoorraattiioonn  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23 Address1 1-16-23, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

0811 

電話  022-796-2117 TEL 

FAX 

 

 

022-796-2117 

FAX  FAX 

 

 

E-mail info@c-and-a.jp E-mail info@c-and-a.jp 

WEB https://www.c-and-a.jp/index_jp.html WEB https://www.c-and-a.jp/index.html 

代表者 

（カナ） 

吉川彰 

ﾖｼｶﾜｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Yoshikawa 

役職 最高経営責任者 Position CEO 

設立 2012/11/7 Established 2012/11/7 

資本金 550万 Capital Fund 5.5 million 

従業員 16 Employees 16 

業種 大分類 製造業、サービス業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Services 

業種 小分類 その他製造業、コンサルティング業 Subcatergory Other manufacturing and consulting 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

単結晶作製及びコンサルティング Single crystal production and consulting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 シンチレータ結晶、スパークプラグ用合金系ワイ
ヤ、結晶製造装置 

Goods Scintillation crystals, alloy wires for spark plugs, crystal 
manufacturing equipment 

相手国 
  

韓国、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、ロシ
ア、フィンランド、チェコ、ポーランド 

Countries South Korea, US, United Kingdom, Germany, France, Italy, 
Russia, Finland, Czech Republic, Poland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 結晶 Goods Crystals 

相手国 
 

中国、米国、チェコ Countries China, US, Czech Republic 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.78 

株株式式会会社社ジジェェーー・・シシーー・・アアイイ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｼｼﾞ゙ｪｪｰーｼｼｰーｱｱｲｲ  

  

JJ..CC..II  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0034宮城県仙台市宮城野区扇町5-3-38 Address1 5-3-38, Ogimachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-

0034 

電話  022-782-6838 TEL 

FAX 

 

 

022-782-6838 

FAX 022-782-6839 FAX 

 

022-782-6839 

E-mail jci@jci-1000nen.co.jp E-mail jci@jci-1000nen.co.jp 

WEB http://www.jci-1000nen.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

大信田 和義 

ｵｵｼﾀﾞｶｽﾞﾖｼ 

Company 

Representative 

Kazuyoshi Ooshida 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1976/4/14 Established 1976/4/14 

資本金 9990万 Capital Fund 99.9 million 

従業員 138 Employees 138 

業種 大分類 卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 卸業、小売業、その他サービス業 Subcatergory Wholesaling, retail, other services 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

福祉用具、介護用品の販売およびレンタル、オーダーメイド車い
すの製造、住宅改修、保育園の運営 

Sale and rental of welfare equipment and nursing care products, 
manufacture of custom-made wheelchairs, home renovation, operation of 
daycare centers 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 洗面台、手すり Goods Washbasins, handrails 

相手国 
 

フィンランド Countries Finland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.79 

塩塩竈竈港港運運株株式式会会社社  
ｼｼｵｵｶｶﾞ゙ﾏﾏｺｺｳｳｳｳﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSHHIIOOGGAAMMAA  KKOOUUNN    

所在地 985-0011宮城県塩竈市貞山通1丁目6番38号 Address1 1-6-38, Teizandori, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0011 

電話  022-364-5111 TEL 

FAX 

 

 

022-364-5111 

FAX 022-367-1319 FAX 

 

022-367-1319 

E-mail  E-mail  

WEB http://shiogama-koun.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

志村 信仁 

ｼﾑﾗﾉﾌﾞﾋﾄ 

Company 

Representative 

Nobuhito Shimura 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 1944/6/1 Established 1944/6/1 

資本金 1億2000万 Capital Fund 120 million 

従業員 300 Employees 300 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.79 

塩塩竈竈港港運運株株式式会会社社  
ｼｼｵｵｶｶﾞ゙ﾏﾏｺｺｳｳｳｳﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSHHIIOOGGAAMMAA  KKOOUUNN    

所在地 985-0011宮城県塩竈市貞山通1丁目6番38号 Address1 1-6-38, Teizandori, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0011 

電話  022-364-5111 TEL 

FAX 

 

 

022-364-5111 

FAX 022-367-1319 FAX 

 

022-367-1319 

E-mail  E-mail  

WEB http://shiogama-koun.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

志村 信仁 

ｼﾑﾗﾉﾌﾞﾋﾄ 

Company 

Representative 

Nobuhito Shimura 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 1944/6/1 Established 1944/6/1 

資本金 1億2000万 Capital Fund 120 million 

従業員 300 Employees 300 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.80 

塩塩釜釜地地区区機機船船漁漁協協  
ｼｼｵｵｶｶﾞ゙ﾏﾏﾁﾁｸｸｷｷｾｾﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｷｷｮｮｳｳ  

  

  

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町1-13-1 Address1 1-13-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-290-7321 TEL 

FAX 

 

 

022-290-7321 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 晴一 

ｻﾄｳｾｲｲﾁ 

Company 

Representative 

Seiichi Sato 

役職  Position  

設立  Established  

資本金  Capital Fund  

従業員 16 Employees 16 

業種 大分類 製造業、サービス業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Services 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、運送・通関・倉庫業 Subcatergory Manufacture of food and beverages; shipping, customs 

clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷蔵保管 Refrigerated storage 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.81 

塩塩釜釜地地区区水水産産加加工工業業協協同同組組合合  
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所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町1丁目17番8号 Address1 1-17-8, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-362-9101 TEL 

FAX 

 

 

022-362-9101 

FAX 022-362-9103 FAX 

 

022-362-9103 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

尾花 和男 

ｵﾊﾞﾅｶｽﾞｵ 

Company 

Representative 

Kazuo Obana 

役職 代表理事 Position  

設立 1959/6/1 Established 1959/6/1 

資本金 2225万 Capital Fund 22.25 million 

従業員  Employees  

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他（協同組合（保管事業）冷蔵庫、） Subcatergory Other (Cooperative (storage business) refrigerators,) 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  
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宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が
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 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 
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Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 
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Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 
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Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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JJ--AASSSSIISSTT  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE  

所在地 985-0835宮城県多賀城市下馬4-4-5 Address1 4-4-5, Geba, Tagajo-shi, Miyagi, 985-0835 

電話  022-369-3840 TEL 

FAX 

 

 

022-369-3840 

FAX 022-369-3840 FAX 

 

022-369-3840 

E-mail info@j-assist.com E-mail info@j-assist.com 

WEB http://j-assist.com WEB  

代表者 

（カナ） 

佐々木 健一 

ｻｻｷｹﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Kenichi Sasaki 

役職 理事長 Position その他 

設立 2015/9/30 Established 2015/9/30 

資本金 166万 Capital Fund 1.66 million 

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 その他卸・小売業、コンサルティング業 Subcatergory Other wholesaling, retail and consulting 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

共同事業 Joint enterprise 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ①水産加工品 
②カメラ・レンズ・撮影機材（中古） 

Goods (1) Processed marine products 
(2) Cameras, lenses and photographic equipment (used) 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレ
ーシア、シンガポール、ベトナム、インド、オースト
ラリア、米国、カナダ、メキシコ、ブラジル、アルゼ
ンチン、英国、ドイツ、フランス、イタリア、デンマー
ク、スペイン、オランダ、オーストリア、スウェーデ
ン、ノルウェー、スイス、ハンガリー、ロシア、ポルト
ガル、チェコ、ポーランド、アラブ首長国連邦、南ア
フリカ共和国 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, India, Australia, 
US, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, United Kingdom, 
Germany, France, Italy, Denmark, Spain, Netherlands, 
Austria, Sweden, Norway, Switzerland, Hungary, Russia, 
Portugal, Czech Republic, Poland, United Arab Emirates, 
Republic of South Africa 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 アパレル、アクセサリー、雑貨品 Goods Clothing, accessories, household goods 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社七七十十七七銀銀行行  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｼｼﾁﾁｼｼﾞ゙ｭｭｳｳｼｼﾁﾁｷｷﾞ゙ﾝﾝｺｺｳｳ  

  

TThhee  7777  bbaannkk  LLttdd..  

所在地 980-0021宮城県仙台市青葉区中央3-3-20 Address1 3-3-20, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0021 

電話  022-267-1111 TEL 

FAX 

 

 

022-267-1111 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.77bank.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

小林 英文 

ｺﾊﾞﾔｼﾋﾃﾞﾌﾐ 

Company 

Representative 

Hidefumi Kobayashi 

役職 取締役頭取 Position President 

設立 1878/12/9 Established 1878/12/9 

資本金 246億 Capital Fund 24.6 billion 

従業員 2791 Employees 2791 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 金融業 Subcatergory Finance 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

金融、保険業 Finance, insurance 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 日本七十七銀行股份有限公司上海代表処 Name 
 

The 77 Bank, Ltd. Shanghai Representative Office 

設立年月日 2005/7/1 Established 2005/7/1 

事業内容 金融業 Business Finance 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 シンガポール Countries Singapore 

現地会社名 The 77 bank, Ltd. Singapore Representative 
Office 

Name 
 

The 77 bank, Ltd. Singapore Representative Office 

設立年月日 2016/5/1 Established 2016/5/1 

事業内容 金融業 Business Finance 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 日本七十七銀行股份有限公司上海代表処 Name 
 

The 77 Bank, Ltd. Shanghai Representative Office 

設立年月日 2005/7/1 Established 2005/7/1 

事業内容 金融業 Business Finance 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 シンガポール Countries Singapore 

現地会社名 The 77 bank, Ltd. Singapore Representative 
Office 

Name 
 

The 77 bank, Ltd. Singapore Representative Office 

設立年月日 2016/5/1 Established 2016/5/1 

事業内容 金融業 Business Finance 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.84 

白白石石興興産産株株式式会会社社  
ｼｼﾛﾛｲｲｼｼｺｺｳｳｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

sshhiirrooiisshhiikkoossaann    

所在地 989-0208宮城県白石市大畑一番1番地の2 Address1 1-2, Ohata Ichiban, Shiroishi-shi, Miyagi, 989-0208 

電話  0224-25-3101 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-3101 

FAX 0224-24-5099 FAX 

 

0224-24-5099 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.u-men.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

北堀孝男 

ｷﾀﾎﾞﾘﾀｶｵ 

Company 

Representative 

Takao Kitabori 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2020/12/1 Established 2020/12/1 

資本金 8000万 Capital Fund 80 million 

従業員 52 Employees 52 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乾麺・そば粉の製造・販売、小麦粉・加工食品の売買及びこれら
に附帯する業務 

Manufacture and sale of dried noodles and buckwheat flour, sale and 
purchase of wheat flour and processed foods, other related services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 乾麺 Goods Dried noodles 

相手国 
  

香港、タイ、シンガポール、ニュージーランド、米国 Countries Hong Kong, Thailand, Singapore, New Zealand, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 玄そば Goods Raw buckwheat 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社白白石石倉倉庫庫  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｼｼﾛﾛｲｲｼｼｿｿｳｳｺｺ  

  

SShhiirrooiisshhii  WWaarreehhoouussee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0731宮城県白石市福岡深谷字佐久来５－３

２ 

Address1 5-32, Aza Sakurai, Fukuokafukaya, Shiroishi-shi, Miyagi, 

989-0731 

電話  0224-25-5355 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-5355 

FAX 0224-25-5351 FAX 

 

0224-25-5351 

E-mail c-serve@shiroishi.co.jp E-mail c-serve@shiroishi.co.jp 

WEB https://www.shiroishi.co.jp/ WEB https://www.shiroishi.co.jp/ 

代表者 

（カナ） 

太宰榮一 

ﾀﾞｻﾞｲｴｲｲﾁ 

Company 

Representative 

Eiichi Dazai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1900/6/20 Established 1900/6/20 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

保税倉庫、定温倉庫、常温倉庫、サイロ、トランクルーム等 BONDED WAREHOUSE, COLD WAREHOUSE, NORMAL WAREHOUSE, 
SILO, SELF-STORAGE 
 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレ
ーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、米
国、カナダ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, US, 
Canada 

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

宮城県内に業界最多の１６の物流拠点を有する最適立地を提供
する倉庫会社です。 

We are a warehousing company offering optimal locations with 16 logistics 
bases in Miyagi Prefecture, the largest number of in-prefecture locations in 
the industry. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社白白石石倉倉庫庫  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｼｼﾛﾛｲｲｼｼｿｿｳｳｺｺ  

  

SShhiirrooiisshhii  WWaarreehhoouussee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0731宮城県白石市福岡深谷字佐久来５－３

２ 

Address1 5-32, Aza Sakurai, Fukuokafukaya, Shiroishi-shi, Miyagi, 

989-0731 

電話  0224-25-5355 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-5355 

FAX 0224-25-5351 FAX 

 

0224-25-5351 

E-mail c-serve@shiroishi.co.jp E-mail c-serve@shiroishi.co.jp 

WEB https://www.shiroishi.co.jp/ WEB https://www.shiroishi.co.jp/ 

代表者 

（カナ） 

太宰榮一 

ﾀﾞｻﾞｲｴｲｲﾁ 

Company 

Representative 

Eiichi Dazai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1900/6/20 Established 1900/6/20 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

保税倉庫、定温倉庫、常温倉庫、サイロ、トランクルーム等 BONDED WAREHOUSE, COLD WAREHOUSE, NORMAL WAREHOUSE, 
SILO, SELF-STORAGE 
 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレ
ーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナム、米
国、カナダ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam, US, 
Canada 

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

宮城県内に業界最多の１６の物流拠点を有する最適立地を提供
する倉庫会社です。 

We are a warehousing company offering optimal locations with 16 logistics 
bases in Miyagi Prefecture, the largest number of in-prefecture locations in 
the industry. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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新新日日本本商商事事株株式式会会社社  
ｼｼﾝﾝﾆﾆｯｯﾎﾎﾟ゚ﾝﾝｼｼｮｮｳｳｼｼﾞ゙ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSHHIINN  NNIIPPPPOONN  TTRRAADDIINNGG  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0005宮城県遠田郡美里町北浦字天神南35-

1 

Address1 35-1, Aza Tenjin Minami, Kitaura, Misato-machi, Toda-

gun, Miyagi, 987-0005 

電話  0229-34-2242 TEL 

FAX 

 

 

0229-34-2242 

FAX 0229-34-1461 FAX 

 

0229-34-1461 

E-mail sns@fine.ocn.ne.jp E-mail sns@fine.ocn.ne.jp 

WEB http://www.njtrade.jp/ WEB http://www.njtrade.jp/english/index.html 

代表者 

（カナ） 

安部 文秋 

ｱﾍﾞﾌﾐｱｷ 

Company 

Representative 

Fumiaki Abe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1975/12/21 Established 1975/12/21 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 45 Employees 45 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、商社・貿易業 Subcatergory Wholesaling, trading, etc. 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 建設機械（中古）、部品など Goods Construction equipment (used), parts, etc. 

相手国 
  

その他 Countries Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 マスク など Goods Masks, etc. 

相手国 
 

韓国、ベトナム、その他 Countries South Korea, Vietnam, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ネパール・カトマンズ Countries Nepal/Kathmandu 

現地会社名 新日本商事株式会社 Name 
 

Shin Nippon Trading Co., Ltd. 

設立年月日 2012/6/1 Established 2012/6/1 

事業内容 宣伝活動 Business Publicity activities 

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム・ホーチミン Countries Vietnam/Ho Chi Minh 

現地会社名 新日本商事株式会社 Name 
 

Shin Nippon Trading Co., Ltd. 

設立年月日 2017/11/1 Established 2017/11/1 

事業内容 宣伝活動 Business Publicity activities 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 合作 Type Contractual joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.87 

有有限限会会社社ススカカイイラライイフフ  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｽｽｶｶｲｲﾗﾗｲｲﾌﾌ  

  

SSKKYYLLIIFFEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-3212宮城県仙台市青葉区芋沢字畑前北10

番地 

Address1 10, Aza Hatamaekita, Imozawa, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 989-3212 

電話  022-394-7788 TEL 

FAX 

 

 

022-394-7788 

FAX 022-394-7787 FAX 

 

022-394-7787 

E-mail info@skylife.co.jp E-mail info@skylife.co.jp 

WEB http://www.skylife.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

伊藤 安信 

ｲﾄｳﾔｽﾉﾌﾞ 

Company 

Representative 

Yasunobu Ito 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1983/10/20 Established 1983/10/20 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他（（航空機、航空機用機器、グッズ他輸入販

売）、） 

Subcatergory Other (Import and sale of aircraft, aircraft-related 

equipment, goods, etc.) 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

航空機、航空機用機器、航空機関連グッズ、航空機パーツ他輸
入販売 

Aircraft, aircraft-related goods, devices and parts for aircraft 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 航空機関連グッズ等 Goods Aircraft-related goods, etc. 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国 Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 航空機、航空機関連グッズ、航空機用機器、パー
ツ 

Goods Aircraft, aircraft-related goods, aircraft-related 
equipment, aircraft parts 

相手国 
 

中国、米国、カナダ、ドイツ、フランス Countries China, US, Canada, Germany, France 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.87 

有有限限会会社社ススカカイイラライイフフ  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｽｽｶｶｲｲﾗﾗｲｲﾌﾌ  

  

SSKKYYLLIIFFEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-3212宮城県仙台市青葉区芋沢字畑前北10

番地 

Address1 10, Aza Hatamaekita, Imozawa, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 989-3212 

電話  022-394-7788 TEL 

FAX 

 

 

022-394-7788 

FAX 022-394-7787 FAX 

 

022-394-7787 

E-mail info@skylife.co.jp E-mail info@skylife.co.jp 

WEB http://www.skylife.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

伊藤 安信 

ｲﾄｳﾔｽﾉﾌﾞ 

Company 

Representative 

Yasunobu Ito 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1983/10/20 Established 1983/10/20 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他（（航空機、航空機用機器、グッズ他輸入販

売）、） 

Subcatergory Other (Import and sale of aircraft, aircraft-related 

equipment, goods, etc.) 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

航空機、航空機用機器、航空機関連グッズ、航空機パーツ他輸
入販売 

Aircraft, aircraft-related goods, devices and parts for aircraft 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 航空機関連グッズ等 Goods Aircraft-related goods, etc. 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国 Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 航空機、航空機関連グッズ、航空機用機器、パー
ツ 

Goods Aircraft, aircraft-related goods, aircraft-related 
equipment, aircraft parts 

相手国 
 

中国、米国、カナダ、ドイツ、フランス Countries China, US, Canada, Germany, France 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.88 

有有限限会会社社ススママッッシシュュ  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｽｽﾏﾏｯｯｼｼｭｭ  

  

SSMMAASSHH    

所在地 983-0013宮城県仙台市宮城野区中野字神明108

番 

Address1 108, Aza Shinmei, Nakano, Miyagino-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 983-0013 

電話  022-387-0721 TEL 

FAX 

 

 

022-387-0721 

FAX 022-387-0753 FAX 

 

022-387-0753 

E-mail sales@smash-sendai.jp E-mail sales@smash-sendai.jp 

WEB https://smash-sendai.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

荒木 賢一朗 

ｱﾗｷｹﾝｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Kenichiro Araki 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1991/7/20 Established 1991/7/20 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 19 Employees 19 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他（） Subcatergory Other 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

紙製パッケージ、雑貨 Paper packages, household goods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ゼゼラライイスス株株式式会会社社  
ｾｾﾞ゙ﾗﾗｲｲｽｽｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬ  

  

JJEELLLLIICCEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0833宮城県多賀城市栄四丁目4番1号 Address1 4-4-1, Sakae, Tagajo-shi, Miyagi, 985-0833 

電話  022-361-8821 TEL 

FAX 

 

 

022-361-8821 

FAX 022-367-5470 FAX 

 

022-367-5470 

E-mail sendai@jellice.com E-mail sendai@jellice.com 

WEB http://www.jellice.com WEB http://www.jellice.com 

代表者 

（カナ） 

稲井謙一 

ｲﾅｲｹﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Kenichi Inai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1941/10/29 Established 1941/10/29 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 93 Employees 93 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ゼライス、コラーゲンペプチド、機能性コラーゲン、各種ゼラチン、
ゼラチン関連製品、カラギーナン製剤、化粧品、健康食品 

Jellice, collagen peptides, functional collagen, various types of gelatin, 
gelatin-related products, carrageenan preparations, cosmetics, health 
foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 コラーゲンペプチド、ゼラチン Goods Collagen peptides, gelatin 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、タイ、フィリピン Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Philippines 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ゼラチン、コラーゲンペプチド Goods Gelatin, collagen peptides 

相手国 
 

中国、台湾、インド、米国、フランス、オランダ、ベ
ルギー 

Countries China, Taiwan, India, US, France, Netherlands, Belgium 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 インド・カダロール Countries India/Cuddalore 

現地会社名 PIONEER JELLICE INDIA PRIVATE LTD Name 
 

PIONEER JELLICE INDIA PRIVATE LTD 

設立年月日 1905/6/13 Established 1905/6/13 

事業内容 ゼラチンの製造販売 Business Manufacture and sale of gelatin 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 台湾・屏東 Countries Taiwan/Pingtung 

現地会社名 JELLICE PIONEER PRIVATE LTD TAIWAN 
BRANCH (SINGAPORE) 

Name 
 

JELLICE PIONEER PRIVATE LTD TAIWAN BRANCH 
(SINGAPORE) 設立年月日 1905/6/28 Established 1905/6/28 

事業内容 ゼラチン、コラーゲンペプチドの製造販売 Business Manufacture and sale of gelatin and collagen peptides 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 中国・シ博 Countries China/Zibo 

現地会社名 ZIBO JELLICE BAOEN BIOTECHNOLOGY LTD Name 
 

ZIBO JELLICE BAOEN BIOTECHNOLOGY LTD 

設立年月日 1905/6/26 Established 1905/6/26 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ゼゼラライイスス株株式式会会社社  
ｾｾﾞ゙ﾗﾗｲｲｽｽｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬ  

  

JJEELLLLIICCEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0833宮城県多賀城市栄四丁目4番1号 Address1 4-4-1, Sakae, Tagajo-shi, Miyagi, 985-0833 

電話  022-361-8821 TEL 

FAX 

 

 

022-361-8821 

FAX 022-367-5470 FAX 

 

022-367-5470 

E-mail sendai@jellice.com E-mail sendai@jellice.com 

WEB http://www.jellice.com WEB http://www.jellice.com 

代表者 

（カナ） 

稲井謙一 

ｲﾅｲｹﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Kenichi Inai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1941/10/29 Established 1941/10/29 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 93 Employees 93 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ゼライス、コラーゲンペプチド、機能性コラーゲン、各種ゼラチン、
ゼラチン関連製品、カラギーナン製剤、化粧品、健康食品 

Jellice, collagen peptides, functional collagen, various types of gelatin, 
gelatin-related products, carrageenan preparations, cosmetics, health 
foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 コラーゲンペプチド、ゼラチン Goods Collagen peptides, gelatin 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、タイ、フィリピン Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Philippines 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ゼラチン、コラーゲンペプチド Goods Gelatin, collagen peptides 

相手国 
 

中国、台湾、インド、米国、フランス、オランダ、ベ
ルギー 

Countries China, Taiwan, India, US, France, Netherlands, Belgium 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 インド・カダロール Countries India/Cuddalore 

現地会社名 PIONEER JELLICE INDIA PRIVATE LTD Name 
 

PIONEER JELLICE INDIA PRIVATE LTD 

設立年月日 1905/6/13 Established 1905/6/13 

事業内容 ゼラチンの製造販売 Business Manufacture and sale of gelatin 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 台湾・屏東 Countries Taiwan/Pingtung 

現地会社名 JELLICE PIONEER PRIVATE LTD TAIWAN 
BRANCH (SINGAPORE) 

Name 
 

JELLICE PIONEER PRIVATE LTD TAIWAN BRANCH 
(SINGAPORE) 設立年月日 1905/6/28 Established 1905/6/28 

事業内容 ゼラチン、コラーゲンペプチドの製造販売 Business Manufacture and sale of gelatin and collagen peptides 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 中国・シ博 Countries China/Zibo 

現地会社名 ZIBO JELLICE BAOEN BIOTECHNOLOGY LTD Name 
 

ZIBO JELLICE BAOEN BIOTECHNOLOGY LTD 

設立年月日 1905/6/26 Established 1905/6/26 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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事業内容 ゼラチンの製造販売 Business Manufacture and sale of gelatin 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 
 

合弁 Type Equity joint venture 

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 オランダ・エメン Countries Netherlands/Emmen 

現地会社名 JELLICE PIONEER EUROPE B.V. Name 
 

JELLICE PIONEER EUROPE B.V. 

設立年月日 2010 Established 2010 

事業内容 ゼラチンの製造販売 Business Manufacture and sale of gelatin 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 
 

合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

主にゼラチン、コラーゲンの製造販売を行っております。近年は、
多彩な機能性を備えた健康食品素材「コラーゲントリペプチド
(GPHyp)」の海外展開を進めており、コンセプトに合わせた機能性
の提案が可能です。 

We are mainly engaged in the manufacture and sale of gelatin and collagen. 
In recent years, we have been promoting the overseas development of 
collagen tripeptide (GPHyp), a health food ingredient with a variety of 
features. We can suggest functionality to match your vision. 
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株株式式会会社社仙仙苑苑産産業業  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｾｾﾝﾝｴｴﾝﾝｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳ  

  

SSEENN--EENN  SSAANNGGYYOO  IInncc..  

所在地 981-0905宮城県仙台市青葉区小松島2-24-26 Address1 2-24-26, Komatsushima, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

981-0905 

電話  022-275-3211 TEL 

FAX 

 

 

022-275-3211 

FAX 022-272-8920 FAX 

 

022-272-8920 

E-mail k.fujino@mineral22.com E-mail k.fujino@mineral22.com 

WEB http://mineral22.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

藤野 完治 

ﾌｼﾞﾉｶﾝｼﾞ 

Company 

Representative 

Kanji Fujino 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1973/1/27 Established 1973/1/27 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、化学・バイオ・医療品製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages; manufacture of 

chemical, biotech, and medical products 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

肥料・清涼飲料水 Fertilizers and soft drinks 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 農業用液体肥料 Goods Liquid fertilizer for agricultural use 

相手国 
  

ロシア Countries Russia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社仙仙苑苑産産業業  
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981-0905 

電話  022-275-3211 TEL 

FAX 
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FAX 022-272-8920 FAX 

 

022-272-8920 

E-mail k.fujino@mineral22.com E-mail k.fujino@mineral22.com 

WEB http://mineral22.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

藤野 完治 

ﾌｼﾞﾉｶﾝｼﾞ 

Company 

Representative 

Kanji Fujino 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1973/1/27 Established 1973/1/27 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、化学・バイオ・医療品製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages; manufacture of 

chemical, biotech, and medical products 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

肥料・清涼飲料水 Fertilizers and soft drinks 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 農業用液体肥料 Goods Liquid fertilizer for agricultural use 

相手国 
  

ロシア Countries Russia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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全全国国農農業業協協同同組組合合連連合合会会宮宮城城県県本本部部  
ｾｾﾞ゙ﾝﾝｺｺｸｸﾉﾉｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲﾚﾚﾝﾝｺｺﾞ゙ｳｳｶｶｲｲﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝﾎﾎﾝﾝﾌﾌﾞ゙  

  

MMIIYYAAGGII  PPRREEFFEECCTTUURRAALL  HHEEAADDQQUUAARRTTEERRSS  NNAATTIIOONNAALL  
FFEEDDEERRAATTIIOONN  OOFF  AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  CCOO--OOPPEERRAATTIIVVEE  
AASSSSOOCCIIAATTIIOONNSS    

所在地 980-0011宮城県仙台市青葉区上杉1-2-16 Address1 1-2-16, Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0011 

電話  022-264-8365 TEL 022-264-8365 

FAX 022-261-7481 FAX 022-261-7481 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.mg.zennoh.or.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

大友 良彦 

ｵｵﾄﾓﾖｼﾋｺ 

Company 

Representative 

Yoshihiko Otomo 

役職 本部長 Position  

設立 1998/10/1 Established 1998/10/1 

資本金 1152億5740円 Capital Fund 115.2574 billion 

従業員 196 Employees 196 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

農畜産物の販売・生産資材の供給 等 Sales of agricultural and livestock products, supply of production materials, 
etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 米、牛肉 Goods Rice, beef 

相手国 
  

香港、台湾、シンガポール、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, Singapore, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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仙仙台台伊伊澤澤家家勝勝山山酒酒造造株株式式会会社社  
ｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲｲｲｻｻﾜﾜｹｹｶｶﾂﾂﾔﾔﾏﾏｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKaattssuuyyaammaa  SSuupprreemmee  SSAAKKEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3225宮城県仙台市泉区福岡字二又25-1 Address1 25-1, Aza Futamata, Fukuoka, Izumi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-3225 

電話  022-348-2611 TEL 

FAX 

 

 

022-348-2611 

FAX 022-348-2614 FAX 

 

022-348-2614 

E-mail katsuyama@katsu-yama.com E-mail katsuyama@katsu-yama.com 

WEB http://www.katsu-yama.com/ WEB http://www.katsu-yama.com/en 

代表者 

（カナ） 

伊澤 平蔵 

ｲｻﾜﾍｲｿﾞｳ 

Company 

Representative 

Heizo Isawa 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 2010/4/6 Established 2010/4/6 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 15 Employees 15 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他（日本酒製造販売） Subcatergory Others (manufacture and sale of sake) 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

日本酒製造販売 Manufacture and sale of sake 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、マカオ、タイ、マレーシア、シン
ガポール、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、オー
ストラリア、米国、カナダ、メキシコ、英国、ドイツ、
フランス、オーストリア、スイス 

Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Macau, Thailand, 
Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, 
Australia, US, Canada, Mexico, United Kingdom, Germany, 
France, Austria, Switzerland 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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仙仙台台伊伊澤澤家家勝勝山山酒酒造造株株式式会会社社  
ｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲｲｲｻｻﾜﾜｹｹｶｶﾂﾂﾔﾔﾏﾏｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

KKaattssuuyyaammaa  SSuupprreemmee  SSAAKKEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3225宮城県仙台市泉区福岡字二又25-1 Address1 25-1, Aza Futamata, Fukuoka, Izumi-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 981-3225 

電話  022-348-2611 TEL 

FAX 

 

 

022-348-2611 

FAX 022-348-2614 FAX 

 

022-348-2614 

E-mail katsuyama@katsu-yama.com E-mail katsuyama@katsu-yama.com 

WEB http://www.katsu-yama.com/ WEB http://www.katsu-yama.com/en 

代表者 

（カナ） 

伊澤 平蔵 

ｲｻﾜﾍｲｿﾞｳ 

Company 

Representative 

Heizo Isawa 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 2010/4/6 Established 2010/4/6 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 15 Employees 15 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他（日本酒製造販売） Subcatergory Others (manufacture and sale of sake) 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

日本酒製造販売 Manufacture and sale of sake 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、マカオ、タイ、マレーシア、シン
ガポール、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、オー
ストラリア、米国、カナダ、メキシコ、英国、ドイツ、
フランス、オーストリア、スイス 

Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Macau, Thailand, 
Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Cambodia, 
Australia, US, Canada, Mexico, United Kingdom, Germany, 
France, Austria, Switzerland 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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仙仙台台中中央央食食肉肉卸卸売売市市場場株株式式会会社社  
ｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲﾁﾁｭｭｳｳｵｵｳｳｼｼｮｮｸｸﾆﾆｸｸｵｵﾛﾛｼｼｳｳﾘﾘｼｼｼｼﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSEENNDDAAII  CCEENNTTRRAALL  MMEEAATT  WWHHOOLLEESSAALLEE  MMAARRKKEETT  CCoo..,,  
LLttdd..  

所在地 983-0034宮城県仙台市宮城野区扇町6-3-6 Address1 6-3-6, Ogimachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-

0034 

電話  022-258-6011 TEL 

FAX 

 

 

022-258-6011 

FAX 022-258-6685 FAX 

 

022-258-6685 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 節夫 

ｻﾄｳｾﾂｵ 

Company 

Representative 

Setsuo Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1974/8/26 Established 1974/8/26 

資本金 1億2000万 Capital Fund 120 million 

従業員 170 Employees 170 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

その他（輸出食肉認定（タイ、マカオ、ベトナム）） Certifications/

Patents 

Other (certified meat for export (Thailand, Macau, 

Vietnam)) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

食肉 Meat (for consumption) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 103 - 

No.94 

仙仙台台農農業業協協同同組組合合  
ｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲﾉﾉｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

SSeennddaaii  AAggrriiccuullttuurraall  CCooooppeerraattiivvee    

所在地 983-0039宮城県仙台市宮城野区新田東2-15-2 Address1 2-15-2, Shindenhigashi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0039 

電話  022-236-2411 TEL 

FAX 

 

 

022-236-2411 

FAX 022-236-4331 FAX 

 

022-236-4331 

E-mail marketings@jasendai.or.jp E-mail marketings@jasendai.or.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

藤澤 和明 

ﾌｼﾞｻﾜｶｽﾞｱｷ 

Company 

Representative 

Kazuaki Fujisawa 

役職 代表理事組合長 Position その他 

設立 1998/3/1 Established 1998/3/1 

資本金 34億 Capital Fund 3.4 billion 

従業員 471 Employees 471 

業種 大分類 製造業、卸・小売業、その他（農業協同組合） Industry 

Catergory 

Manufacturing, wholesaling, retailing, other (agricultural 

cooperatives) 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米、野菜、農産加工品・農協事業 Rice, vegetables, processed agricultural products, agricultural cooperative 
businesses 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 大豆加工品 Goods Processed soy products 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.94 

仙仙台台農農業業協協同同組組合合  
ｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲﾉﾉｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

SSeennddaaii  AAggrriiccuullttuurraall  CCooooppeerraattiivvee    

所在地 983-0039宮城県仙台市宮城野区新田東2-15-2 Address1 2-15-2, Shindenhigashi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0039 

電話  022-236-2411 TEL 

FAX 

 

 

022-236-2411 

FAX 022-236-4331 FAX 

 

022-236-4331 

E-mail marketings@jasendai.or.jp E-mail marketings@jasendai.or.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

藤澤 和明 

ﾌｼﾞｻﾜｶｽﾞｱｷ 

Company 

Representative 

Kazuaki Fujisawa 

役職 代表理事組合長 Position その他 

設立 1998/3/1 Established 1998/3/1 

資本金 34億 Capital Fund 3.4 billion 

従業員 471 Employees 471 

業種 大分類 製造業、卸・小売業、その他（農業協同組合） Industry 

Catergory 

Manufacturing, wholesaling, retailing, other (agricultural 

cooperatives) 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米、野菜、農産加工品・農協事業 Rice, vegetables, processed agricultural products, agricultural cooperative 
businesses 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 大豆加工品 Goods Processed soy products 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.95 

仙仙台台味味噌噌醤醤油油株株式式会会社社  
ｾｾﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｲｲﾐﾐｿｿｼｼｮｮｳｳﾕﾕｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

SSeennddaaii  MMiissoo  SShhooyyuu  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0825宮城県仙台市若林区古城1-5-1 Address1 1-5-1, Furujiro, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 984-

0825 

電話  022-286-3151 TEL 

FAX 

 

 

022-286-3151 

FAX 022-286-3163 FAX 

 

022-286-3163 

E-mail jun-k@sendaimiso.co.jp E-mail jun-k@sendaimiso.co.jp 

WEB http://www.sendaimiso.co.jp/ WEB http://www.sendaimiso.co.jp/english/ 

代表者 

（カナ） 

佐々木 重兵衛 

ｻｻｷｼﾞｭｳﾍﾞｲ 

Company 

Representative 

Jubei Sasaki 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1919/11/22 Established 1919/11/22 

資本金 8000万 Capital Fund 80 million 

従業員 50 Employees 50 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

味噌の製造、販売 Manufacture and sale of miso 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 味噌 Goods Miso 

相手国 
  

中国、台湾、米国 Countries China, Taiwan, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 大豆、米 Goods Soybeans, rice 

相手国 
 

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.96 

株株式式会会社社  鮮鮮冷冷  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｾｾﾝﾝﾚﾚｲｲ  

  

SSEENNRREEII    

所在地 986-2283宮城県牡鹿郡女川町市場通り８番 Address1 8, Ichibadori, Onagawa-cho, Oshika-gun, Miyagi, 986-2283 

電話  0225-25-5100 TEL 

FAX 

 

 

0225-25-5100 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

石森 洋悦 

ｲｼﾓﾘﾖｳｴﾂ 

Company 

Representative 

Youetsu Ishimori 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2013/3/27 Established 2013/3/27 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 50 Employees 50 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

FSSC Certifications/

Patents 

FSSC 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

鮮魚・水産食品 Fresh fish and marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ほたて貝柱・ほや・煮付レトルト商品 Goods Scallop ligaments, sea squirts, stewed retort pouch 
products 

相手国 
  

香港、台湾、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリ
ピン、シンガポール、ベトナム、ミャンマー、オース
トラリア、米国、アラブ首長国連邦、クウェート 

Countries Hong Kong, Taiwan, Thailand, Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Vietnam, Myanmar, Australia, US, 
United Arab Emirates, Kuwait 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 105 －

さ 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 105 - 

No.96 

株株式式会会社社  鮮鮮冷冷  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｾｾﾝﾝﾚﾚｲｲ  

  

SSEENNRREEII    

所在地 986-2283宮城県牡鹿郡女川町市場通り８番 Address1 8, Ichibadori, Onagawa-cho, Oshika-gun, Miyagi, 986-2283 

電話  0225-25-5100 TEL 

FAX 

 

 

0225-25-5100 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

石森 洋悦 

ｲｼﾓﾘﾖｳｴﾂ 

Company 

Representative 

Youetsu Ishimori 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2013/3/27 Established 2013/3/27 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 50 Employees 50 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

FSSC Certifications/

Patents 

FSSC 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

鮮魚・水産食品 Fresh fish and marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ほたて貝柱・ほや・煮付レトルト商品 Goods Scallop ligaments, sea squirts, stewed retort pouch 
products 

相手国 
  

香港、台湾、タイ、インドネシア、マレーシア、フィリ
ピン、シンガポール、ベトナム、ミャンマー、オース
トラリア、米国、アラブ首長国連邦、クウェート 

Countries Hong Kong, Taiwan, Thailand, Indonesia, Malaysia, 
Philippines, Singapore, Vietnam, Myanmar, Australia, US, 
United Arab Emirates, Kuwait 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.97 

株株式式会会社社草草新新舎舎  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬｿｿｳｳｼｼﾝﾝｼｼｬｬ  

  

SSoouusshhiinnsshhaa  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0323宮城県石巻市桃生町神取字屋敷69番

地 

Address1 69, Aza Yashiki, Kandori, Monou-cho, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-0323 

電話  0225-76-3062 TEL 

FAX 

 

 

0225-76-3062 

FAX 0225-76-4739 FAX 

 

0225-76-4739 

E-mail wanokokoro@i-port.ne.jp E-mail wanokokoro@i-port.ne.jp 

WEB soushinsha.co.jp WEB soushinsha.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

髙橋 寿 

ﾀｶﾊｼﾋｻｼ 

Company 

Representative 

Hisashi Takahashi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/9/12 Established 2008/9/12 

資本金 600万 Capital Fund 6 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

畳製造業 Tatami mat manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 自然素材デザイン畳「XT」 Goods Natural Material Design Tatami XT 

相手国 
  

イタリア Countries Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.98 

太太協協物物産産株株式式会会社社  
ﾀﾀｲｲｷｷｮｮｳｳﾌﾌﾞ゙ｯｯｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTaaiikkyyoo  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町1-11-3 Address1 1-11-3, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-93-1133 TEL 

FAX 

 

 

0225-93-1133 

FAX 0225-96-5713 FAX 

 

0225-96-5713 

E-mail ujiyama@e-taikyo.co.jp E-mail ujiyama@e-taikyo.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

宇壽山 純一 

ｳｼﾞﾔﾏ 

Company 

Representative 

Junichi Ujiyama 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1951/4/26 Established 1951/4/26 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

飼料 Animal feed 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 魚粉 Goods Fish meal 

相手国 
 

ベトナム、ミャンマー Countries Vietnam, Myanmar 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.98 

太太協協物物産産株株式式会会社社  
ﾀﾀｲｲｷｷｮｮｳｳﾌﾌﾞ゙ｯｯｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTaaiikkyyoo  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町1-11-3 Address1 1-11-3, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-93-1133 TEL 

FAX 

 

 

0225-93-1133 

FAX 0225-96-5713 FAX 

 

0225-96-5713 

E-mail ujiyama@e-taikyo.co.jp E-mail ujiyama@e-taikyo.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

宇壽山 純一 

ｳｼﾞﾔﾏ 

Company 

Representative 

Junichi Ujiyama 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1951/4/26 Established 1951/4/26 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

飼料 Animal feed 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 魚粉 Goods Fish meal 

相手国 
 

ベトナム、ミャンマー Countries Vietnam, Myanmar 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.99 

泰泰光光住住建建  株株式式会会社社  
ﾀﾀｲｲｺｺｳｳｼｼﾞ゙ｭｭｳｳｹｹﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬ  

  

TTAAIIKKOOUU  JJUUKKEENN    

所在地 981-3212宮城県仙台市泉区長命ケ丘1-17-3 Address1 1-17-3, Chomeigaoka, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-

3212 

電話  022-378-4543 TEL 

FAX 

 

 

022-378-4543 

FAX  FAX 

 

 

E-mail info@taikoujuken.com E-mail info@taikoujuken.com 

WEB http://www.taikoujuken.com/jp/index.html WEB http://www.taikoujuken.com/ 

代表者 

（カナ） 

赤間晃治 

ｱｶﾏｺｳｼﾞ 

Company 

Representative 

Koji Akama 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1987/2/2 Established 1987/2/2 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 7 Employees 7 

業種 大分類 製造業、卸・小売業、その他（販売施工） Industry 

Catergory 

Manufacturing, wholesaling/retailing, other (sales, 

construction) 

業種 小分類 その他（トイレの装飾加工）、その他卸・小売業 Subcatergory Others (toilet decorating and processing), other 

wholesaling and retailing 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

装飾技術、装飾トイレ、空間デザイン、インテリアデザイン Decoration technology, Decorative toilet, Space design, Interior design 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 装飾トイレ Goods Decorated toilets 

相手国 
  

フランス、アラブ首長国連邦 Countries France, United Arab Emirates 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 トイレ機器 Goods Toilets 

相手国 
 

中国、ドイツ、フランス Countries China, Germany, France 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

ARTOLETTA ＝ ART + SUSTAINABLE TOILET ARTOLETTA = ART + SUSTAINABLE TOILET 
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株株式式会会社社大大昇昇物物流流  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾀﾀﾞ゙ｲｲｼｼｮｮｳｳﾌﾌﾞ゙ﾂﾂﾘﾘｭｭｳｳ  

  

DDaaiissyyoo  LLooggiissttiiccss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6233宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜228 Address1 228, Aza Shinshimogama, Sakuranome, Furukawa, Osaki-

shi, Miyagi, 989-6233 

電話  0229-28-1700 TEL 

FAX 

 

 

0229-28-1700 

FAX 0229-28-1701 FAX 

 

0229-28-1701 

E-mail suzuki-ryo@daisyo-s.co.jp E-mail suzuki-ryo@daisyo-s.co.jp 

WEB http://daisyo-s.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

和野 裕一 

ﾜﾉﾋﾛｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Hirokazu Wano 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1980/11/25 Established 1980/11/25 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 130 Employees 130 

業種 大分類 その他（運輸業（運送・通関・倉庫業）） Industry 

Catergory 

Other (Logistics (shipping, customs clearance, 

warehousing)) 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

品目：電子部品、精密機械、自動車部品、米、飼料、肥料等 
事業：輸送・保管・流通加工等 

Products: electronic components, precision machinery, auto parts, rice, 
animal feed, fertilizer, etc. 
Businesses: shipping, storage, distribution processing, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 109 －

た 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 109 - 

No.100 

株株式式会会社社大大昇昇物物流流  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾀﾀﾞ゙ｲｲｼｼｮｮｳｳﾌﾌﾞ゙ﾂﾂﾘﾘｭｭｳｳ  

  

DDaaiissyyoo  LLooggiissttiiccss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6233宮城県大崎市古川桜ノ目字新下釜228 Address1 228, Aza Shinshimogama, Sakuranome, Furukawa, Osaki-

shi, Miyagi, 989-6233 

電話  0229-28-1700 TEL 

FAX 

 

 

0229-28-1700 

FAX 0229-28-1701 FAX 

 

0229-28-1701 

E-mail suzuki-ryo@daisyo-s.co.jp E-mail suzuki-ryo@daisyo-s.co.jp 

WEB http://daisyo-s.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

和野 裕一 

ﾜﾉﾋﾛｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Hirokazu Wano 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1980/11/25 Established 1980/11/25 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 130 Employees 130 

業種 大分類 その他（運輸業（運送・通関・倉庫業）） Industry 

Catergory 

Other (Logistics (shipping, customs clearance, 

warehousing)) 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

品目：電子部品、精密機械、自動車部品、米、飼料、肥料等 
事業：輸送・保管・流通加工等 

Products: electronic components, precision machinery, auto parts, rice, 
animal feed, fertilizer, etc. 
Businesses: shipping, storage, distribution processing, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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大大和和蔵蔵酒酒造造株株式式会会社社  
ﾀﾀｲｲﾜﾜｸｸﾞ゙ﾗﾗｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTAAIIWWAAGGUURRAA  SSAAKKEE  BBRREEWWEERRYY  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3408宮城県黒川郡大和町松坂平8丁目1番 Address1 8-1, Matsusakadaira, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 

981-3408 

電話  022-345-6886 TEL 

FAX 

 

 

022-345-6886 

FAX 022-345-6881 FAX 

 

022-345-6881 

E-mail taiwakura@yamaya.co.jp E-mail taiwakura@yamaya.co.jp 

WEB https://taiwagura.co.jp/ WEB https://taiwagura.co.jp/ 

代表者 

（カナ） 

山内 信雄 

ﾔﾏｳﾁﾉﾌﾞｵ 

Company 

Representative 

Nobuo Yamauchi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1993/4/30 Established 1993/4/30 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 14 Employees 14 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

酒類製造業 Alcoholic beverage manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港、オーストラリア、カナダ Countries Hong Kong, Australia, Canada 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社田田中中酒酒造造店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾀﾀﾅﾅｶｶｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

TTaannaakkaa  SSaakkee  BBrreewweerryy  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-4251宮城県加美郡加美町西町88-1 Address1 88-1, Nishimachi, Kamimachi, Kami-gun, Miyagi, 981-4251 

電話  0229-63-3005 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-3005 

FAX 0229-63-3003 FAX 

 

0229-63-3003 

E-mail tanaka@manatsuru.co.jp E-mail tanaka@manatsuru.co.jp 

WEB www.manatsuru.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

田畑 利彦 

ﾀﾊﾞﾀﾄｼﾋｺ 

Company 

Representative 

Toshihiko Tabata 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1950/11/13 Established 1950/11/13 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 17 Employees 17 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒・清酒製造業 Sake and sake manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 清酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港、マカオ、シンガポール、米国、スペイン、ポ
ルトガル、ポーランド 

Countries Hong Kong, Macau, Singapore, US, Spain, Portugal, Poland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社田田中中酒酒造造店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾀﾀﾅﾅｶｶｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

TTaannaakkaa  SSaakkee  BBrreewweerryy  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-4251宮城県加美郡加美町西町88-1 Address1 88-1, Nishimachi, Kamimachi, Kami-gun, Miyagi, 981-4251 

電話  0229-63-3005 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-3005 

FAX 0229-63-3003 FAX 

 

0229-63-3003 

E-mail tanaka@manatsuru.co.jp E-mail tanaka@manatsuru.co.jp 

WEB www.manatsuru.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

田畑 利彦 

ﾀﾊﾞﾀﾄｼﾋｺ 

Company 

Representative 

Toshihiko Tabata 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1950/11/13 Established 1950/11/13 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 17 Employees 17 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒・清酒製造業 Sake and sake manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 清酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港、マカオ、シンガポール、米国、スペイン、ポ
ルトガル、ポーランド 

Countries Hong Kong, Macau, Singapore, US, Spain, Portugal, Poland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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千千田田酒酒造造株株式式会会社社  
ﾁﾁﾀﾀﾞ゙ｼｼｭｭｿｿﾞ゙ｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

CCHHIIDDAASSHHUUZZOO  CCOORRPPOORRAATTIIOONN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-5351宮城県栗原市栗駒中野北畑中63-1 Address1 63-1, Kitahatakenaka, Kurikomanakano, Kurihara-shi, 

Miyagi, 989-5351 

電話  0228-45-1024 TEL 

FAX 

 

 

0228-45-1024 

FAX 0228-45-1686 FAX 

 

0228-45-1686 

E-mail ta_kurikoma@ybb.co.jp E-mail ta_kurikoma@ybb.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

千田 善彦 

ﾁﾀﾞﾖｼﾋｺ 

Company 

Representative 

Yoshihiko Chida 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1929/3/31 Established 1929/3/31 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

日本酒・清酒 Sake 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本酒 Goods Sake 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社千千葉葉鳶鳶  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾁﾁﾊﾊﾞ゙ﾄﾄﾋﾋﾞ゙  

  

CCHHIIBBAATTOOBBII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0071宮城県塩竈市松陽台1-3-5 Address1 1-3-5, Shoyodai, Shiogama-shi, Miyagi,  

985-0071 

電話  022-361-3320 TEL 

FAX 

 

 

022-361-3320 

FAX  

022-364-2122 

FAX 

 

 

022-364-2122 E-mail chiba8865@chibatobi.co.jp E-mail chiba8865@chibatobi.co.jp 

WEB http://www.chibatobi.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

千葉 勇夫 

ﾁﾊﾞ ｲｻｵ 

Company 

Representative 

Isao Chiba 

 

役職  

代表取締役 

Position CEO 

設立 1973/1/27 Established 1973/1/27 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 卸・小売業、その他（建設業） Industry 

Catergory 

Wholesaling, retail, other (construction) 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

建設業・建設機械販売業 Construction and sale of construction machinery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 インドネシア・ジャカルタ Countries Indonesia/Jakatra 

現地会社名 PT.CHIBATOBI JPNG INDONESIA Name 
 

PT.CHIBATOBI JPNG INDONESIA 

設立年月日 2017年8月 Established Aug 2017 

事業内容 建設機械販売 Business Construction machinery sales 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社千千葉葉鳶鳶  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾁﾁﾊﾊﾞ゙ﾄﾄﾋﾋﾞ゙  

  

CCHHIIBBAATTOOBBII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0071宮城県塩竈市松陽台1-3-5 Address1 1-3-5, Shoyodai, Shiogama-shi, Miyagi,  

985-0071 

電話  022-361-3320 TEL 

FAX 

 

 

022-361-3320 

FAX  

022-364-2122 

FAX 

 

 

022-364-2122 E-mail chiba8865@chibatobi.co.jp E-mail chiba8865@chibatobi.co.jp 

WEB http://www.chibatobi.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

千葉 勇夫 

ﾁﾊﾞ ｲｻｵ 

Company 

Representative 

Isao Chiba 

 

役職  

代表取締役 

Position CEO 

設立 1973/1/27 Established 1973/1/27 

資本金 4000万 Capital Fund 40 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 卸・小売業、その他（建設業） Industry 

Catergory 

Wholesaling, retail, other (construction) 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

建設業・建設機械販売業 Construction and sale of construction machinery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 インドネシア・ジャカルタ Countries Indonesia/Jakatra 

現地会社名 PT.CHIBATOBI JPNG INDONESIA Name 
 

PT.CHIBATOBI JPNG INDONESIA 

設立年月日 2017年8月 Established Aug 2017 

事業内容 建設機械販売 Business Construction machinery sales 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社テティィーーエエスス塗塗装装技技術術研研究究所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾃﾃｨｨｰーｴｴｽｽﾄﾄｿｿｳｳｷｷﾞ゙ｼｼﾞ゙ｭｭﾂﾂｹｹﾝﾝｷｷｭｭｳｳｼｼﾞ゙ｮｮ  

  

TTSS  CCOOAATTIINNGG  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY  LLAABBOORRAATTOORRYY  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-0134宮城県宮城郡利府町しらかし台６－１

－４ 

Address1 6-1-4, Shirakashidai, Rifu-cho, Miyagi-gun, Miyagi, 981-

0134 

電話  022-767-8550 TEL 

FAX 

 

 

022-767-8550 

FAX 022-767-8550 FAX 

 

022-767-8550 

E-mail ts@tosou-net.com E-mail ts@tosou-net.com 

WEB http://www.tosou-net.com WEB  

代表者 

（カナ） 

 Company 

Representative 

 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2001/2/9 Established 2001/2/9 

資本金 5500万 Capital Fund 55 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

塗料、塗装設備、塗料関連計器・資材 Paint, painting equipment, paint-related gauges and materials 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 塗料、塗装設備、関連設備 Goods Paint, painting equipment, and related facilities 

相手国 
  

中国、タイ、マレーシア、インド Countries China, Thailand, Malaysia, India 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 塗料、設備 Goods Paint, facilities 

相手国 
 

中国、タイ Countries China, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 タイ Countries Thailand 

現地会社名 TS COATING (THAILAND) CO., LTD Name 
 

TS COATING (THAILAND) CO., LTD 

設立年月日 2004年7月 Established Jul 2004 

事業内容 塗料販売、溶剤製造、凝集剤製造、設備販売 Business Coating materials sales, solvent manufacturing, coagulant 
manufacturing, facility sales 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社TTBBAA  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾃﾃｨｨｰーﾋﾋﾞ゙ｰーｴｴｰー  

  

TTBBAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-8579宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-

40 T-Biz307号室 

Address1 #307, 6-6-40, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 980-8579 

電話  022-721-7822 TEL 

FAX 

 

 

022-721-7822 

FAX 022-721-7822 FAX 

 

022-721-7822 

E-mail inquiry@t-bioarray.com E-mail inquiry@t-bioarray.com 

WEB https://www.t-bioarray.com/ WEB https://www.t-bioarray.com/index_en.html 

代表者 

（カナ） 

川瀬 三雄 

ｶﾜｾﾐﾂｵ 

Company 

Representative 

Mitsuo Kawase 

役職 代表取締役社長 Position Representative Director,President 

設立 2013/7/1 Established 2013/7/1 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 化学・バイオ・医療品製造業 Subcatergory Manufacture of chemical, biotech, and medical products 

国際認証・ 

特許 

産業財産権、特許権 Certifications/

Patents 

Industrial property rights, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

遺伝子検査紙 Genetic testing paper 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 遺伝子検査用検査紙 Goods Paper for genetic testing 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国 Countries China 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 タイ Countries Thailand 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社TTBBAA  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾃﾃｨｨｰーﾋﾋﾞ゙ｰーｴｴｰー  

  

TTBBAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-8579宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-

40 T-Biz307号室 

Address1 #307, 6-6-40, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 980-8579 

電話  022-721-7822 TEL 

FAX 

 

 

022-721-7822 

FAX 022-721-7822 FAX 

 

022-721-7822 

E-mail inquiry@t-bioarray.com E-mail inquiry@t-bioarray.com 

WEB https://www.t-bioarray.com/ WEB https://www.t-bioarray.com/index_en.html 

代表者 

（カナ） 

川瀬 三雄 

ｶﾜｾﾐﾂｵ 

Company 

Representative 

Mitsuo Kawase 

役職 代表取締役社長 Position Representative Director,President 

設立 2013/7/1 Established 2013/7/1 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 化学・バイオ・医療品製造業 Subcatergory Manufacture of chemical, biotech, and medical products 

国際認証・ 

特許 

産業財産権、特許権 Certifications/

Patents 

Industrial property rights, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

遺伝子検査紙 Genetic testing paper 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 遺伝子検査用検査紙 Goods Paper for genetic testing 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国 Countries China 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 タイ Countries Thailand 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 インドネシア Countries Indonesia 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社東東栄栄科科学学産産業業  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳｴｴｲｲｶｶｶｶﾞ゙ｸｸｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳ  

  

TTooeeii  SScciieennttiiffiicc  IInndduussttrriiaall  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0032宮城県仙台市太白区富沢4-8-29 Address1 4-8-29, Tomizawa, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0032 

電話  022-743-3221 TEL 

FAX 

 

 

022-743-3221 

FAX 022-743-3235 FAX 

 

022-743-3235 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.toei-tc.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

山城 智万 

ﾔﾏｼﾛﾄﾓｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Tomokazu Yamashiro 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1982/1/1 Established 1982/1/1 

資本金 2715万 Capital Fund 27.15 million 

従業員 98 Employees 98 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of electrics, machinery, 

equipment, and machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

科学機器の販売商社及び製造 Sale, trading and manufacture of scientific instruments 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 科学機器関連商品 Goods Scientific instruments and related products 

相手国 
  

中国、韓国、シンガポール、ベトナム、インド、米国 Countries China, South Korea, Singapore, Vietnam, India, US 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 科学機器関連商品 Goods Scientific instruments and related products 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.107 

株株式式会会社社東東栄栄科科学学産産業業  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳｴｴｲｲｶｶｶｶﾞ゙ｸｸｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳ  

  

TTooeeii  SScciieennttiiffiicc  IInndduussttrriiaall  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0032宮城県仙台市太白区富沢4-8-29 Address1 4-8-29, Tomizawa, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0032 

電話  022-743-3221 TEL 

FAX 

 

 

022-743-3221 

FAX 022-743-3235 FAX 

 

022-743-3235 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.toei-tc.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

山城 智万 

ﾔﾏｼﾛﾄﾓｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Tomokazu Yamashiro 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1982/1/1 Established 1982/1/1 

資本金 2715万 Capital Fund 27.15 million 

従業員 98 Employees 98 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of electrics, machinery, 

equipment, and machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

科学機器の販売商社及び製造 Sale, trading and manufacture of scientific instruments 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 科学機器関連商品 Goods Scientific instruments and related products 

相手国 
  

中国、韓国、シンガポール、ベトナム、インド、米国 Countries China, South Korea, Singapore, Vietnam, India, US 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 科学機器関連商品 Goods Scientific instruments and related products 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.108 

東東京京海海上上日日動動火火災災保保険険株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳｷｷｮｮｳｳｶｶｲｲｼｼﾞ゙ｮｮｳｳﾆﾆﾁﾁﾄﾄﾞ゙ｳｳｶｶｻｻｲｲﾎﾎｹｹﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTookkiioo  MMaarriinnee  &&  NNiicchhiiddoo  FFiirree  IInnssuurraannccee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-8460宮城県仙台市青葉区中央2-8-16 Address1 2-8-16, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-8460 

電話  022-225-2048 TEL 

FAX 

 

 

022-225-2048 

FAX 022-225-6177 FAX 

 

022-225-6177 

E-mail MASAAKI.FUKUDA@tmnf.jp E-mail MASAAKI.FUKUDA@tmnf.jp 

WEB http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

広瀬 伸一 

ﾋﾛｾｼﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Shinichi Hirose 

役職 取締役社長 Position President 

設立 1879/8/1 Established 1879/8/1 

資本金 1019億 Capital Fund 101.9 billion 

従業員 17077 Employees 17077 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 保険業 Subcatergory Insurance 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

損害保険 Damage insurance 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 韓国・ソウル Countries South Korea/Seoul 

現地会社名 東京海上日動火災保険株式会社 Name 
 

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 

設立年月日 1879年8月1日 Established 01 August 1879 

事業内容 損害保険 Business Damage insurance 

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ミャンマー・ヤンゴン Countries Myanmar/Yangon 

現地会社名 東京海上日動火災保険株式会社 Name 
 

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 

設立年月日 1879年8月1日 Established 01 August 1879 

事業内容 損害保険 Business Damage insurance 

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 カナダ・モントリオール Countries Canada/Montreal 

現地会社名 東京海上日動火災保険株式会社 Name 
 

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 

設立年月日 1879年8月1日 Established 01 August 1879 

事業内容 損害保険 Business Damage insurance 
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進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 ニュージーランド・オークランド Countries New Zealand/Auckland 

現地会社名 東京海上日動火災保険株式会社 Name 
 

Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd. 

設立年月日 1879年8月1日 Established 01 August 1879 

事業内容 損害保険 Business Damage insurance 

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

進進出出④④  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt④④  

進出先 ニュージーランド・オークランド Countries New Zealand/Auckland 
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the world. 
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No.109 

東東源源物物産産株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝﾌﾌﾞ゙ｯｯｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTOOUUGGEENN  TTRRAADDIINNGG    

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3丁目29-3 Address1 3-29-3, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  090-6627-2474 TEL 

FAX 

 

 

090-6627-2474 

FAX 022-355-9628 FAX 

 

022-355-9628 

E-mail TG@tougen-corp.jp E-mail TG@tougen-corp.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

李 在東 

ﾘｻﾞｲﾄｳ 

Company 

Representative 

Lee Jae-Dong 

役職 代表取締役 Position  

設立 2015/1/23 Established 2015/1/23 

資本金  Capital Fund  

従業員  Employees  

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、商社・貿易業 Subcatergory Manufacture and trading of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 食品 Goods Foods 

相手国 
  

中国、台湾 Countries China, Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 食品 Goods Foods 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 DONG YINLAI(SHANGHAI) FOODS.Co.,LTD Name 
 

DONG YINLAI (SHANGHAI) FOODS CO., LTD. 

設立年月日  Established  

事業内容 商社・貿易 Business Trading 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.110 

東東邦邦メメッッキキ株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾎﾎｳｳﾒﾒｯｯｷｷｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTOOHHOO  MMEEKKKKII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-1304宮城県柴田郡村田町大字村田字西ケ

丘31番2 

Address1 31-2, Aza Nishigaoka, Oaza Murata, Murata-machi, 

Shibata-gun, Miyagi, 989-1304 

電話  0224-83-5557 TEL 

FAX 

 

 

0224-83-5557 

FAX 0224-83-2786 FAX 

 

0224-83-2786 

E-mail info@toho-mekki.com E-mail info@toho-mekki.com 

WEB toho-mekki co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

島田 修平 

ｼﾏﾀﾞｼｭｳﾍｲ 

Company 

Representative 

Shuhei Shimada 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1946/12/30 Established 1946/12/30 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 50 Employees 50 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電気メッキ・塗装 Electroplating and painting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 塗料 Goods Paint 

相手国 
  

中国、タイ、インドネシア、ベトナム、インド Countries China, Thailand, Indonesia, Vietnam, India 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 タイ Countries Thailand 

現地会社名 TOHO MEKKI(THAILAND) Co.,LTD Name 
 

TOHO MEKKI (THAILAND) Co., LTD. 

設立年月日 2012/11/27 Established 2012/11/27 

事業内容 電気メッキ・塗装 Business Electroplating and painting 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.110 
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“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 
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the world. 
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The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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東東北北岡岡島島工工業業株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸｵｵｶｶｼｼﾞ゙ﾏﾏｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TToouuhhookkuu  OOkkaajjiimmaa  IInndduussttrryy  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3408宮城県黒川郡大和町松坂平1-1-9 Address1 1-1-9, Matsusakadaira, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 

981-3408 

電話  022-345-2112 TEL 

FAX 

 

 

022-345-2112 

FAX 022-347-1034 FAX 

 

022-347-1034 

E-mail touhokuokajima@yahoo.co.jp E-mail touhokuokajima@yahoo.co.jp 

WEB http://www.okagrate.com/tohoku/ WEB  

代表者 

（カナ） 

岡島 伸幸 

ｵｶｼﾞﾏﾉﾌﾞﾕｷ 

Company 

Representative 

Nobuyuki Okajima 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1998/2/1 Established 1998/2/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 90 Employees 90 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

グレーチング（鉄鋼・ステンレス製品）、溶融亜鉛めっき Gratings (steel and stainless steel products), hot dip galvanization 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 グレーング Goods Gratings 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 上海岡島鋼格板有限公司 Name 
 

Shanghai Okajima Steel Plate Co., Ltd. 

設立年月日 2000/10/1 Established 2000/10/1 

事業内容 グレーチング製造 Business Manufacture of gratings 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・煙台 Countries China/Yantai 

現地会社名 煙台岡島鋼格板有限公司 Name 
 

Yantai Okajima Steel Plate Co., Ltd. 

設立年月日 2006/6/1 Established 2006/6/1 

事業内容 グレーチング製造 Business Manufacture of gratings 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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東東北北電電子子産産業業株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｼｼｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TToohhookkuu  EElleeccttrroonniicc  IInndduussttrriiaall  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0841宮城県仙台市太白区向山２－１４－１ Address1 2-14-1, Mukaiyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0841 

電話  022-266-1611 TEL 

FAX 

 

 

022-266-1611 

FAX 022-797-1614 FAX 

 

022-797-1614 

E-mail kumagai@tei-c.com E-mail kumagai@tei-c.com 

WEB https://www.tei-c.com/ WEB https://en.tei-c.com/ 

代表者 

（カナ） 

山田 理恵 

ﾔﾏﾀﾞﾘｴ 

Company 

Representative 

Rie Yamada 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1968/4/1 Established 1968/4/1 

資本金 6000万 Capital Fund 60 million 

従業員 50 Employees 50 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子応用機器、各種産業用電子計測システム、レーザー制御機
器、理化学機器等の開発･製造･販売･輸出入業務 

Development, manufacturing, sales, and import/export services for 
electronic appliances, electronic measuring systems for various industries, 
laser control equipment, scientific equipment, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 Chemiluminescence Analyzer 
Chemiluminescence Spectrometer 

Goods Chemiluminescence Analyzer 
Chemiluminescence Spectrometer 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、マレーシア、オーストラリア、米
国、英国、ドイツ、スウェーデン 

Countries China, Taiwan, South Korea, Malaysia, Australia, US, 
United Kingdom, Germany, Sweden 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 TRIME Goods TRIME 

相手国 
 

ドイツ Countries Germany 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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東東北北電電子子産産業業株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｼｼｻｻﾝﾝｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TToohhookkuu  EElleeccttrroonniicc  IInndduussttrriiaall  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0841宮城県仙台市太白区向山２－１４－１ Address1 2-14-1, Mukaiyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0841 

電話  022-266-1611 TEL 

FAX 

 

 

022-266-1611 

FAX 022-797-1614 FAX 

 

022-797-1614 

E-mail kumagai@tei-c.com E-mail kumagai@tei-c.com 

WEB https://www.tei-c.com/ WEB https://en.tei-c.com/ 

代表者 

（カナ） 

山田 理恵 

ﾔﾏﾀﾞﾘｴ 

Company 

Representative 

Rie Yamada 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1968/4/1 Established 1968/4/1 

資本金 6000万 Capital Fund 60 million 

従業員 50 Employees 50 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子応用機器、各種産業用電子計測システム、レーザー制御機
器、理化学機器等の開発･製造･販売･輸出入業務 

Development, manufacturing, sales, and import/export services for 
electronic appliances, electronic measuring systems for various industries, 
laser control equipment, scientific equipment, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 Chemiluminescence Analyzer 
Chemiluminescence Spectrometer 

Goods Chemiluminescence Analyzer 
Chemiluminescence Spectrometer 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、マレーシア、オーストラリア、米
国、英国、ドイツ、スウェーデン 

Countries China, Taiwan, South Korea, Malaysia, Australia, US, 
United Kingdom, Germany, Sweden 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 TRIME Goods TRIME 

相手国 
 

ドイツ Countries Germany 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社東東北北トトククススイイ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸﾄﾄｸｸｽｽｲｲ  

  

TToohhookkuu  TTookkuussuuii    

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3-3-17 Address1 3-3-17, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-366-6829 TEL 

FAX 

 

 

022-366-6829 

FAX 022-366-6990 FAX 

 

022-366-6990 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

佐々木 孝夫 

ｻｻｷﾀｶｵ 

Company 

Representative 

Takao Sasaki 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1992/5/1 Established 1992/5/1 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 40 Employees 40 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

冷凍食品製造・販売 Manufacture and sale of frozen foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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東東北北ママイイククロロテテッックク株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸﾏﾏｲｲｸｸﾛﾛﾃﾃｯｯｸｸｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TToohhookkuu--MMiiccrrooTTeecc  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0845宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-

40 T-Biz203 

Address1 #203, 6-6-40, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 980-0845 

電話  022-398-6264 TEL 

FAX 

 

 

022-398-6264 

FAX 022-398-6265 FAX 

 

022-398-6265 

E-mail m.kikuchi@t-microtec.com E-mail m.kikuchi@t-microtec.com 

WEB http://www.t-microtec.com/ WEB http://www.t-microtec.com/ 

代表者 

（カナ） 

元吉 真 

ﾓﾄﾖｼﾏｺﾄ 

Company 

Representative 

Makoto Motoyoshi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2010/4/2 Established 2010/4/2 

資本金 930万 Capital Fund 9.3 million 

従業員 17 Employees 17 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

三次元積層型ＬＳＩデバイスの研究・開発・設計・製造・販売／バイ
オ・理化学機器・医療機器の部品、システムの研究・開発・設計・
製造・販売／ 半導体素子及びコンピュータシステムの研究・開
発・設計・製造・販売／ 情報家電・モバイル通信機器の開発・設
計・製造・販売 ／知的財産権の取得・譲渡及び貸与／半導体、
バイオ・理化学機器、医療機器製造に関わるコンサルタント業務
／半導体、バイオ・理化学機器、医療機器製造製造に関わる業
務請負業／電子機器・技術に関わる調査資料の販売 

Research, development, design, manufacture and sale of 3D Stacking LSI 
devices; Research, development, design, manufacture and sale of 
components and systems for biotech, physics, chemistry and medical 
equipment; Research, development, design, manufacture and sale of 
semiconductor devices and computer systems; Development, design, 
manufacture and sales of information appliances and mobile communication 
equipment; Acquisition, transfer and lending of intellectual property rights; 
Consulting services relating to the manufacture of semiconductors and 
biotech, physics, chemistry and medical equipment; Contracting services 
relating to the manufacture of semiconductors and biotech, physics, 
chemistry and medical equipment; Sales of research materials for 
electronic equipment and technology 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 試作品 Goods Prototypes 

相手国 
  

台湾、韓国、米国、スイス Countries Taiwan, South Korea, US, Switzerland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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東東北北ママイイククロロテテッックク株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸﾏﾏｲｲｸｸﾛﾛﾃﾃｯｯｸｸｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TToohhookkuu--MMiiccrrooTTeecc  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0845宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-

40 T-Biz203 

Address1 #203, 6-6-40, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 980-0845 

電話  022-398-6264 TEL 

FAX 

 

 

022-398-6264 

FAX 022-398-6265 FAX 

 

022-398-6265 

E-mail m.kikuchi@t-microtec.com E-mail m.kikuchi@t-microtec.com 

WEB http://www.t-microtec.com/ WEB http://www.t-microtec.com/ 

代表者 

（カナ） 

元吉 真 

ﾓﾄﾖｼﾏｺﾄ 

Company 

Representative 

Makoto Motoyoshi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2010/4/2 Established 2010/4/2 

資本金 930万 Capital Fund 9.3 million 

従業員 17 Employees 17 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

三次元積層型ＬＳＩデバイスの研究・開発・設計・製造・販売／バイ
オ・理化学機器・医療機器の部品、システムの研究・開発・設計・
製造・販売／ 半導体素子及びコンピュータシステムの研究・開
発・設計・製造・販売／ 情報家電・モバイル通信機器の開発・設
計・製造・販売 ／知的財産権の取得・譲渡及び貸与／半導体、
バイオ・理化学機器、医療機器製造に関わるコンサルタント業務
／半導体、バイオ・理化学機器、医療機器製造製造に関わる業
務請負業／電子機器・技術に関わる調査資料の販売 

Research, development, design, manufacture and sale of 3D Stacking LSI 
devices; Research, development, design, manufacture and sale of 
components and systems for biotech, physics, chemistry and medical 
equipment; Research, development, design, manufacture and sale of 
semiconductor devices and computer systems; Development, design, 
manufacture and sales of information appliances and mobile communication 
equipment; Acquisition, transfer and lending of intellectual property rights; 
Consulting services relating to the manufacture of semiconductors and 
biotech, physics, chemistry and medical equipment; Contracting services 
relating to the manufacture of semiconductors and biotech, physics, 
chemistry and medical equipment; Sales of research materials for 
electronic equipment and technology 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 試作品 Goods Prototypes 

相手国 
  

台湾、韓国、米国、スイス Countries Taiwan, South Korea, US, Switzerland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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東東洋洋刃刃物物株株式式会会社社  
ﾄﾄｳｳﾖﾖｳｳﾊﾊﾓﾓﾉﾉｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTOOYYOO  KKNNIIFFEE    

所在地 981-3311宮城県富谷市富谷日渡34-11 Address1 34-11, Tomiya Hiwatashi, Tomiya-shi, Miyagi, 981-3311 

電話  03-6328-2112 TEL 

FAX 

 

 

03-6328-2112 

FAX 03-6861-9117 FAX 

 

03-6861-9117 

E-mail yamashita.f@toyoknife.co.jp E-mail yamashita.f@toyoknife.co.jp 

WEB http://www.toyoknife.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

清野 芳彰 

ｾｲﾉﾖｼｱｷ 

Company 

Representative 

Yoshiaki Seino 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1925/8/9 Established 1925/8/9 

資本金 7億 Capital Fund 700 million 

従業員 200 Employees 200 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権、意匠権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks, design rights, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

機械刃物及び機械・部品の製造、販売 Manufacture and sale of machine blades, machinery and parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 機械刃物、機械 Goods Machine blades, machinery 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレーシ
ア、シンガポール、ベトナム、インド、オーストラリ
ア、米国、メキシコ、ドイツ、フランス、イタリア、ス
ペイン、オランダ、ベルギー、サウジアラビア、アラ
ブ首長国連邦 

Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, 
Singapore, Vietnam, India, Australia, US, Mexico, Germany, 
France, Italy, Spain, Netherlands, Belgium, Saudi Arabia, 
United Arab Emirates 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 機械刃物 Goods Machine blades 

相手国 
 

中国、台湾、韓国、タイ、マレーシア、インド、チェコ Countries China, Taiwan, South Korea, Thailand, Malaysia, India, 
Czech Republic 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 マレーシア・クアラルンプール Countries Malaysia/Kuala Lumpur 

現地会社名 TOYO KNIFE CO., LTD. KUALA LUMPUR 
BRANCH 

Name 
 

TOYO KNIFE CO., LTD. KUALA LUMPUR BRANCH 

設立年月日 2010/7/1 Established 2010/7/1 

事業内容 機械刃物及び機械・部品の販売 Business Sale of machine blades, machines and parts 

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社トトーーキキンン  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｰーｷｷﾝﾝ  

  

TTOOKKIINN    

所在地 982-8510宮城県仙台市太白区郡山6-7-1 Address1 6-7-1, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

8510 

電話  022-308-0014 TEL 

FAX 

 

 

022-308-0014 

FAX 022-308-1158 FAX 

 

022-308-1158 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.tokin.com WEB https://www.tokin.com/english/ 

代表者 

（カナ） 

片倉  文博 

ｶﾀｸﾗﾌﾐﾋﾛ 

Company 

Representative 

Fumihiro Katakura 

役職 代表取締役執行役員社長 Position President 

設立 1938/4/8 Established 1938/4/8 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 4477 Employees 4477 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権、意匠権、実用新案権 Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks, design rights, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子部品の製造販売 Manufacturing and sales of electronics components 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 電子部品各種 Goods Various electronic components 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム、米国、ド
イツ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Vietnam, US, Germany 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 電子部品各種、磁性材料 Goods Various electronic components, magnetic materials 

相手国 
 

中国、台湾、タイ、ベトナム、メキシコ Countries China, Taiwan, Thailand, Vietnam, Mexico 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・厦門 Countries China/Xiamen 

現地会社名 TOKIN Electronics (Xiamen) Corporation Name 
 

TOKIN Electronics (Xiamen) Corporation 

設立年月日 1994/4/1 Established 1994/4/1 

事業内容 磁性材料、電子部品製造 Business Manufacture of magnetic materials and electronic 
components 進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム・ビエンホア Countries Vietnam/Bien Hoa 

現地会社名 TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd. Name 
 

TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd. 

設立年月日 1997/2/1 Established 1997/2/1 

事業内容 電子部品製造 Business Manufacture of electronic components 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 タイ・チャチューンサオ Countries Thailand/Chachoengsao 

現地会社名 TOKIN Electronics (Thailand) Co., Ltd. Name 
 

TOKIN Electronics (Thailand) Co., Ltd. 

設立年月日 1988/6/1 Established 1988/6/1 
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The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 
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We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 
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Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社トトーーキキンン  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｰーｷｷﾝﾝ  

  

TTOOKKIINN    

所在地 982-8510宮城県仙台市太白区郡山6-7-1 Address1 6-7-1, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

8510 

電話  022-308-0014 TEL 

FAX 

 

 

022-308-0014 

FAX 022-308-1158 FAX 

 

022-308-1158 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.tokin.com WEB https://www.tokin.com/english/ 

代表者 

（カナ） 

片倉  文博 

ｶﾀｸﾗﾌﾐﾋﾛ 

Company 

Representative 

Fumihiro Katakura 

役職 代表取締役執行役員社長 Position President 

設立 1938/4/8 Established 1938/4/8 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 4477 Employees 4477 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権、意匠権、実用新案権 Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks, design rights, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子部品の製造販売 Manufacturing and sales of electronics components 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 電子部品各種 Goods Various electronic components 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、ベトナム、米国、ド
イツ 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Vietnam, US, Germany 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 電子部品各種、磁性材料 Goods Various electronic components, magnetic materials 

相手国 
 

中国、台湾、タイ、ベトナム、メキシコ Countries China, Taiwan, Thailand, Vietnam, Mexico 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade, Indirect trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・厦門 Countries China/Xiamen 

現地会社名 TOKIN Electronics (Xiamen) Corporation Name 
 

TOKIN Electronics (Xiamen) Corporation 

設立年月日 1994/4/1 Established 1994/4/1 

事業内容 磁性材料、電子部品製造 Business Manufacture of magnetic materials and electronic 
components 進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム・ビエンホア Countries Vietnam/Bien Hoa 

現地会社名 TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd. Name 
 

TOKIN Electronics (Vietnam) Co., Ltd. 

設立年月日 1997/2/1 Established 1997/2/1 

事業内容 電子部品製造 Business Manufacture of electronic components 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 タイ・チャチューンサオ Countries Thailand/Chachoengsao 

現地会社名 TOKIN Electronics (Thailand) Co., Ltd. Name 
 

TOKIN Electronics (Thailand) Co., Ltd. 

設立年月日 1988/6/1 Established 1988/6/1 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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事業内容 電子部品製造 Business Manufacture of electronic components 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 
 

独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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有有限限会会社社東東北北工工芸芸製製作作所所  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸｺｺｳｳｹｹﾞ゙ｲｲｾｾｲｲｻｻｸｸｼｼｮｮ  

  

TTOOHHOOKKUU  KKOOGGEEII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0011宮城県仙台市青葉区上杉3-3-20-1F Address1 1F, 3-3-20, Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

0011 

電話  022-222-5401 TEL 

FAX 

 

 

022-222-5401 

FAX 022-222-5462 FAX 

 

022-222-5462 

E-mail info@t-kogei.co.jp E-mail info@t-kogei.co.jp 

WEB www.t-kogei.co.jp WEB www.t-kogei.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

佐浦 康洋 

ｻｳﾗﾔｽﾋﾛ 

Company 

Representative 

Yasuhiro Saura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1933/7/23 Established 1933/7/23 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 雑貨・日用品製造業 Subcatergory Manufacture of household goods and daily necessities 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

漆器 Lacquerware 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 宮城県指定伝統的工芸品「玉虫塗」 Goods Tamamushi Lacquerware, a designated traditional craft of 
Miyagi Prefecture 

相手国 
  

台湾、タイ、英国、ドイツ、フランス Countries Taiwan, Thailand, United Kingdom, Germany, France 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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有有限限会会社社東東北北工工芸芸製製作作所所  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾄﾄｳｳﾎﾎｸｸｺｺｳｳｹｹﾞ゙ｲｲｾｾｲｲｻｻｸｸｼｼｮｮ  

  

TTOOHHOOKKUU  KKOOGGEEII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0011宮城県仙台市青葉区上杉3-3-20-1F Address1 1F, 3-3-20, Kamisugi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-

0011 

電話  022-222-5401 TEL 

FAX 

 

 

022-222-5401 

FAX 022-222-5462 FAX 

 

022-222-5462 

E-mail info@t-kogei.co.jp E-mail info@t-kogei.co.jp 

WEB www.t-kogei.co.jp WEB www.t-kogei.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

佐浦 康洋 

ｻｳﾗﾔｽﾋﾛ 

Company 

Representative 

Yasuhiro Saura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1933/7/23 Established 1933/7/23 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 雑貨・日用品製造業 Subcatergory Manufacture of household goods and daily necessities 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

漆器 Lacquerware 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 宮城県指定伝統的工芸品「玉虫塗」 Goods Tamamushi Lacquerware, a designated traditional craft of 
Miyagi Prefecture 

相手国 
  

台湾、タイ、英国、ドイツ、フランス Countries Taiwan, Thailand, United Kingdom, Germany, France 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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土土木木地地質質株株式式会会社社  
ﾄﾄﾞ゙ﾎﾎﾞ゙ｸｸﾁﾁｼｼﾂﾂｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

DDoobbookkuu  CChhiisshhiittssuu  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3107宮城県仙台市泉区本田町13-31 Address1 13-31, Honda-cho, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-3107 

電話  022-375-2626 TEL 

FAX 

 

 

022-375-2626 

FAX 022-375-2950 FAX 

 

022-375-2950 

E-mail doboku@geoce.co.jp E-mail doboku@geoce.co.jp 

WEB http://www.geoce.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

橋本 岳祉 

ﾊｼﾓﾄﾀｹｼ 

Company 

Representative 

Takeshi Hashimoto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1973/6/13 Established 1973/6/13 

資本金 4500万 Capital Fund 45 million 

従業員 29 Employees 29 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権、その他（） Certifications/

Patents 

Patents, trademarks, other 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

地質調査・原位置試験・室内土質試験・測量・防災設計・さく井工
事・地中熱工事・固化材開発 

Geological survey, on-site testing, laboratory soil testing, surveying, 
disaster prevention design, well drilling, geothermal engineering, 
development of stabilizing materials 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  
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株株式式会会社社登登米米精精巧巧  
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TTOOMMEESSEEIICCOOHH  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-4601宮城県登米市迫町新田字日向97-1 Address1 97-1, Aza Hinata, Nitta, Hasama-cho, Tome-shi, Miyagi, 

989-4601 

電話  0220-28-2888 TEL 

FAX 

 

 

0220-28-2888 

FAX 0220-28-2889 FAX 

 

0220-28-2889 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.tomeseicoh.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

後藤 康治 

ｺﾞﾄｳｺｳｼﾞ 

Company 

Representative 

Koji Goto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1989/1/19 Established 1989/1/19 

資本金 5800万 Capital Fund 58 million 

従業員 98 Employees 98 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

省力機器設計、製作・金型、プレス部品 Design and manufacture of labor-saving equipment; dies and press parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 省力機械（自動機）、プレス部品 Goods Labor-saving machines (automated machines), press parts 

相手国 
  

中国、タイ、米国 Countries China, Thailand, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 機械加工部品 Goods Machined parts 

相手国 
 

中国、タイ、インドネシア Countries China, Thailand, Indonesia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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989-4601 

電話  0220-28-2888 TEL 

FAX 

 

 

0220-28-2888 

FAX 0220-28-2889 FAX 

 

0220-28-2889 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.tomeseicoh.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

後藤 康治 

ｺﾞﾄｳｺｳｼﾞ 

Company 

Representative 

Koji Goto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1989/1/19 Established 1989/1/19 

資本金 5800万 Capital Fund 58 million 

従業員 98 Employees 98 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

省力機器設計、製作・金型、プレス部品 Design and manufacture of labor-saving equipment; dies and press parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 省力機械（自動機）、プレス部品 Goods Labor-saving machines (automated machines), press parts 

相手国 
  

中国、タイ、米国 Countries China, Thailand, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 機械加工部品 Goods Machined parts 

相手国 
 

中国、タイ、インドネシア Countries China, Thailand, Indonesia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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トトラライイポポッッドドワワーーククスス株株式式会会社社  
ﾄﾄﾗﾗｲｲﾎﾎﾟ゚ｯｯﾄﾄﾞ゙ﾜﾜｰーｸｸｽｽｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

TTrriippoodd  WWoorrkkss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町1-1-41 カ

メイ仙台中央ビル7F 

Address1 7F, 1-1-41, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0811 

電話  022-227-5680 TEL 

FAX 

 

 

022-227-5680 

FAX 022-227-5685 FAX 

 

022-227-5685 

E-mail info@tripodw.jp E-mail info@tripodw.jp 

WEB http://www.tripodworks.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐々木 賢一 

ｻｻｷｹﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Kenichi Sasaki 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2005/11/21 Established 2005/11/21 

資本金 9300万 Capital Fund 93 million 

従業員 33 Employees 33 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

コンピュータセキュリティー製品、IoTセンサー Computer security products, IoT sensors 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 コンピュータハードウェア、タブレットPC、IoTセンサ
ー 

Goods Computer hardware, tablet PCs, IoT sensors 

相手国 
 

中国、台湾 Countries China, Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社直直江江商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾅﾅｵｵｴｴｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

NNAAOOEE  SShhoouutteenn    

所在地 985-0003宮城県塩竈市北浜４－５－２７ Address1 4-5-27, Kitahama, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0003 

電話  022-362-2358 TEL 

FAX 

 

 

022-362-2358 

FAX 022-362-0123 FAX 

 

022-362-0123 

E-mail naoe-shouten@mopera.net E-mail naoe-shouten@mopera.net 

WEB https://naoe-shouten.com WEB  

代表者 

（カナ） 

直江僚大 

ﾅｵｴﾄﾓﾋﾛ 

Company 

Representative 

Tomohiro Naoe 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1972/8/31 Established 1972/8/31 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 22 Employees 22 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

おとうふかまぼこ（魚肉練り製品） Otofu kamaboko (fish paste product) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 おとうふかまぼこ Goods Otofu kamaboko 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

直江商店はおとうふかまぼこを専門に製造している会社です。お
とうふかまぼことは大豆と白身魚を使ってふんわりとした食感の
蒲鉾です。 

Naoe Shouten specializes in the production of otofu kamaboko. Otofu 
kamaboko is a soft and fluffy kamaboko cake made from soybeans and 
white fish. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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品目 おとうふかまぼこ Goods Otofu kamaboko 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

直江商店はおとうふかまぼこを専門に製造している会社です。お
とうふかまぼことは大豆と白身魚を使ってふんわりとした食感の
蒲鉾です。 

Naoe Shouten specializes in the production of otofu kamaboko. Otofu 
kamaboko is a soft and fluffy kamaboko cake made from soybeans and 
white fish. 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.122 

中中島島ププラランントト株株式式会会社社  
ﾅﾅｶｶｼｼﾞ゙ﾏﾏﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾝﾝﾄﾄｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNaakkaajjiimmaa  PPllaanntt  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-5117宮城県栗原市金成柧木沢23 Address1 23 Hanukizawa, Kannari, Kurihara-shi, Miyagi, 989-5117 

電話  0228-42-2885 TEL 

FAX 

 

 

0228-42-2885 

FAX 0228-42-1144 FAX 

 

0228-42-1144 

E-mail kenji.npc@o-bb.net E-mail kenji.npc@o-bb.net 

WEB https://www.nakajimaplant.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

中嶋 謙司 

ﾅｶｼﾞﾏｹﾝｼﾞ 

Company 

Representative 

Kenji Nakajima 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1972/7/1 Established 1972/7/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業、電気・機械・機器・機械部品製

造業 

Subcatergory Manufacture of steel and metals; manufacture of electrics, 

machinery, equipment, and machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

金属製品製造業 Manufacture of metal products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 鋼材加工品 Goods Processed steel products 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.123 

株株式式会会社社NNAARRIIDDAAヘヘルルススササポポーートト  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾅﾅﾘﾘﾀﾀﾞ゙ﾍﾍﾙﾙｽｽｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ  

  

NNaarriiddaa  HHeeaalltthh  ssuuppppoorrtt  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0331宮城県登米市米山町中津山字北足洗

5-43 

Address1 5-43, Aza Kitaashiarai, Nakatsuyama, Yoneyama-cho, 

Tome-shi, Miyagi, 987-0331 

電話  0220-44-4393 TEL 

FAX 

 

 

0220-44-4393 

FAX 0220-55-1687 FAX 

 

0220-55-1687 

E-mail narida.co@gmail.com E-mail narida.co@gmail.com 

WEB http://www.narida.biz/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邊 さちえ 

ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾁｴ 

Company 

Representative 

Sachie Watanabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2015/9/2 Established 2015/9/2 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乾燥赤紫蘇、玄米加工食品 Dried red shiso and processed brown rice foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 赤しそ、玄米コーヒー、農産物加工品 Goods Red shiso, brown rice coffee, processed agricultural 
products 

相手国 
  

香港、オーストラリア、米国、フランス Countries Hong Kong, Australia, US, France 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

農薬・化学肥料不使用栽培の赤しそ Red shiso grown without using pesticides or chemical fertilizers 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 135 －

な 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 135 - 

No.123 

株株式式会会社社NNAARRIIDDAAヘヘルルススササポポーートト  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾅﾅﾘﾘﾀﾀﾞ゙ﾍﾍﾙﾙｽｽｻｻﾎﾎﾟ゚ｰーﾄﾄ  

  

NNaarriiddaa  HHeeaalltthh  ssuuppppoorrtt  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0331宮城県登米市米山町中津山字北足洗

5-43 

Address1 5-43, Aza Kitaashiarai, Nakatsuyama, Yoneyama-cho, 

Tome-shi, Miyagi, 987-0331 

電話  0220-44-4393 TEL 

FAX 

 

 

0220-44-4393 

FAX 0220-55-1687 FAX 

 

0220-55-1687 

E-mail narida.co@gmail.com E-mail narida.co@gmail.com 

WEB http://www.narida.biz/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邊 さちえ 

ﾜﾀﾅﾍﾞｻﾁｴ 

Company 

Representative 

Sachie Watanabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2015/9/2 Established 2015/9/2 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乾燥赤紫蘇、玄米加工食品 Dried red shiso and processed brown rice foods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 赤しそ、玄米コーヒー、農産物加工品 Goods Red shiso, brown rice coffee, processed agricultural 
products 

相手国 
  

香港、オーストラリア、米国、フランス Countries Hong Kong, Australia, US, France 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

農薬・化学肥料不使用栽培の赤しそ Red shiso grown without using pesticides or chemical fertilizers 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 136 －

な 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 136 - 

No.124 

株株式式会会社社新新澤澤醸醸造造店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾆﾆｲｲｻｻﾞ゙ﾜﾜｼｼﾞ゙ｮｮｳｳｿｿﾞ゙ｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

NNIIIIZZAAWWAA  SSAAKKEE  BBRREEWWIINNGG  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-6321宮城県大崎市三本木字北町６３ Address1 63, Aza Kitamachi, Sanbongi, Osaki-shi, Miyagi, 989-6321 

電話  0224-87-7451 TEL 

FAX 

 

 

0224-87-7451 

FAX 0224-87-7452 FAX 

 

0224-87-7452 

E-mail info@niizawa-brewery.co.jp E-mail info@niizawa-brewery.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

新澤 巖夫 

ﾆｲｻﾞﾜｲﾜｵ 

Company 

Representative 

Iwao Niizawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1873/5/1 Established 1873/5/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 36 Employees 36 

業種 大分類 製造業、その他（清酒・リキュールの製造） Industry 

Catergory 

Manufacturing, other (manufacture sake and liqueurs) 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

清酒およびリキュールの製造・販売 Manufacture and sale of sake and liqueurs 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 清酒（伯楽星、愛宕の松など） 
リキュール（岸浪園の梅酒、紅茶酒） 

Goods Sake (Hakurakusei, Atago no Matsu, etc.) 
Liqueurs (Kishinamien plum wine, black tea wine) 

相手国 
  

香港、台湾、シンガポール、米国、英国 Countries Hong Kong, Taiwan, Singapore, US, United Kingdom 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.125 

ニニイイヌヌママ株株式式会会社社  
ﾆﾆｲｲﾇﾇﾏﾏｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNIIIINNUUMMAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0853宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20 Address1 2-20, Aza Motourayashiki, Kadonowaki, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-0853 

電話  0225-95-1123 TEL 

FAX 

 

 

0225-95-1123 

FAX 0225-95-2836 FAX 

 

0225-95-2836 

E-mail  E-mail  

WEB niinuma.jp WEB niinuma.vn 

代表者 

（カナ） 

新沼 利英 

ﾆｲﾇﾏﾄｼﾋﾃﾞ 

Company 

Representative 

Toshihide Niinuma 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1961/5/10 Established 1961/5/10 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of electrics, machinery, 

equipment, and machine parts 

国際認証・ 

特許 

産業財産権、特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Industrial property rights, patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

LED照明製造販売 Manufacture and sale of LED lighting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 LED照明 Goods LED lighting 

相手国 
  

タイ、インドネシア、ベトナム、ミャンマー Countries Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 LED照明 Goods LED lighting 

相手国 
 

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 NIINUMA VIETNAM Co.,Ltd. Name 
 

NIINUMA VIETNAM Co., Ltd. 

設立年月日 2019/3/25 Established 2019/3/25 

事業内容 LED照明販売 Business Sale of LED lighting 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.125 

ニニイイヌヌママ株株式式会会社社  
ﾆﾆｲｲﾇﾇﾏﾏｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNIIIINNUUMMAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0853宮城県石巻市門脇字元浦屋敷2-20 Address1 2-20, Aza Motourayashiki, Kadonowaki, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-0853 

電話  0225-95-1123 TEL 

FAX 

 

 

0225-95-1123 

FAX 0225-95-2836 FAX 

 

0225-95-2836 

E-mail  E-mail  

WEB niinuma.jp WEB niinuma.vn 

代表者 

（カナ） 

新沼 利英 

ﾆｲﾇﾏﾄｼﾋﾃﾞ 

Company 

Representative 

Toshihide Niinuma 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1961/5/10 Established 1961/5/10 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 60 Employees 60 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of electrics, machinery, 

equipment, and machine parts 

国際認証・ 

特許 

産業財産権、特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Industrial property rights, patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

LED照明製造販売 Manufacture and sale of LED lighting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 LED照明 Goods LED lighting 

相手国 
  

タイ、インドネシア、ベトナム、ミャンマー Countries Thailand, Indonesia, Vietnam, Myanmar 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 LED照明 Goods LED lighting 

相手国 
 

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名 NIINUMA VIETNAM Co.,Ltd. Name 
 

NIINUMA VIETNAM Co., Ltd. 

設立年月日 2019/3/25 Established 2019/3/25 

事業内容 LED照明販売 Business Sale of LED lighting 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 138 －

な 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 138 - 

No.126 

株株式式会会社社ニニチチワワ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾆﾆﾁﾁﾜﾜ  

  

NNIICCHHIIWWAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0251宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西3

番地1 

Address1 3-1, Aza Hitokitanishi, Moniwa, Taihaku-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 982-0251 

電話  022-281-1901 TEL 

FAX 

 

 

022-281-1901 

FAX 022-281-1908 FAX 

 

022-281-1908 

E-mail nichiwa@air-d.jp E-mail nichiwa@air-d.jp 

WEB http://air-d.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

櫻井 往 

ｻｸﾗｲｽｽﾑ 

Company 

Representative 

Susumu Sakurai 

役職 代表取締役会長 Position その他 

設立 2001/4/17 Established 2001/4/17 

資本金 2500万 Capital Fund 25 million 

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業 Subcatergory Wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

意匠権 Certifications/

Patents 

Design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 冷凍生どら、冷凍パン Goods Frozen cream dorayaki, frozen bread 

相手国 
  

韓国 Countries South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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日日和和電電気気株株式式会会社社  
ﾆﾆﾁﾁﾜﾜﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｷｷｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNIICCHHIIWWAA  EELLEECCTTRROONNIICCSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0251宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西3

番地1 

Address1 3-1, Aza Hitokitanishi, Moniwa, Taihaku-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 982-0251 

電話  022-281-1901 TEL 

FAX 

 

 

022-281-1901 

FAX 022-281-1908 FAX 

 

022-281-1908 

E-mail nichiwa@air-d.jp E-mail nichiwa@air-d.jp 

WEB http://air-d.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

櫻井 裕 

ｻｸﾗｲﾕﾀｶ 

Company 

Representative 

Yutaka Sakurai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1989/9/27 Established 1989/9/27 

資本金 5186万 Capital Fund 51.86 million 

従業員 9 Employees 9 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権、意匠権 Certifications/

Patents 

Patents, design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 空調部材 Goods Air conditioning components 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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日日和和電電気気株株式式会会社社  
ﾆﾆﾁﾁﾜﾜﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｷｷｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNIICCHHIIWWAA  EELLEECCTTRROONNIICCSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 982-0251宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西3

番地1 

Address1 3-1, Aza Hitokitanishi, Moniwa, Taihaku-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 982-0251 

電話  022-281-1901 TEL 

FAX 

 

 

022-281-1901 

FAX 022-281-1908 FAX 

 

022-281-1908 

E-mail nichiwa@air-d.jp E-mail nichiwa@air-d.jp 

WEB http://air-d.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

櫻井 裕 

ｻｸﾗｲﾕﾀｶ 

Company 

Representative 

Yutaka Sakurai 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1989/9/27 Established 1989/9/27 

資本金 5186万 Capital Fund 51.86 million 

従業員 9 Employees 9 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権、意匠権 Certifications/

Patents 

Patents, design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 空調部材 Goods Air conditioning components 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.128 

日日京京工工業業株株式式会会社社  
ﾆﾆｯｯｹｹｲｲｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNiikkkkeeii  IInndduussttrryy    

所在地 986-0302宮城県石巻市桃生町倉埣字四分一65

番1 

Address1 65-1, Aza Shibuichi, Kurazone, Monou-cho, Ishinomaki-

shi, Miyagi, 986-0302 

電話  0225-76-5095 TEL 

FAX 

 

 

0225-76-5095 

FAX 0225-76-5096 FAX 

 

0225-76-5096 

E-mail info@nikkei-kk.co.jp E-mail info@nikkei-kk.co.jp 

WEB https://www.nikkei-kk.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

足立 幾治 

ｱｼﾀﾃｲｸｼﾞ 

Company 

Representative 

Ikuji Ashitate 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2011/8/1 Established 2011/8/1 

資本金 500万 Capital Fund 5 million 

従業員 32 Employees 32 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電磁弁用コイル製造 Manufacture of coils for solenoid valves 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.129 

日日宝宝物物産産株株式式会会社社  
ﾆﾆｯｯﾎﾎﾟ゚ｳｳﾌﾌﾞ゙ｯｯｻｻﾝﾝ  

  

NNIIPPPPOOUU  BBUUSSSSAANN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町1-26-3 Address1 1-26-3, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-95-1615 TEL 

FAX 

 

 

0225-95-1615 

FAX 0225-95-1069 FAX 

 

0225-95-1069 

E-mail nippou@jeans.ocn.ne.jp E-mail nippou@jeans.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

木村 巖 

ｷﾑﾗｲﾜｵ 

Company 

Representative 

Iwao Kimura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1972/3/13 Established 1972/3/13 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 12 Employees 12 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

魚卵 Fish roe 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 たらこ、辛子明太子 Goods Pollock roe, spicy pollock roe 

相手国 
  

タイ Countries Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.129 

日日宝宝物物産産株株式式会会社社  
ﾆﾆｯｯﾎﾎﾟ゚ｳｳﾌﾌﾞ゙ｯｯｻｻﾝﾝ  

  

NNIIPPPPOOUU  BBUUSSSSAANN  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町1-26-3 Address1 1-26-3, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-95-1615 TEL 

FAX 

 

 

0225-95-1615 

FAX 0225-95-1069 FAX 

 

0225-95-1069 

E-mail nippou@jeans.ocn.ne.jp E-mail nippou@jeans.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

木村 巖 

ｷﾑﾗｲﾜｵ 

Company 

Representative 

Iwao Kimura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1972/3/13 Established 1972/3/13 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 12 Employees 12 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

魚卵 Fish roe 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 たらこ、辛子明太子 Goods Pollock roe, spicy pollock roe 

相手国 
  

タイ Countries Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.130 

日日本本郵郵便便株株式式会会社社  
ﾆﾆｯｯﾎﾎﾟ゚ﾝﾝﾕﾕｳｳﾋﾋﾞ゙ﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

JJAAPPAANN  PPOOSSTT    

所在地 980-8799宮城県仙台市青葉区北目町1-7 Address1 1-7, Kitamemachi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-8799 

電話  022-267-8095 TEL 

FAX 

 

 

022-267-8095 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.post.japanpost.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

衣川 和秀 

ｷﾇｶﾞﾜｶｽﾞﾋﾃﾞ 

Company 

Representative 

Kazuhide Kinugawa 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2007/10/1 Established 2007/10/1 

資本金 4,000億 Capital Fund 400 billion 

従業員 193257 Employees 193257 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

郵便業務、国内・国際物流業、ロジスティクス事業 Postal services, domestic and international distribution, logistics services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.131 

ににほほんん海海洋洋牧牧場場株株式式会会社社みみややぎぎ海海洋洋本本部部  
ﾆﾆﾎﾎﾝﾝｶｶｲｲﾖﾖｳｳﾎﾎﾞ゙ｸｸｼｼﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｶｶｲｲﾖﾖｳｳﾎﾎﾝﾝﾌﾌﾞ゙  

  

JJAAPPAANN  OOCCEEAANN  FFAARRMM  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0032宮城県塩竈市白萩町3-27 Address1 3-27, Shirahagi-machi, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0032 

電話  022-781-5152 TEL 

FAX 

 

 

022-781-5152 

FAX 022-781-5162 FAX 

 

022-781-5162 

E-mail h-satoh@mg-kaiyo.com E-mail h-satoh@mg-kaiyo.com 

WEB http://mg-kiwami.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

生田 敦之 

ｲｸﾀﾉﾌﾞﾕｷ 

Company 

Representative 

Nobuyuki Ikuta 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2016/4/15 Established 2016/4/15 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 15 Employees 15 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

養殖魚の生産及び加工、販売・水産加工品販売 Production, processing, and sale of farmed fish; sale of processed marine 
products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 銀鮭加工品 Goods Processed coho salmon products 

相手国 
  

台湾、シンガポール Countries Taiwan, Singapore 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 飼料 Goods Animal feed 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ににほほんん海海洋洋牧牧場場株株式式会会社社みみややぎぎ海海洋洋本本部部  
ﾆﾆﾎﾎﾝﾝｶｶｲｲﾖﾖｳｳﾎﾎﾞ゙ｸｸｼｼﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｶｶｲｲﾖﾖｳｳﾎﾎﾝﾝﾌﾌﾞ゙  

  

JJAAPPAANN  OOCCEEAANN  FFAARRMM  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0032宮城県塩竈市白萩町3-27 Address1 3-27, Shirahagi-machi, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0032 

電話  022-781-5152 TEL 

FAX 

 

 

022-781-5152 

FAX 022-781-5162 FAX 

 

022-781-5162 

E-mail h-satoh@mg-kaiyo.com E-mail h-satoh@mg-kaiyo.com 

WEB http://mg-kiwami.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

生田 敦之 

ｲｸﾀﾉﾌﾞﾕｷ 

Company 

Representative 

Nobuyuki Ikuta 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2016/4/15 Established 2016/4/15 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 15 Employees 15 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

養殖魚の生産及び加工、販売・水産加工品販売 Production, processing, and sale of farmed fish; sale of processed marine 
products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 銀鮭加工品 Goods Processed coho salmon products 

相手国 
  

台湾、シンガポール Countries Taiwan, Singapore 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 飼料 Goods Animal feed 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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日日本本パパッックク株株式式会会社社  
ﾆﾆﾎﾎﾝﾝﾊﾊﾟ゚ｯｯｸｸｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

NNiihhoonn  PPaacckk  CCoo..  

所在地 984-0038宮城県仙台市若林区伊在東通58-1 Address1 58-1, Izai Higashidori, Wakabayashi-kuSendai-shi, Miyagi, 

984-0038 

電話  022-288-8150 TEL 

FAX 

 

 

022-288-8150 

FAX 022-288-0253 FAX 

 

022-288-0253 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

杉山 親嗣 

ｽｷﾞﾔﾏﾁｶﾂｸﾞ 

Company 

Representative 

Chikatsugu Sugiyama 

役職 代表取締役 Position Representative Director 

設立 1975/10/1 Established 1975/10/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業、卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 プラスチック製品製造業、その他製造業、卸業、

商社・貿易業、情報・IT・ソフトフェア業、コンサルテ

ィング業 

Subcatergory Plastic product manufacturing, other manufacturing, 

wholesaling, trading, information/IT/software, consulting 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権、意匠権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks, design rights, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

新商品の開発システム New product development systems 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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農農事事組組合合法法人人水水鳥鳥  
ﾉﾉｳｳｼｼﾞ゙ｸｸﾐﾐｱｱｲｲﾎﾎｳｳｼｼﾞ゙ﾝﾝﾐﾐｽｽﾞ゙ﾄﾄﾞ゙ﾘﾘ  

  

AAggrriiccuullttuurraall  PPrroodduucceerr''ss  CCooooppeerraattiivvee  CCoorrppoorraattiioonnss  
MMIIZZUUDDOORRII    

所在地 987-2224宮城県栗原市築館横須賀巣脇131-54 Address1 131-54, Suwaki, Yokosuka, Tsukidate, Kurihara-shi, Miyagi, 

987-2224 

電話  0228-21-2751 TEL 

FAX 

 

 

0228-21-2751 

FAX 0228-21-2752 FAX 

 

0228-21-2752 

E-mail yats88@mizudori.jp E-mail yats88@mizudori.jp 

WEB http://www.mizudori.jp WEB http://www.mizudori.jp/international/index.html 

代表者 

（カナ） 

伊藤 康秀 

ｲﾄｳﾔｽﾋﾃﾞ 

Company 

Representative 

Yasuhide Ito 

役職 代表理事 Position その他 

設立 2003/10/16 Established 2003/10/16 

資本金 2300万 Capital Fund 23 million 

従業員 62 Employees 62 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

国内GAP Certifications/

Patents 

Domestic GAP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

農村業、しいたけ Rural industry, shiitake mushrooms 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 きのこ、菓子、乾しいたけ、菌系しいたけ Goods Mushrooms, confectionery, dried shiitake mushrooms, 
fungal shiitake 

相手国 
  

ベトナム、フィンランド Countries Vietnam, Finland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 オガ粉 Goods Sawdust 

相手国 
 

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 インド・メガラヤ州 Countries India/Meghalaya State 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容 しいたけ生産 Business Shiitake mushroom production 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

「しいたけ」で世界を健康に！！ Making the world healthy with shiitake mushrooms! 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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農農事事組組合合法法人人水水鳥鳥  
ﾉﾉｳｳｼｼﾞ゙ｸｸﾐﾐｱｱｲｲﾎﾎｳｳｼｼﾞ゙ﾝﾝﾐﾐｽｽﾞ゙ﾄﾄﾞ゙ﾘﾘ  

  

AAggrriiccuullttuurraall  PPrroodduucceerr''ss  CCooooppeerraattiivvee  CCoorrppoorraattiioonnss  
MMIIZZUUDDOORRII    

所在地 987-2224宮城県栗原市築館横須賀巣脇131-54 Address1 131-54, Suwaki, Yokosuka, Tsukidate, Kurihara-shi, Miyagi, 

987-2224 

電話  0228-21-2751 TEL 

FAX 

 

 

0228-21-2751 

FAX 0228-21-2752 FAX 

 

0228-21-2752 

E-mail yats88@mizudori.jp E-mail yats88@mizudori.jp 

WEB http://www.mizudori.jp WEB http://www.mizudori.jp/international/index.html 

代表者 

（カナ） 

伊藤 康秀 

ｲﾄｳﾔｽﾋﾃﾞ 

Company 

Representative 

Yasuhide Ito 

役職 代表理事 Position その他 

設立 2003/10/16 Established 2003/10/16 

資本金 2300万 Capital Fund 23 million 

従業員 62 Employees 62 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

国内GAP Certifications/

Patents 

Domestic GAP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

農村業、しいたけ Rural industry, shiitake mushrooms 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 きのこ、菓子、乾しいたけ、菌系しいたけ Goods Mushrooms, confectionery, dried shiitake mushrooms, 
fungal shiitake 

相手国 
  

ベトナム、フィンランド Countries Vietnam, Finland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 オガ粉 Goods Sawdust 

相手国 
 

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 インド・メガラヤ州 Countries India/Meghalaya State 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容 しいたけ生産 Business Shiitake mushroom production 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

「しいたけ」で世界を健康に！！ Making the world healthy with shiitake mushrooms! 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.134 

農農事事組組合合法法人人みみずずほほフファァーーミミンンググ  
ﾉﾉｳｳｼｼﾞ゙ｸｸﾐﾐｱｱｲｲﾎﾎｳｳｼｼﾞ゙ﾝﾝﾐﾐｽｽﾞ゙ﾎﾎﾌﾌｧｧｰーﾐﾐﾝﾝｸｸﾞ゙  

  

MMiizzuuhhoo  FFaarrmmiinngg  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-0309宮城県東松島市根古字朴木沢33番地1 Address1 33-1, Aza Hounokizawa, Neko, Higashimatsushima-shi, 

Miyagi, 981-0309 

電話  0225-87-2901 TEL 

FAX 

 

 

0225-87-2901 

FAX 0225-87-2908 FAX 

 

0225-87-2908 

E-mail mizuho-f@mizuho-f.or.jp E-mail mizuho-f@mizuho-f.or.jp 

WEB http://mizuho-f.or.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

相澤 英俊 

ｱｲｻﾞﾜﾋﾃﾞﾄｼ 

Company 

Representative 

Hidetoshi Aizawa 

役職 代表理事 Position Representative Director 

設立 2008/2/14 Established 2008/2/14 

資本金 105万 Capital Fund 1.05 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米 Rice 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 米 Goods Rice 

相手国 
  

香港、シンガポール Countries Hong Kong, Singapore 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

源氏ぼたるが飛び交う清涼な水が育んだ「ほたる米」 Hotaru rice is nurtured by cool, refreshing water where “genji botaru” 
fireflies dance. 
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株株式式会会社社HHII--SSOO  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬﾊﾊｲｲｿｿ  

  

HHII--SSOO    

所在地 982-0003宮城県仙台市太白区郡山４－１０－２ Address1 4-10-2, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0003 

電話  022-247-1855 TEL 

FAX 

 

 

022-247-1855 

FAX 022-249-7253 FAX 

 

022-249-7253 

E-mail info@hi-so.co.jp E-mail info@hi-so.co.jp 

WEB http://www.hi-so.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

小野寿光 

ｵﾉﾄｼﾐﾂ 

Company 

Representative 

Toshimitsu Ono 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2002/12/16 Established 2002/12/16 

資本金 3500万 Capital Fund 35 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

経済産業省「異分野連携新事業分野開拓計画」認定システム サ
ステナブル建築管理ソフト【eビルカルテ・エコノミー】、長期優良住
宅維持保全管理ソフト【ｅ家カルテ･エコノミー】、国土交通省 住
宅履歴情報登録機関システム認定【e家カルテ・エコノミー バック
アップサーバシステム】 

eBill Karte Economy, sustainable construction management software, which 
is certified by cross-field-partnership new business development plans of 
Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan / eHome Karte 
Economy, maintenance and operation software for excellent long-term 
housing / eHome Karte Backup Server System, house information 
registration system authorized by Ministry of Land, Infrastructure. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 長期優良住宅維持保全管理ソフト【ｅ家カルテ･エ
コノミー】 

Goods Long-term quality housing maintenance and conservation 
management software "eHome Karte Economy" 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

次世代へ安全に資産を引き継ぐためのサステナブル建築管理ソ
フトウェア「eビルカルテ」・「e家カルテ」 

”eHome Karte” and “eBill Karte” are sustainable building management 
software packages for passing on assets safely to the next generation. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社HHII--SSOO  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬﾊﾊｲｲｿｿ  

  

HHII--SSOO    

所在地 982-0003宮城県仙台市太白区郡山４－１０－２ Address1 4-10-2, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0003 

電話  022-247-1855 TEL 

FAX 

 

 

022-247-1855 

FAX 022-249-7253 FAX 

 

022-249-7253 

E-mail info@hi-so.co.jp E-mail info@hi-so.co.jp 

WEB http://www.hi-so.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

小野寿光 

ｵﾉﾄｼﾐﾂ 

Company 

Representative 

Toshimitsu Ono 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2002/12/16 Established 2002/12/16 

資本金 3500万 Capital Fund 35 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

経済産業省「異分野連携新事業分野開拓計画」認定システム サ
ステナブル建築管理ソフト【eビルカルテ・エコノミー】、長期優良住
宅維持保全管理ソフト【ｅ家カルテ･エコノミー】、国土交通省 住
宅履歴情報登録機関システム認定【e家カルテ・エコノミー バック
アップサーバシステム】 

eBill Karte Economy, sustainable construction management software, which 
is certified by cross-field-partnership new business development plans of 
Ministry of Economy, Trade and Industry in Japan / eHome Karte 
Economy, maintenance and operation software for excellent long-term 
housing / eHome Karte Backup Server System, house information 
registration system authorized by Ministry of Land, Infrastructure. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 長期優良住宅維持保全管理ソフト【ｅ家カルテ･エ
コノミー】 

Goods Long-term quality housing maintenance and conservation 
management software "eHome Karte Economy" 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

次世代へ安全に資産を引き継ぐためのサステナブル建築管理ソ
フトウェア「eビルカルテ」・「e家カルテ」 

”eHome Karte” and “eBill Karte” are sustainable building management 
software packages for passing on assets safely to the next generation. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社三三陸陸ババイイオオ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾞ゙ｲｲｵｵ  

  

SSAANNRRIIKKUU..VVIIOO  LLttdd..  

所在地 988-0077宮城県気仙沼市古町1-2-12 Address1 1-2-12, Furumachi, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0077 

電話  0226-22-8135 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-8135 

FAX 0226-22-8135 FAX 

 

0226-22-8135 

E-mail vio.sait074@ezweb.ne.jp E-mail vio.sait074@ezweb.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

斎藤 弘 

ｻｲﾄｳﾋﾛｼ 

Company 

Representative 

Hiroshi Saito 

役職 代表取締役 Position 0 

設立 2008/7/8 Established 2008/7/8 

資本金 400万 Capital Fund 4 million 

従業員 5 Employees 5 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 化学・バイオ・医療品製造業、電気・機械・機器・機

械部品製造業、卸業、商社・貿易業 

Subcatergory Manufacture of chemical, biotech, and medical products; 

manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts; wholesaling, trading 

国際認証・ 

特許 

海外GAP Certifications/

Patents 

Overseas GAP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

医療機械、光学機器製造販売（顕微鏡） Manufacture and sale of medical equipment and optical instruments 
(microscopes) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 医療器械、小児用器械 Goods Medical instruments, pediatric instruments 

相手国 
  

中国、韓国、ロシア Countries China, South Korea, Russia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 医療器械 Goods Medical instruments 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ハハシシカカンンププララ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊｼｼｶｶﾝﾝﾌﾌﾟ゚ﾗﾗ  

  

HHaasshhii  KKaann  PPuullaa  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 仙台市泉区泉中央1丁目40-3 針哲ビル Address1 1-40-3, Izumi Chuo Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

電話  022-342-5361 TEL 

FAX 

 

 

022-342-5361 

FAX 022-342-5362 FAX 

 

022-342-5362 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.hashi-kp.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡辺 元 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾒ 

Company 

Representative 

Hashime Watanabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2011/6/28 Established 2011/6/28 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

建設コンサルタント Construction consultant 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ハハシシカカンンププララ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊｼｼｶｶﾝﾝﾌﾌﾟ゚ﾗﾗ  

  

HHaasshhii  KKaann  PPuullaa  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 仙台市泉区泉中央1丁目40-3 針哲ビル Address1 1-40-3, Izumi Chuo Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

電話  022-342-5361 TEL 

FAX 

 

 

022-342-5361 

FAX 022-342-5362 FAX 

 

022-342-5362 

E-mail  E-mail  

WEB https://www.hashi-kp.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡辺 元 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊｼﾒ 

Company 

Representative 

Hashime Watanabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2011/6/28 Established 2011/6/28 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 その他サービス業 Subcatergory Other service industry 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

建設コンサルタント Construction consultant 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ははたたけけななかか製製麺麺株株式式会会社社  
ﾊﾊﾀﾀｹｹﾅﾅｶｶｾｾｲｲﾒﾒﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

HHaattaakkeennaakkaaSSeeiimmeenn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-0276宮城県白石市大手町4-11 Address1 4-11, Otemachi, Shiroishi-shi, Miyagi, 989-0276 

電話  0224-25-0111 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-0111 

FAX 0224-25-0115 FAX 

 

0224-25-0115 

E-mail men@hatakenaka.jp E-mail men@hatakenaka.jp 

WEB http://www.hatakenaka.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 秀則 

ｻﾄｳﾋﾃﾞﾉﾘ 

Company 

Representative 

Hidenori Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1995/9/1 Established 1995/9/1 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 42 Employees 42 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

乾めんの製造販売 Manufacture and sale of dried noodles 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 乾麺 Goods Dried noodles 

相手国 
  

香港、インドネシア、ベトナム、米国 Countries Hong Kong, Indonesia, Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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㈱㈱八八葉葉水水産産  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾁﾁﾖﾖｳｳｽｽｲｲｻｻﾝﾝ  

  

HHAACCHHIIYYOO  SSUUIISSAANN    

所在地 988-0103宮城県気仙沼市赤岩港２３－１ Address1 23-1, Akaiwaminato, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0103 

電話  0226-22-6230 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-6230 

FAX 0226-24-2129 FAX 

 

0226-24-2129 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.hachiyousuisan.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

清水 敏也 

ｼﾐｽﾞﾄｼﾔ 

Company 

Representative 

Toshiya Shimizu 

役職 代表取締役 Position  

設立 1972/7/13 Established 1972/7/13 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

食品製造業 Manufacture of food products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 いか加工品、海藻加工品、サバ加工品 Goods Processed squid, seaweed, and mackerel products 

相手国 
  

香港、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 海藻、魚介類 Goods Seaweed, fish, and shellfish 

相手国 
 

中国、韓国、ベトナム Countries China, South Korea, Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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㈱㈱八八葉葉水水産産  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾁﾁﾖﾖｳｳｽｽｲｲｻｻﾝﾝ  

  

HHAACCHHIIYYOO  SSUUIISSAANN    

所在地 988-0103宮城県気仙沼市赤岩港２３－１ Address1 23-1, Akaiwaminato, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0103 

電話  0226-22-6230 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-6230 

FAX 0226-24-2129 FAX 

 

0226-24-2129 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.hachiyousuisan.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

清水 敏也 

ｼﾐｽﾞﾄｼﾔ 

Company 

Representative 

Toshiya Shimizu 

役職 代表取締役 Position  

設立 1972/7/13 Established 1972/7/13 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

食品製造業 Manufacture of food products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 いか加工品、海藻加工品、サバ加工品 Goods Processed squid, seaweed, and mackerel products 

相手国 
  

香港、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 海藻、魚介類 Goods Seaweed, fish, and shellfish 

相手国 
 

中国、韓国、ベトナム Countries China, South Korea, Vietnam 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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有有限限会会社社浜浜口口商商店店  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾏﾏｸｸﾞ゙ﾁﾁｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

HHAAMMAAGGUUCCHHII  SSHHOOTTEENN    

所在地 981-1213宮城県名取市閖上4丁目397-29 Address1 4-397-29, Yuriage, Natori-shi, Miyagi, 981-1213 

電話  022-385-0245 TEL 

FAX 

 

 

022-385-0245 

FAX 022-393-4821 FAX 

 

022-393-4821 

E-mail contact@mghamaguchi.co.jp E-mail contact@mghamaguchi.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

濱口 元 

ﾊﾏｸﾞﾁｹﾞﾝ 

Company 

Representative 

Gen Hamaguchi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2020/1/4 Established 2020/1/4 

資本金 500万 Capital Fund 5 million 

従業員 24 Employees 24 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品の製造及び販売・酒類の販売 Manufacture and sale of processed marine products, sale of alcoholic 
beverages 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水産加工品・酒類 Goods Processed marine products, alcoholic beverages 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ハハミミンンググババーードド・・イインンタターーナナシショョナナルル  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾐﾐﾝﾝｸｸﾞ゙ﾊﾊﾞ゙ｰーﾄﾄﾞ゙ｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙ  

  

hhuummmmiinnggbbiirrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0014宮城県仙台市青葉区本町２－６－１６ Address1 2-6-16, Honcho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0014 

電話  022-225-0522 TEL 

FAX 

 

 

022-225-0522 

FAX 022-211-6188 FAX 

 

022-211-6188 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.h-bird.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

青木 聡志 

ｱｵｷｻﾄｼ 

Company 

Representative 

Satoshi Aoki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1975/4/1 Established 1975/4/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 580 Employees 580 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 飲食店 Subcatergory Restaurants 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

パスタ・ピザ・焼き鳥 Pasta, Pizza, Yakitori 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ハハミミンンググババーードド・・イインンタターーナナシショョナナルル  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾐﾐﾝﾝｸｸﾞ゙ﾊﾊﾞ゙ｰーﾄﾄﾞ゙ｲｲﾝﾝﾀﾀｰーﾅﾅｼｼｮｮﾅﾅﾙﾙ  

  

hhuummmmiinnggbbiirrdd  iinntteerrnnaattiioonnaall  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0014宮城県仙台市青葉区本町２－６－１６ Address1 2-6-16, Honcho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0014 

電話  022-225-0522 TEL 

FAX 

 

 

022-225-0522 

FAX 022-211-6188 FAX 

 

022-211-6188 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.h-bird.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

青木 聡志 

ｱｵｷｻﾄｼ 

Company 

Representative 

Satoshi Aoki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1975/4/1 Established 1975/4/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 580 Employees 580 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 飲食店 Subcatergory Restaurants 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

パスタ・ピザ・焼き鳥 Pasta, Pizza, Yakitori 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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早早坂坂海海外外展展開開支支援援事事務務所所  
ﾊﾊﾔﾔｻｻｶｶｶｶｲｲｶｶﾞ゙ｲｲﾃﾃﾝﾝｶｶｲｲｼｼｴｴﾝﾝｼｼﾞ゙ﾑﾑｼｼｮｮ  

  

HHaayyaassaakkaa  OOvveerrsseeaass  EExxppaannssiioonn  SSuuppppoorrttiinngg  OOffffiiccee    

所在地 985-0832宮城県多賀城市大代5-8-17 Address1 5-8-17, Oshiro, Tagajo-shi, Miyagi, 985-0832 

電話  022-367-4536 TEL 

FAX 

 

 

022-367-4536 

FAX  FAX 

 

 

E-mail va270255-7251@tbz.t-com.ne.jp E-mail va270255-7251@tbz.t-com.ne.jp 

WEB https://kaigaitenkai.jimdofree.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

早坂 秀昭 

ﾊﾔｻｶﾋﾃﾞｱｷ 

Company 

Representative 

Hideaki Hayasaka 

役職 代表 Position Managing director 

設立 2018/5/1 Established 2018/5/1 

資本金 20万 Capital Fund 200,000 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 コンサルティング業 Subcatergory Consulting 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

コンサルタント Consultant 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社  早早坂坂精精密密工工業業  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾔﾔｻｻｶｶｾｾｲｲﾐﾐﾂﾂｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳ  

  

  

所在地 981-4271宮城県加美郡加美町羽場字屋敷前３

－１－１ 

Address1 3-1-1, Aza Yashikimae, Haba, Kamimachi, Kami-gun, 

Miyagi, 981-4271 

電話  0229-63-2535 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-2535 

FAX 0229-63-2538 FAX 

 

0229-63-2538 

E-mail htd@htd-m.co.jp E-mail htd@htd-m.co.jp 

WEB http://htd-m.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

早坂 道信 

ﾊﾔｻｶﾐﾁﾉﾌﾞ 

Company 

Representative 

Michinobu Hayasaka 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 1953/12/21 Established 1953/12/21 

資本金 9650万 Capital Fund 96.5 million 

従業員 83 Employees 83 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

特殊鋼工具（タップ・ダイス） Special steel tools (taps, dies) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 タップ、ダイス Goods Taps, dies 

相手国 
  

中国、台湾、タイ、カナダ Countries China, Taiwan, Thailand, Canada 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 切削工具 Goods Cutting tools 

相手国 
 

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社  早早坂坂精精密密工工業業  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾊﾊﾔﾔｻｻｶｶｾｾｲｲﾐﾐﾂﾂｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳ  

  

  

所在地 981-4271宮城県加美郡加美町羽場字屋敷前３

－１－１ 

Address1 3-1-1, Aza Yashikimae, Haba, Kamimachi, Kami-gun, 

Miyagi, 981-4271 

電話  0229-63-2535 TEL 

FAX 

 

 

0229-63-2535 

FAX 0229-63-2538 FAX 

 

0229-63-2538 

E-mail htd@htd-m.co.jp E-mail htd@htd-m.co.jp 

WEB http://htd-m.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

早坂 道信 

ﾊﾔｻｶﾐﾁﾉﾌﾞ 

Company 

Representative 

Michinobu Hayasaka 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 1953/12/21 Established 1953/12/21 

資本金 9650万 Capital Fund 96.5 million 

従業員 83 Employees 83 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

特殊鋼工具（タップ・ダイス） Special steel tools (taps, dies) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 タップ、ダイス Goods Taps, dies 

相手国 
  

中国、台湾、タイ、カナダ Countries China, Taiwan, Thailand, Canada 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 切削工具 Goods Cutting tools 

相手国 
 

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社PPSSSS  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋﾟ゚ｰーｴｴｽｽｴｴｽｽ  

  

PPSSSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-4208宮城県遠田郡美里町鳥谷坂二5-54 Address1 5-54, Toyasakani, Misato-machi, Toda-gun, Miyagi, 989-

4208 

電話  0225-25-4119 TEL 

FAX 

 

 

0225-25-4119 

FAX 0225-25-4120 FAX 

 

0225-25-4120 

E-mail info@pss-m.co.jp E-mail info@pss-m.co.jp 

WEB http://www.pss-m.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

渥美 春人 

ｱﾂﾐﾊﾙﾄ 

Company 

Representative 

Haruto Atsumi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1999/4/30 Established 1999/4/30 

資本金 1350万 Capital Fund 13.5 million 

従業員 18 Employees 18 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

超高圧装置・食品関連機器・自動車関連設備設計・製造 
自社製品設計製造販売 

Design and manufacture of ultra-high pressure equipment, food-related 
equipment, and automobile-related equipment 
Design, manufacture and sale of proprietary products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

it has high specification such as high-speed loading capability in 
its small body. compact size of our palletizer 

it has high specification such as high-speed loading capability in its small 
body. compact size of our palletizer 
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東東日日本本フフーーズズ株株式式会会社社  
ﾋﾋｶｶﾞ゙ｼｼﾆﾆﾎﾎﾝﾝﾌﾌｰーｽｽﾞ゙ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬ  

  

EEaasstt  JJaappaann  FFooooddss    

所在地 986-0042宮城県石巻市鹿妻南四丁目3-30 Address1 4-3-30, Kazuma Minami, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0042 

電話  0225-94-8377 TEL 

FAX 

 

 

0225-94-8377 

FAX 0225-94-8371 FAX 

 

0225-94-8371 

E-mail office@hfoods.jp E-mail office@hfoods.jp 

WEB https://www.hfoods.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤俊一 

ｻﾄｳﾄｼｲﾁ 

Company 

Representative 

Toshiichi Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1991/3/5 Established 1991/3/5 

資本金 7500万 Capital Fund 75 million 

従業員 78 Employees 78 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP Certifications/

Patents 

ISO, HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

寿司ネタ・刺身類の加工、及び販売 
近海・輸入冷凍魚貝類の加工、及び販売 
冷凍米飯商品の加工、及び販売 

Processing and sale of sushi toppings and sashimi 
Processing and sale of local and imported frozen fish and shellfish 
Processing and sale of frozen rice products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 冷凍刺身・寿司ネタ商材 他 Goods Frozen sashimi, sushi toppings, etc. 

相手国 
  

香港、台湾、シンガポール、オーストラリア、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, Singapore, Australia, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 冷凍刺身・寿司ネタ商材 他 Goods Frozen sashimi, sushi toppings, etc. 

相手国 
 

中国、ベトナム Countries China, Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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東東日日本本フフーーズズ株株式式会会社社  
ﾋﾋｶｶﾞ゙ｼｼﾆﾆﾎﾎﾝﾝﾌﾌｰーｽｽﾞ゙ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬ  

  

EEaasstt  JJaappaann  FFooooddss    

所在地 986-0042宮城県石巻市鹿妻南四丁目3-30 Address1 4-3-30, Kazuma Minami, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0042 

電話  0225-94-8377 TEL 

FAX 

 

 

0225-94-8377 

FAX 0225-94-8371 FAX 

 

0225-94-8371 

E-mail office@hfoods.jp E-mail office@hfoods.jp 

WEB https://www.hfoods.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤俊一 

ｻﾄｳﾄｼｲﾁ 

Company 

Representative 

Toshiichi Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1991/3/5 Established 1991/3/5 

資本金 7500万 Capital Fund 75 million 

従業員 78 Employees 78 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

ISO、HACCP Certifications/

Patents 

ISO, HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

寿司ネタ・刺身類の加工、及び販売 
近海・輸入冷凍魚貝類の加工、及び販売 
冷凍米飯商品の加工、及び販売 

Processing and sale of sushi toppings and sashimi 
Processing and sale of local and imported frozen fish and shellfish 
Processing and sale of frozen rice products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 冷凍刺身・寿司ネタ商材 他 Goods Frozen sashimi, sushi toppings, etc. 

相手国 
  

香港、台湾、シンガポール、オーストラリア、米国 Countries Hong Kong, Taiwan, Singapore, Australia, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 冷凍刺身・寿司ネタ商材 他 Goods Frozen sashimi, sushi toppings, etc. 

相手国 
 

中国、ベトナム Countries China, Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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光光技技研研株株式式会会社社  
ﾋﾋｶｶﾘﾘｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

OOppttiiccaall  TTeecchh  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡3-10-7 サ

ンラインビル7F 

Address1 7F, 3-10-7, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 983-0852 

電話  090-1932-0911 TEL 

FAX 

 

 

090-1932-0911 

FAX 022-781-6247 FAX 

 

022-781-6247 

E-mail shioya@optechs.jp E-mail shioya@optechs.jp 

WEB www.optechs.co.jp WEB www.optechs.co.jp 

代表者 

（カナ） 

塩谷辰美 

ｼｵﾔﾀﾂﾐ 

Company 

Representative 

Tatsumi Shioya 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2011/11/2 Established 2011/11/2 

資本金 900万 Capital Fund 9 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

産業財産権、特許権 Certifications/

Patents 

Industrial property rights, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

LED照明用特殊発行体の開発及び販売 Development and sales of special luminescent materials for LED lighting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 LED特殊面発光モジュール Goods LED surface light emitting modules 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ・開発及びサンプル製造用工作機械 
・LED照明用基技 

Goods ∙ Machine tools for development and sample production 
∙ Base technology for LED lighting 

相手国 
 

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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引引地地精精工工株株式式会会社社  
ﾋﾋｷｷﾁﾁｾｾｲｲｺｺｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

HHIIKKIICCHHIISSEEIIKKOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-2436宮城県岩沼市吹上2-8-28 Address1 2-8-28, Fukiage, Iwanuma-shi, Miyagi, 989-2436 

電話  0223-24-3476 TEL 

FAX 

 

 

0223-24-3476 

FAX 0223-29-2006 FAX 

 

0223-29-2006 

E-mail info@hikichiseiko.com E-mail info@hikichiseiko.com 

WEB https://www.hikichiseiko.com WEB https://www.hikichiseiko.com 

代表者 

（カナ） 

引地 政善 

ﾋｷﾁﾏｻﾖｼ 

Company 

Representative 

Masayoshi Hikichi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1979/5/3 Established 1979/5/3 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 65 Employees 65 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

産業用省力化機械（自動機）機械設計・制御設計・部品製作・据
付調整、治工具製作、部品製作、設備メンテナンス 
 

Industrial labor-saving machine (automatic machine) Machine design, 
control design, parts production, installation adjustment, jig and tool 
production, parts production, facility maintenance 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 産業用省力化機械 Goods Industrial labor-saving machinery 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 フィルム製品 Goods Film products 

相手国 
 

タイ Countries Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 タイ・バンコク Countries Thailand/Bangkok 

現地会社名 HIKICHISEIKO(THAILAND)CO.,LTD Name 
 

HIKICHISEIKO (THAILAND) CO., LTD. 

設立年月日 2016/1/27 Established 2016/1/27 

事業内容 産業用省力化機械の設計製造、設置、メンテナン
ス 

Business Design, manufacture, installation, and maintenance of 
industrial labor-saving machinery 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

各種省力化機械(自動機)をお客様のニーズに合わせて、提案型
で各種装置を提供致します。 

We offer various types of labor-saving machines (automated machines) on 
a proposal basis to meet the needs of our customers. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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引引地地精精工工株株式式会会社社  
ﾋﾋｷｷﾁﾁｾｾｲｲｺｺｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

HHIIKKIICCHHIISSEEIIKKOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-2436宮城県岩沼市吹上2-8-28 Address1 2-8-28, Fukiage, Iwanuma-shi, Miyagi, 989-2436 

電話  0223-24-3476 TEL 

FAX 

 

 

0223-24-3476 

FAX 0223-29-2006 FAX 

 

0223-29-2006 

E-mail info@hikichiseiko.com E-mail info@hikichiseiko.com 

WEB https://www.hikichiseiko.com WEB https://www.hikichiseiko.com 

代表者 

（カナ） 

引地 政善 

ﾋｷﾁﾏｻﾖｼ 

Company 

Representative 

Masayoshi Hikichi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1979/5/3 Established 1979/5/3 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 65 Employees 65 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

産業用省力化機械（自動機）機械設計・制御設計・部品製作・据
付調整、治工具製作、部品製作、設備メンテナンス 
 

Industrial labor-saving machine (automatic machine) Machine design, 
control design, parts production, installation adjustment, jig and tool 
production, parts production, facility maintenance 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 産業用省力化機械 Goods Industrial labor-saving machinery 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 フィルム製品 Goods Film products 

相手国 
 

タイ Countries Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 タイ・バンコク Countries Thailand/Bangkok 

現地会社名 HIKICHISEIKO(THAILAND)CO.,LTD Name 
 

HIKICHISEIKO (THAILAND) CO., LTD. 

設立年月日 2016/1/27 Established 2016/1/27 

事業内容 産業用省力化機械の設計製造、設置、メンテナン
ス 

Business Design, manufacture, installation, and maintenance of 
industrial labor-saving machinery 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

各種省力化機械(自動機)をお客様のニーズに合わせて、提案型
で各種装置を提供致します。 

We offer various types of labor-saving machines (automated machines) on 
a proposal basis to meet the needs of our customers. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社  日日立立ソソリリュューーシショョンンズズ東東日日本本  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋﾀﾀﾁﾁｿｿﾘﾘｭｭｰーｼｼｮｮﾝﾝｽｽﾞ゙ﾋﾋｶｶﾞ゙ｼｼﾆﾆﾎﾎﾝﾝ  

  

HHiittaacchhii  SSoolluuttiioonnss  EEaasstt  JJaappaann,,  LLttdd..    

所在地 980-0014宮城県仙台市青葉区本町２－１６－１０

（メットライフ仙台本町ビル） 

Address1 2-16-10, Honcho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-0014 

電話  022-266-2181 TEL 

FAX 

 

 

022-266-2181 

FAX 022-266-2180 FAX 

 

022-266-2180 

E-mail hse-yukan-jimu@ml3.hitachi-solutions.com E-mail hse-yukan-jimu@ml3.hitachi-solutions.com 

WEB http://www.hitachi-solutions-

east.co.jp/index.html/ 

WEB http://www.hitachi-solutions-east.co.jp/eng/index.html/ 

代表者 

（カナ） 

八田 直久 

ﾊｯﾀﾅｵﾋｻ 

Company 

Representative 

Naohisa Hatta 

役職 取締役社長 Position  

設立 1984/5/21 Established 1984/5/21 

資本金 3億 Capital Fund 300 million 

従業員 1016 Employees 1016 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

システムエンジニアリング、ソフトウエア開発 Systems engineering and software development 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ソフトウエア製品、保守サービス Goods Software products and maintenance services 

相手国 
  

タイ、マレーシア Countries Thailand, Malaysia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ヒヒッットトエエススフフーーズズ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋｯｯﾄﾄｴｴｽｽﾌﾌｰーｽｽﾞ゙  

  

HHIITT  SS  FFOOOODDSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3-26-1 Address1 3-26-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-362-5788 TEL 

FAX 

 

 

022-362-5788 

FAX 022-362-5787 FAX 

 

022-362-5787 

E-mail y-suzuki@hitsfoods.com E-mail y-suzuki@hitsfoods.com 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

鈴木 勇 

ｽｽﾞｷｲｻﾑ 

Company 

Representative 

Isamu Suzuki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1985/10/28 Established 1985/10/28 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品の製造及び販売 Manufacture and sale of processed marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水産加工品 Goods Processed marine products 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 水産原料 Goods Raw marine products 

相手国 
 

スペイン Countries Spain 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.149 

株株式式会会社社ヒヒッットトエエススフフーーズズ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋｯｯﾄﾄｴｴｽｽﾌﾌｰーｽｽﾞ゙  

  

HHIITT  SS  FFOOOODDSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町3-26-1 Address1 3-26-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-362-5788 TEL 

FAX 

 

 

022-362-5788 

FAX 022-362-5787 FAX 

 

022-362-5787 

E-mail y-suzuki@hitsfoods.com E-mail y-suzuki@hitsfoods.com 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

鈴木 勇 

ｽｽﾞｷｲｻﾑ 

Company 

Representative 

Isamu Suzuki 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1985/10/28 Established 1985/10/28 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品の製造及び販売 Manufacture and sale of processed marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水産加工品 Goods Processed marine products 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 水産原料 Goods Raw marine products 

相手国 
 

スペイン Countries Spain 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.150 

株株式式会会社社ヒヒルルズズ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋﾙﾙｽｽﾞ゙  

  

HHiillllss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-1257宮城県柴田郡大河原町新寺字山鳥

215-3 

Address1 215-3, Aza Yamadori, Nittera, Ogawara-machi, Shibata-

gun, Miyagi, 989-1257 

電話  0224-52-2107 TEL 

FAX 

 

 

0224-52-2107 

FAX 0224-53-4861 FAX 

 

0224-53-4861 

E-mail info@hill-s.co.jp E-mail info@hill-s.co.jp 

WEB https://www.hill-s.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 克美 

ｻﾄｳｶﾂﾐ 

Company 

Representative 

Katsumi Sato 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1982/5/1 Established 1982/5/1 

資本金 8120万 Capital Fund 81.2 million 

従業員 90 Employees 90 

業種 大分類 その他（畜産業（養豚）） Industry 

Catergory 

Others (livestock (pig farming)) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

畜産物(豚肉) Pork 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

おいしい安全ヘルシーな豚肉「和豚もちぶた（わとんもちぶた」。
脂身が甘くて臭みもないためどのような料理にも最適です。 

Waton Mochi Buta, a delicious, safe and healthy pork. The fatty meat is 
sweet and odor-free, making it ideal for all kinds of dishes. 
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有有限限会会社社PPFFTTササーービビスス  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋﾟ゚ｰーｴｴﾌﾌﾃﾃｨｨｰーｻｻｰーﾋﾋﾞ゙ｽｽ  

  

PPFFTT  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0433宮城県登米市南方町沼崎前75 Address1 75, Numasakimae, Minamikata-machi, Tome-shi, Miyagi, 

987-0433 

電話  0220-58-2834 TEL 

FAX 

 

 

0220-58-2834 

FAX 0220-58-2803 FAX 

 

0220-58-2803 

E-mail pftgoto@sasanishiki.co.jp E-mail pftgoto@sasanishiki.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

後藤 貴之 

ｺﾞﾄｳﾀｶﾕｷ 

Company 

Representative 

Takayuki Goto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1995/7/4 Established 1995/7/4 

資本金 900万 Capital Fund 9 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米 Rice 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 米 Goods Rice 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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有有限限会会社社PPFFTTササーービビスス  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾋﾋﾟ゚ｰーｴｴﾌﾌﾃﾃｨｨｰーｻｻｰーﾋﾋﾞ゙ｽｽ  

  

PPFFTT  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0433宮城県登米市南方町沼崎前75 Address1 75, Numasakimae, Minamikata-machi, Tome-shi, Miyagi, 

987-0433 

電話  0220-58-2834 TEL 

FAX 

 

 

0220-58-2834 

FAX 0220-58-2803 FAX 

 

0220-58-2803 

E-mail pftgoto@sasanishiki.co.jp E-mail pftgoto@sasanishiki.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

後藤 貴之 

ｺﾞﾄｳﾀｶﾕｷ 

Company 

Representative 

Takayuki Goto 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1995/7/4 Established 1995/7/4 

資本金 900万 Capital Fund 9 million 

従業員 4 Employees 4 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米 Rice 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 米 Goods Rice 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社フフーードドユユニニテテクク  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌｰーﾄﾄﾞ゙ﾕﾕﾆﾆﾃﾃｸｸ  

  

FFOOOODDUUNNIITTEECCHH  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-0121宮城県宮城郡利府町神谷沢字南沢１

－８ 

Address1 1-8, Aza Minamisawa, Kamiyazawa, Rifu-cho, Miyagi-gun, 

Miyagi, 981-0121 

電話  022-396-5080 TEL 

FAX 

 

 

022-396-5080 

FAX 022-396-6630 FAX 

 

022-396-6630 

E-mail info@foodunitech.co.jp E-mail info@foodunitech.co.jp 

WEB http://www.foodunitech.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

加藤武憲 

ｶﾄｳﾀｹﾉﾘ 

Company 

Representative 

Takenori Kato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1988/3/2 Established 1988/3/2 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

菓子/菓子製造業、食品加工材/製造販売、食品加工ノウハウ/
その他 

Confectionery / Confectionery manufacturing, Food processing materials / 
Manufacturing and sales, Food processing expertise / Other 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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有有限限会会社社風風月月堂堂  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌｳｳｹｹﾞ゙ﾂﾂﾄﾄﾞ゙ｳｳ  

  

  

所在地 986-1111宮城県石巻市鹿又字新田町浦47 Address1 47, Aza Shinden Machiura, Kanomata, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-1111 

電話  0225-96-4713 TEL 

FAX 

 

 

0225-96-4713 

FAX 0225-96-4717 FAX 

 

0225-96-4717 

E-mail sasaice@helen.ocn.ne.jp E-mail sasaice@helen.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 恵昭 

ｻﾄｳﾖｼｱｷ 

Company 

Representative 

Yoshiaki Sato 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 2020/4/1 Established 2020/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 17 Employees 17 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

菓子、アイスクリーム製造 Manufacture of confectionery and ice cream 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アイスクリーム Goods Ice cream 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、マカオ、シンガポール、サウジ
アラビア 

Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Macau, Singapore, Saudi 
Arabia 

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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有有限限会会社社風風月月堂堂  
ﾕﾕｳｳｹｹﾞ゙ﾝﾝｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌｳｳｹｹﾞ゙ﾂﾂﾄﾄﾞ゙ｳｳ  

  

  

所在地 986-1111宮城県石巻市鹿又字新田町浦47 Address1 47, Aza Shinden Machiura, Kanomata, Ishinomaki-shi, 

Miyagi, 986-1111 

電話  0225-96-4713 TEL 

FAX 

 

 

0225-96-4713 

FAX 0225-96-4717 FAX 

 

0225-96-4717 

E-mail sasaice@helen.ocn.ne.jp E-mail sasaice@helen.ocn.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 恵昭 

ｻﾄｳﾖｼｱｷ 

Company 

Representative 

Yoshiaki Sato 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 2020/4/1 Established 2020/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 17 Employees 17 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

菓子、アイスクリーム製造 Manufacture of confectionery and ice cream 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 アイスクリーム Goods Ice cream 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、マカオ、シンガポール、サウジ
アラビア 

Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Macau, Singapore, Saudi 
Arabia 

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社フフォォトトニニッッククララテティィスス  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌｫｫﾄﾄﾆﾆｯｯｸｸﾗﾗﾃﾃｨｨｽｽ  

  

PPhhoottoonniicc  LLaattttiiccee    

所在地 989-3204宮城県仙台市青葉区南吉成6-6-3 Address1 6-6-3, Minamiyoshinari, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 989-

3204 

電話  022-342-8781 TEL 

FAX 

 

 

022-342-8781 

FAX 022-342-8782 FAX 

 

022-342-8782 

E-mail info@photonic-lattice.com E-mail info@photonic-lattice.com 

WEB https://www.photonic-lattice.com/ WEB https://www.photonic-lattice.com/?lang=en 

代表者 

（カナ） 

佐藤 尚 

ｻﾄｳﾀｶｼ 

Company 

Representative 

Takashi Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 2020/7/4 Established 2020/7/4 

資本金 9000万 Capital Fund 90 million 

従業員 20 Employees 20 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

・フォトニック結晶チップの製造・販売 
・フォトニック結晶を応用した機器の製造・販売 
（偏光計測装置など） 
・試作・技術移転・特許ライセンシング 

•Manufacturing, sales, design, R&D of photonic crystals 
•Manufacturing, selling, design, R&D of systems based on photonic crystals 
(Polarization measurement equipment, etc.) 
•Trial manufacturing, transfer of technology and patent licensing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 測定機器 Goods Measuring equipment 

相手国 
  

中国、台湾、韓国、シンガポール、米国 Countries China, Taiwan, South Korea, Singapore, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

独自の光学素子「フォトニック結晶」を応用した当社の偏光計測
装置は、 レンズ等の透明部品の歪み、フィルムの位相差ムラを
評価できる装置です。 

Our polarization measurement equipment, which uses our proprietary 
“photonic crystal” optical element, is capable of assessing distortion in 
transparent components such as lenses and uneven phase differences in 
films. 
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福福寿寿水水産産株株式式会会社社  
ﾌﾌｸｸｼｼﾞ゙ｭｭｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

FFUUKKUUJJUU  MMAARRIINNEE  PPRROODDUUCCTTSS  CCOO..,,  LLTTDD..  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0013宮城県気仙沼市魚町三丁目2-10 Address1 3-2-10, Sakanamachi, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0013 

電話  0226-22-0743 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-0743 

FAX 0226-24-3956 FAX 

 

0226-24-3956 

E-mail o-fukuju48@energy.ocn.ne.jp E-mail o-fukuju48@energy.ocn.ne.jp 

WEB http://www.fukujusuisan.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

臼井祐介 

ｳｽｲﾕｳｽｹ 

Company 

Representative 

Yusuke Usui 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1948/7/20 Established 1948/7/20 

資本金 1400万 Capital Fund 14 million 

従業員 21 Employees 21 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ふかひれ Shark fin 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 フカヒレ、サメ皮 Goods Shark fin, shark skin 

相手国 
  

香港、台湾 Countries Hong Kong, Taiwan 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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福福寿寿水水産産株株式式会会社社  
ﾌﾌｸｸｼｼﾞ゙ｭｭｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

FFUUKKUUJJUU  MMAARRIINNEE  PPRROODDUUCCTTSS  CCOO..,,  LLTTDD..  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0013宮城県気仙沼市魚町三丁目2-10 Address1 3-2-10, Sakanamachi, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-0013 

電話  0226-22-0743 TEL 

FAX 

 

 

0226-22-0743 

FAX 0226-24-3956 FAX 

 

0226-24-3956 

E-mail o-fukuju48@energy.ocn.ne.jp E-mail o-fukuju48@energy.ocn.ne.jp 

WEB http://www.fukujusuisan.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

臼井祐介 

ｳｽｲﾕｳｽｹ 

Company 

Representative 

Yusuke Usui 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1948/7/20 Established 1948/7/20 

資本金 1400万 Capital Fund 14 million 

従業員 21 Employees 21 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ふかひれ Shark fin 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 フカヒレ、サメ皮 Goods Shark fin, shark skin 

相手国 
  

香港、台湾 Countries Hong Kong, Taiwan 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社富富士士精精密密  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬﾌﾌｼｼﾞ゙ｾｾｲｲﾐﾐﾂﾂ  

  

FFUUJJIISSEEIIMMIITTSSUU  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0003宮城県遠田郡美里町南小牛田36 Address1 36, Minami Kogota, Misato-machi, Toda-gun, Miyagi, 987-

0003 

電話  0229-31-1051 TEL 

FAX 

 

 

0229-31-1051 

FAX 0229-31-1046 FAX 

 

0229-31-1046 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

鈴木大介 

ｽｽﾞｷﾀﾞｲｽｹ 

Company 

Representative 

Daisuke Suzuki 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1997/2/18 Established 1997/2/18 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 22 Employees 22 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

切削加工業 Machining 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

精密切削加工業 Precision machining 
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株株式式会会社社ププララモモーールル精精工工  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾓﾓｰーﾙﾙｾｾｲｲｺｺｳｳ  

  

PPLLAAMMOOUULL  SSEEIIKKOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3351宮城県富谷市鷹乃杜4-3-5 Address1 4-3-5, Takanomori, Tomiya-shi, Miyagi, 981-3351 

電話  022-348-1250 TEL 

FAX 

 

 

022-348-1250 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

脇山 高志 

ﾜｷﾔﾏﾀｶｼ 

Company 

Representative 

Takashi Wakiyama 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1983/10/1 Established 1983/10/1 

資本金 7000万 Capital Fund 70 million 

従業員 40 Employees 40 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権 Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

超精密モールド金型、成形加工、精密電子部品（コネクター等）金
型部品 

Ultra-precision molds, molding, precision electronic parts (connectors, 
etc.), mold parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
  

中国、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム Countries China, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ププララモモーールル精精工工  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌﾟ゚ﾗﾗﾓﾓｰーﾙﾙｾｾｲｲｺｺｳｳ  

  

PPLLAAMMOOUULL  SSEEIIKKOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3351宮城県富谷市鷹乃杜4-3-5 Address1 4-3-5, Takanomori, Tomiya-shi, Miyagi, 981-3351 

電話  022-348-1250 TEL 

FAX 

 

 

022-348-1250 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

脇山 高志 

ﾜｷﾔﾏﾀｶｼ 

Company 

Representative 

Takashi Wakiyama 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1983/10/1 Established 1983/10/1 

資本金 7000万 Capital Fund 70 million 

従業員 40 Employees 40 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権 Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

超精密モールド金型、成形加工、精密電子部品（コネクター等）金
型部品 

Ultra-precision molds, molding, precision electronic parts (connectors, 
etc.), mold parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
  

中国、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム Countries China, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 金型部品 Goods Mold parts 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ププロロジジェェククトトウウササミミ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾌﾌﾟ゚ﾛﾛｼｼﾞ゙ｪｪｸｸﾄﾄｳｳｻｻﾐﾐ  

  

PPRROOJJEECCTT--UUSSAAMMII  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3632宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば吉

岡まほろば2-3-7 

Address1 2-3-7, Yoshioka Mahoroba, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, 

Miyagi, 981-3632 

電話  022-347-2207 TEL 

FAX 

 

 

022-347-2207 

FAX 022-347-2208 FAX 

 

022-347-2208 

E-mail info@p-usami.jp E-mail info@p-usami.jp 

WEB https://www.p-usami.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

宇佐美美由紀 

ｳｻﾐﾐﾕｷ 

Company 

Representative 

Miyuki Usami 

役職  Position  

設立 1993/5/27 Established 1993/5/27 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 7 Employees 7 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

太陽光発電販売、施工 
電気工事業、住宅リフォーム業 
不動産賃貸業 

Sale and installation of solar power generation systems 
Electrical work, home renovation 
Real estate leasing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ぬいぐるみ Goods Stuffed toys 

相手国 
  

インドネシア Countries Indonesia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 太陽光パネル、太陽光発電部材 Goods Photovoltaic panels, photovoltaic generation components 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

七ツ森のまちから、太陽光発電と未来の子どもたちを繋ぎます Based in the home of the Nanatsumori hills, we will bring solar power 
generation to the children of tomorrow. 
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株株式式会会社社ププロロテテウウスス  
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PPRROORREEUUSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋 Address1 1-4-24, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

電話  022-268-7060 TEL 

FAX 

 

 

022-268-7060 

FAX 022-216-6121 FAX 

 

022-216-6121 

E-mail nakazawa@proteus-net.co.jp E-mail nakazawa@proteus-net.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

中澤 貞憲 

ﾅｶｻﾞﾜｻﾀﾞﾉﾘ 

Company 

Representative 

Sadanori Nakazawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1987/7/28 Established 1987/7/28 

資本金 1700万 Capital Fund 17 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

その他（ISMS2701） Certifications/

Patents 

Other (ISMS2701) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

コンピュータソフトウェア開発、販売 Development and sale of computer software 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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PPRROORREEUUSS  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 仙台市青葉区五橋1-4-24 ライオンズビル五橋 Address1 1-4-24, Itsutsubashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

電話  022-268-7060 TEL 

FAX 

 

 

022-268-7060 

FAX 022-216-6121 FAX 

 

022-216-6121 

E-mail nakazawa@proteus-net.co.jp E-mail nakazawa@proteus-net.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

中澤 貞憲 

ﾅｶｻﾞﾜｻﾀﾞﾉﾘ 

Company 

Representative 

Sadanori Nakazawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1987/7/28 Established 1987/7/28 

資本金 1700万 Capital Fund 17 million 

従業員 10 Employees 10 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

その他（ISMS2701） Certifications/

Patents 

Other (ISMS2701) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

コンピュータソフトウェア開発、販売 Development and sale of computer software 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ボボーールルウウェェーーブブ株株式式会会社社  
ﾎﾎﾞ゙ｰーﾙﾙｳｳｪｪｰーﾌﾌﾞ゙ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

BBaallll  WWaavvee  IInncc..  IInncc..  

所在地 980-8579宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-

40-501 

Address1 6-6-40-501, Aza Aoba, Aramaki, Aoba-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 980-8579 

電話  022-302-6659 TEL 

FAX 

 

 

022-302-6659 

FAX 022-302-6709 FAX 

 

022-302-6709 

E-mail murakami@ballwave.jp E-mail murakami@ballwave.jp 

WEB http://ballwave.jp/ WEB http://ballwave.jp/english/index.html 

代表者 

（カナ） 

赤尾慎吾 

ｱｶｵｼﾝｺﾞ 

Company 

Representative 

Shingo Akao 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2015/11/10 Established 2015/11/10 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 11 Employees 11 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権、商標権、意匠権 Certifications/

Patents 

ISO, patents, trademarks, design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

精密測定器機製造販売 Manufacturing and sales of precision measuring instruments 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

Our Ball SAW Sensors provide chemical sensing for a better 
future. 

Our Ball SAW Sensors provide chemical sensing for a better future. 
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株株式式会会社社堀堀尾尾製製作作所所  
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HHOORRIIOO  SSEEIISSAAKKUUSSHHOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-1103宮城県石巻市北村字高地谷一21-2 Address1 21-2, Aza Takachiyaichi, Kitamura, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

987-1103 

電話  0225-73-2488 TEL 

FAX 

 

 

0225-73-2488 

FAX 0225-73-3271 FAX 

 

0225-73-3271 

E-mail info@horioss.co.jp E-mail info@horioss.co.jp 

WEB http://www.horioss.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

堀尾 正彦 

ﾎﾘｵﾏｻﾋｺ 

Company 

Representative 

Masahiko Horio 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1968/10/1 Established 1968/10/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 38 Employees 38 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

非鉄金属（亜鉛ダイカスト）部品 Non-ferrous metal (die-cast zinc) parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 亜鉛ダイカスト部品 Goods Die-cast zinc parts 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 亜鉛ダイカスト部品 Goods Die-cast zinc parts 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・大連 Countries China/Dalian 

現地会社名 大連堀尾圧鋳有限公司 Name 
 

Dalian Horio Diecasting Co., Ltd. 

設立年月日 2002/5/1 Established 2002/5/1 

事業内容 亜鉛ダイカスト部品製造 Business Manufacture of die-cast zinc parts 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

精密亜鉛ダイカスト製品の品質を世界へ。株式会社堀尾製作所 Bringing the quality of precision die-cast zinc products to the world. Horio 
Seisakusyo Co., Ltd. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 173 －

は 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 173 - 

No.161 

株株式式会会社社堀堀尾尾製製作作所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾎﾎﾘﾘｵｵｾｾｲｲｻｻｸｸｼｼｮｮ  

  

HHOORRIIOO  SSEEIISSAAKKUUSSHHOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-1103宮城県石巻市北村字高地谷一21-2 Address1 21-2, Aza Takachiyaichi, Kitamura, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

987-1103 

電話  0225-73-2488 TEL 

FAX 

 

 

0225-73-2488 

FAX 0225-73-3271 FAX 

 

0225-73-3271 

E-mail info@horioss.co.jp E-mail info@horioss.co.jp 

WEB http://www.horioss.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

堀尾 正彦 

ﾎﾘｵﾏｻﾋｺ 

Company 

Representative 

Masahiko Horio 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1968/10/1 Established 1968/10/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 38 Employees 38 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

非鉄金属（亜鉛ダイカスト）部品 Non-ferrous metal (die-cast zinc) parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 亜鉛ダイカスト部品 Goods Die-cast zinc parts 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 亜鉛ダイカスト部品 Goods Die-cast zinc parts 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・大連 Countries China/Dalian 

現地会社名 大連堀尾圧鋳有限公司 Name 
 

Dalian Horio Diecasting Co., Ltd. 

設立年月日 2002/5/1 Established 2002/5/1 

事業内容 亜鉛ダイカスト部品製造 Business Manufacture of die-cast zinc parts 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

精密亜鉛ダイカスト製品の品質を世界へ。株式会社堀尾製作所 Bringing the quality of precision die-cast zinc products to the world. Horio 
Seisakusyo Co., Ltd. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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本本田田水水産産株株式式会会社社  
ﾎﾎﾝﾝﾀﾀﾞ゙ｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

HHOONNDDAA  SSUUIISSAANN  CCOO..,,LLTTDD..    

所在地 986-2103宮城県石巻市流留字五性橋9-45 Address1 9-45, Aza Goshobashi, Nagaru, Ishinomaki-shi, Miyagi, 

986-2103 

電話  0225-24-2171 TEL 

FAX 

 

 

0225-24-2171 

FAX 0225-97-3772 FAX 

 

0225-97-3772 

E-mail kaki@hondasuisan.com E-mail kaki@hondasuisan.com 

WEB http://www.hondasuisan.com WEB  

代表者 

（カナ） 

本田太 

ﾎﾝﾀﾞﾌﾄｼ 

Company 

Representative 

Futoshi Honda 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1970/9/1 Established 1970/9/1 

資本金 2700万 Capital Fund 27 million 

従業員 87 Employees 87 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工業 
宮城県産かき、ほや、金華さば、うに、わかめ、いわし、穴子、他 

Marine product processing 
Oysters, Sea squirts, Kinka mackerel, sea urchins, wakame seaweed, 
sardines, conger eels, etc. from Miyagi Prefecture 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 冷凍殻付かき、冷凍かきＩＱＦ、かきフライ、殻付か
きハーフシェル、金華さば刺身用フィレ、他 

Goods Frozen oysters in the shell, frozen oysters IQF, breaded 
oysters, half-shelled oysters, Kinka mackerel fillets for 
sashimi, etc. 

相手国 
  

タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ミャン
マー 

Countries Thailand, Malaysia, Philippines, Singapore, Myanmar 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

宮城県石巻市で創業73年。宮城県産水産物を石巻で美味しく加
工しています。 

Established 73 years ago in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture. We process 
delicious Miyagi marine products in Ishinomaki. 
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株株式式会会社社真真壁壁技技研研  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏｶｶﾍﾍﾞ゙ｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝ  

  

MMAAKKAABBEE  RR&&DD  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 仙台市宮城野区苦竹３－１－２５ Address1 3-1-25, Nigatake, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

電話  022-235-1614 TEL 

FAX 

 

 

022-235-1614 

FAX 022-284-8297 FAX 

 

022-284-8297 

E-mail t.ishikawa@makabe-g.co.jp E-mail t.ishikawa@makabe-g.co.jp 

WEB http://www.makabe-g.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

真壁昌宏 

ﾏｶﾍﾞﾏｻﾋﾛ 

Company 

Representative 

Masahiro Makabe 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1952/9/8 Established 1952/9/8 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 24 Employees 24 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

アモルファス作製装置・製造業 Amorphous fabrication equipment and manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 原料別製品、一般機械 Goods Raw materials and products, general machinery 

相手国 
  

中国、オーストラリア、サウジアラビア Countries China, Australia, Saudi Arabia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 高周波誘導加熱装置 Goods High-frequency induction heating devices 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・瀋陽 Countries  

現地会社名 合弁会社FINETEC Name 
 

 

設立年月日 2014/12 Established 2014/12 

事業内容 合金粉末製造 Business Alloy powder manufacturing 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社真真壁壁技技研研  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏｶｶﾍﾍﾞ゙ｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝ  

  

MMAAKKAABBEE  RR&&DD  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 仙台市宮城野区苦竹３－１－２５ Address1 3-1-25, Nigatake, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

電話  022-235-1614 TEL 

FAX 

 

 

022-235-1614 

FAX 022-284-8297 FAX 

 

022-284-8297 

E-mail t.ishikawa@makabe-g.co.jp E-mail t.ishikawa@makabe-g.co.jp 

WEB http://www.makabe-g.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

真壁昌宏 

ﾏｶﾍﾞﾏｻﾋﾛ 

Company 

Representative 

Masahiro Makabe 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1952/9/8 Established 1952/9/8 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 24 Employees 24 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 鉄鋼・金属製造業 Subcatergory Manufacture of steel and metals 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

アモルファス作製装置・製造業 Amorphous fabrication equipment and manufacturing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 原料別製品、一般機械 Goods Raw materials and products, general machinery 

相手国 
  

中国、オーストラリア、サウジアラビア Countries China, Australia, Saudi Arabia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 高周波誘導加熱装置 Goods High-frequency induction heating devices 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・瀋陽 Countries  

現地会社名 合弁会社FINETEC Name 
 

 

設立年月日 2014/12 Established 2014/12 

事業内容 合金粉末製造 Business Alloy powder manufacturing 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ママキキシシママフファァーームム株株式式会会社社  
ﾏﾏｷｷｼｼﾏﾏﾌﾌｧｧｰーﾑﾑｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMaakkiisshhiimmaa  FFaarrmm    

所在地 981-0212宮城県宮城郡松島町磯崎字東原22 Address1 22, Aza Higashihara, Isozaki, Matsushima-machi, Miyagi-

gun, Miyagi, 981-0212 

電話  022-762-8117 TEL 

FAX 

 

 

022-762-8117 

FAX 022-762-8119 FAX 

 

022-762-8119 

E-mail takahashims@okaya.co.jp E-mail takahashims@okaya.co.jp 

WEB https://makishimafarm.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

内海 孝則 

ｳﾁﾐﾀｶﾉﾘ 

Company 

Representative 

Takanori Uchimi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2014/9/17 Established 2014/9/17 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 23 Employees 23 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

海外GAP、産業財産権、商標権 Certifications/

Patents 

Overseas GAP, industrial property rights, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

トマトの生産と販売 Production and sale of tomatoes 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 トマト Goods Tomatoes 

相手国 
  

香港、タイ Countries Hong Kong, Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社松松倉倉  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾂﾂｸｸﾗﾗ  

  

MMaattssuukkuurraa    

所在地 989-6172宮城県大崎市古川前田町4-6 Address1 4-6, Furukawamaeda-cho, Osaki-shi, Miyagi, 989-6172 

電話  0229-22-0259 TEL 

FAX 

 

 

0229-22-0259 

FAX 0229-22-1340 FAX 

 

0229-22-1340 

E-mail matsukura@papagonomi.com E-mail matsukura@papagonomi.com 

WEB www.papagonomi.com WEB  

代表者 

（カナ） 

松倉 善昭 

ﾏﾂｸﾗﾖｼｱｷ 

Company 

Representative 

Yoshiaki Matsukura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1966/4/20 Established 1966/4/20 

資本金 1200万 Capital Fund 12 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権、意匠権、その他（PCQI） Certifications/

Patents 

Trademarks, design rights, other (PCQI) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米菓、豆菓子 Rice crackers, bean cakes 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 パパ好み、ずんだ煎餅、仙台みそせんむすび丸、
仙台みそピー、女子ごのみ、食べる黒豆 

Goods Papa Konomi, Zunda Senbei, Sendai Miso-Sen 
musubimaru, Sendai Miso Peas, Joshi Konomi, Black 
soybeans 

相手国 
  

ベトナム、米国 Countries Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.165 

株株式式会会社社松松倉倉  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾂﾂｸｸﾗﾗ  

  

MMaattssuukkuurraa    

所在地 989-6172宮城県大崎市古川前田町4-6 Address1 4-6, Furukawamaeda-cho, Osaki-shi, Miyagi, 989-6172 

電話  0229-22-0259 TEL 

FAX 

 

 

0229-22-0259 

FAX 0229-22-1340 FAX 

 

0229-22-1340 

E-mail matsukura@papagonomi.com E-mail matsukura@papagonomi.com 

WEB www.papagonomi.com WEB  

代表者 

（カナ） 

松倉 善昭 

ﾏﾂｸﾗﾖｼｱｷ 

Company 

Representative 

Yoshiaki Matsukura 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1966/4/20 Established 1966/4/20 

資本金 1200万 Capital Fund 12 million 

従業員 6 Employees 6 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業、小売業 Subcatergory Manufacture, wholesale, and retail of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

商標権、意匠権、その他（PCQI） Certifications/

Patents 

Trademarks, design rights, other (PCQI) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

米菓、豆菓子 Rice crackers, bean cakes 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 パパ好み、ずんだ煎餅、仙台みそせんむすび丸、
仙台みそピー、女子ごのみ、食べる黒豆 

Goods Papa Konomi, Zunda Senbei, Sendai Miso-Sen 
musubimaru, Sendai Miso Peas, Joshi Konomi, Black 
soybeans 

相手国 
  

ベトナム、米国 Countries Vietnam, US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.166 

株株式式会会社社馬馬渕渕工工業業所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾌﾌﾞ゙ﾁﾁｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｼｼｮｮ  

  

MMaabbuucchhii  EEnnggiinneeeerriinngg..,,CCoo..LLttdd    

所在地 982-0003宮城県仙台市太白区郡山4-10-2 Address1 4-10-2, Koriyama, Taihaku-ku, Sendai-shi, Miyagi, 982-

0003 

電話  022-247-0181 TEL 

FAX 

 

 

022-247-0181 

FAX 022-249-7253 FAX 

 

022-249-7253 

E-mail t-ono@mabuchi-engineering.com E-mail t-ono@mabuchi-engineering.com 

WEB http://mabuchi-engineering.com/ WEB http://mabuchi-engineering.com/ 

代表者 

（カナ） 

小野寿光 

ｵﾉﾄｼﾐﾂ 

Company 

Representative 

Toshimitsu Ono 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1905/5/19 Established 1905/5/19 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 22 Employees 22 

業種 大分類 その他（建設業） Industry 

Catergory 

Other (construction) 

業種 小分類  Subcatergory  

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

マブチ・ハイブリッドポール 
リチウムイオン電池「エネサス2」 

Mabuchi-Hybrid Pole, LithiumionBattery-ENSUS2 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 発電機モジュール、蓄電池モジュール Goods Generator modules, storage battery modules 

相手国 
 

韓国 Countries South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 韓国・安養 Countries South Korea/Anyang 

現地会社名 マブチエンジニアリング・コリア Name 
 

Mabuchi Engineering Korea Co.,Ltd. 

設立年月日 2015年6月24日 Established 2015/6/24 

事業内容 研究所 Business Research institute 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

We will create a "heat, water and air", is a company that aims to 
sustainable society 

We will create a "heat, water and air", is a company that aims to 
sustainable society 

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 179 - 

No.167 

株株式式会会社社ママルルイイチチ高高橋橋商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾙﾙｲｲﾁﾁﾀﾀｶｶﾊﾊｼｼｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

  

所在地 986-0132宮城県石巻市小船越字二子南下１３１

－１ 

Address1 131-1, Aza Futagominamishimo, Kofunakoshi, Ishinomaki-

shi, Miyagi, 986-0132 

電話  0225-25-6781 TEL 

FAX 

 

 

0225-25-6781 

FAX 0225-25-6770 FAX 

 

0225-25-6770 

E-mail maruichi@f2.dion.ne.jp E-mail maruichi@f2.dion.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 一郎 

ﾀｶﾊｼｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Ichiro Takahashi 

役職 代表取締役 Position  

設立 1972/4/1 Established 1972/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

たらこ、辛子明太子 Pollock roe, spicy pollock roe 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 たらこ、辛子明太子 Goods Pollock roe, spicy pollock roe 

相手国 
  

台湾、その他 Countries Taiwan, Others 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ママルルイイチチ高高橋橋商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾙﾙｲｲﾁﾁﾀﾀｶｶﾊﾊｼｼｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

  

所在地 986-0132宮城県石巻市小船越字二子南下１３１

－１ 

Address1 131-1, Aza Futagominamishimo, Kofunakoshi, Ishinomaki-

shi, Miyagi, 986-0132 

電話  0225-25-6781 TEL 

FAX 

 

 

0225-25-6781 

FAX 0225-25-6770 FAX 

 

0225-25-6770 

E-mail maruichi@f2.dion.ne.jp E-mail maruichi@f2.dion.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 一郎 

ﾀｶﾊｼｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Ichiro Takahashi 

役職 代表取締役 Position  

設立 1972/4/1 Established 1972/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 35 Employees 35 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

たらこ、辛子明太子 Pollock roe, spicy pollock roe 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 たらこ、辛子明太子 Goods Pollock roe, spicy pollock roe 

相手国 
  

台湾、その他 Countries Taiwan, Others 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ママルルヤヤ水水産産株株式式会会社社  
ﾏﾏﾙﾙﾔﾔｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMaarruuyyaa  SSeeaaffooooddss  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 989-2301宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉字一里

原141-1 

Address1 141-1, Aza Ichirihara, Nakaizumi, Okuma, Watari-cho, 

Watari-gun, Miyagi, 989-2301 

電話  0223-34-8358 TEL 

FAX 

 

 

0223-34-8358 

FAX 0223-34-8359 FAX 

 

0223-34-8359 

E-mail sales@maruyasuisan.com E-mail sales@maruyasuisan.com 

WEB https://www.maruyasuisan.com WEB https://www.maruyasuisan.com/resp/05.html 

代表者 

（カナ） 

千葉卓也 

ﾁﾊﾞﾀｸﾔ 

Company 

Representative 

Takuya Chiba 

役職 代表取締役社長 Position その他 

設立 1967/6/8 Established 1967/6/8 

資本金 1600万 Capital Fund 16 million 

従業員 38 Employees 38 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

カニ・銀鮭・牡蠣・帆立等の缶詰。 
冷凍タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ。 
冷凍惣菜製品。 

Canned Seafood (Crab, Silver Salmon, Oyster, Scallop), Frozen Crabs (King 
Crab, Snow Crab, Red Snow Crab) 
Frozen ready-to-eat dishes. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 カニ、銀鮭、牡蠣の缶詰 Goods Canned crab, coho salmon, and oysters. 

相手国 
  

香港、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム、オース
トラリア 

Countries Hong Kong, Taiwan, Thailand, Singapore, Vietnam, 
Australia 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 タラバガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ。 Goods Red king crab, snow crab, and red snow crab. 

相手国 
 

韓国、米国、カナダ、ロシア Countries South Korea, US, Canada, Russia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

日本で数社しかないカニ缶詰製造工場。高級中華料理店や有名
百貨店向けに長年供給しており品質で評価されています。缶詰
技術と懐石料理人の知見を生かした牡蠣・銀鮭缶は常温長期保
管できる本格派の日本酒のお供。 

One of only a few crab canning factories in Japan. We have been supplying 
our products to high-class Chinese restaurants and famous department 
stores for many years, and they are highly regarded for their quality. 
Canned oysters and coho salmon, produced using canning technology and 
the expertise of kaiseki chefs, can be stored at room temperature for a 
long time and provide an authentic accompaniment to Japanese sake. 
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株株式式会会社社丸丸山山運運送送  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾙﾙﾔﾔﾏﾏｳｳﾝﾝｿｿｳｳ  

  

MMAARRUUYYAAMMAA  TTRRAANNSSPPOORRTT  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0001宮城県仙台市宮城野区港４－１－２ Address1 4-1-2, Minato, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-0001 

電話  022-258-0665 TEL 

FAX 

 

 

022-258-0665 

FAX 022-258-0889 FAX 

 

022-258-0889 

E-mail cs3@the080.co.jp E-mail cs3@the080.co.jp 

WEB http://www.the080.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

三浦 一夫 

ﾐｳﾗｶｽﾞｵ 

Company 

Representative 

Kazuo Miura 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1964/3/1 Established 1964/3/1 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 300 Employees 300 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

一般貨物自動車運送事業 第一種貨物利用運送事業     第
二種貨物利用運送事業(外航) 非船舶運航業者(NVOCC)  通
関業 自動車整備事業 倉庫業 梱包業 

General motor freight forwarding, Class I freight forwarding, Class II freight 
forwarding (ocean-going), Non-Vessel Operating Common Carrier 
(NVOCC), customs brokerage, automobile maintenance, warehousing, 
packing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 株式会社丸山運送 上海出張処 Name 
 

株式会社丸山運送 上海出張処 

設立年月日 2019/9/20 Established 2019/9/20 

事業内容  Business  

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社丸丸山山運運送送  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾏﾏﾙﾙﾔﾔﾏﾏｳｳﾝﾝｿｿｳｳ  

  

MMAARRUUYYAAMMAA  TTRRAANNSSPPOORRTT  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0001宮城県仙台市宮城野区港４－１－２ Address1 4-1-2, Minato, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 983-0001 

電話  022-258-0665 TEL 

FAX 

 

 

022-258-0665 

FAX 022-258-0889 FAX 

 

022-258-0889 

E-mail cs3@the080.co.jp E-mail cs3@the080.co.jp 

WEB http://www.the080.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

三浦 一夫 

ﾐｳﾗｶｽﾞｵ 

Company 

Representative 

Kazuo Miura 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1964/3/1 Established 1964/3/1 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 300 Employees 300 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 運送・通関・倉庫業 Subcatergory Shipping, customs clearance, warehousing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

一般貨物自動車運送事業 第一種貨物利用運送事業     第
二種貨物利用運送事業(外航) 非船舶運航業者(NVOCC)  通
関業 自動車整備事業 倉庫業 梱包業 

General motor freight forwarding, Class I freight forwarding, Class II freight 
forwarding (ocean-going), Non-Vessel Operating Common Carrier 
(NVOCC), customs brokerage, automobile maintenance, warehousing, 
packing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 株式会社丸山運送 上海出張処 Name 
 

株式会社丸山運送 上海出張処 

設立年月日 2019/9/20 Established 2019/9/20 

事業内容  Business  

進出形態 駐在員事務所 Form Representative office 

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ミミウウララセセンンササーー研研究究所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾐﾐｳｳﾗﾗｾｾﾝﾝｻｻｰーｹｹﾝﾝｷｷｭｭｳｳｼｼﾞ゙ｮｮ  

MMiiuurraa  SSeennssoorr  LLaabboorraattoorryy  IInncc..  

所在地 985-0874宮城県多賀城市八幡字一本柳3-12 Address1 3-12, Aza Ipponyanagi, Yawata, Tagajo-shi, Miyagi, 985-

0874 

電話  022-385-5109 TEL 022-385-5109 

FAX 022-385-5209 FAX 022-385-5209 

E-mail office@miura-sensor.jp E-mail office@miura-sensor.jp 

WEB http://www.miura-sensor.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

三浦 賀一 

ﾐｳﾗｶｲﾁ 

Company 

Representative 

Kaichi Miura 

役職 代表取締役 Position Representative Director 

設立 1999/2/26 Established 1999/2/26 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 8 Employees 8 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 化学・バイオ・医療品製造業、電気・機械・機器・機

械部品製造業 

Subcatergory Manufacture of chemical, biotech, and medical products; 

manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

５感センサー、レーザー加工機 Denbee 5-sense sensors, Denbee laser processing machines 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 センサー、計測器 Goods Sensors, measuring instruments 

相手国 中国、韓国 Countries China, South Korea 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  IImmppoorrttss  

品目 レーザー機器 Goods Laser devices 

相手国 中国、米国 Countries China, US 

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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みみちちののくく工工芸芸  
ﾐﾐﾁﾁﾉﾉｸｸｺｺｳｳｹｹﾞ゙ｲｲ  

  

MMIICCHHIINNOOKKUU  KKOOUUGGEEII    

所在地 989-1742宮城県柴田郡柴田町上川名字舘山67-

1 

Address1 67-1, Aza Tateyama, Kamikawana, Shibata-machi, 

Shibata-gun, Miyagi, 989-1742 

電話  0224-56-6677 TEL 0224-56-6677 

FAX 0224-56-6678 FAX 0224-56-6678 

E-mail michinokukougei@globe.ocn.ne.jp E-mail michinokukougei@globe.ocn.ne.jp 

WEB http://www.michinokukougei.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 茂治 

ﾀｶﾊｼｼｹﾞｼﾞ 

Company 

Representative 

Shigeji Takahashi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1988/3/1 Established 1988/3/1 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

仙台箪笥、家具、家具製造、修理 Sendai Tansu, furniture, furniture manufacturing and repair 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 仙台箪笥、小物家具 Goods Sendai Tansu, small furniture 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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みみちちののくく工工芸芸  
ﾐﾐﾁﾁﾉﾉｸｸｺｺｳｳｹｹﾞ゙ｲｲ  

  

MMIICCHHIINNOOKKUU  KKOOUUGGEEII    

所在地 989-1742宮城県柴田郡柴田町上川名字舘山67-

1 

Address1 67-1, Aza Tateyama, Kamikawana, Shibata-machi, 

Shibata-gun, Miyagi, 989-1742 

電話  0224-56-6677 TEL 0224-56-6677 

FAX 0224-56-6678 FAX 0224-56-6678 

E-mail michinokukougei@globe.ocn.ne.jp E-mail michinokukougei@globe.ocn.ne.jp 

WEB http://www.michinokukougei.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

髙橋 茂治 

ﾀｶﾊｼｼｹﾞｼﾞ 

Company 

Representative 

Shigeji Takahashi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1988/3/1 Established 1988/3/1 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

仙台箪笥、家具、家具製造、修理 Sendai Tansu, furniture, furniture manufacturing and repair 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 仙台箪笥、小物家具 Goods Sendai Tansu, small furniture 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



－ 184 －

ま 

行

宮城県貿易関係企業名簿2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

- 184 - 

No.172 

三三ツツ引引興興業業株株式式会会社社  
ﾐﾐﾂﾂﾋﾋｷｷｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMIITTSSUUHHIIKKII  KKOOGGYYOO    

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町3-4-8 Address1 3-4-8, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-284-6191 TEL 

FAX 

 

 

022-284-6191 

FAX 022-284-2026 FAX 

 

022-284-2026 

E-mail mitsuhiki@jasmine.ocn.ne.jp E-mail mitsuhiki@jasmine.ocn.ne.jp 

WEB https://www.ipros.jp/company/detail/2050315/ WEB  

代表者 

（カナ） 

三河 謙 

ﾐｶﾜｹﾝ 

Company 

Representative 

Ken Mikawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1945/4/1 Established 1945/4/1 

資本金 9000万 Capital Fund 90 million 

従業員 15 Employees 15 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

金属加工、材料卸売、測定・分析サービス Metal machining, wholesale of materials, measurement and analysis 
services 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 機械工具、試験治具 Goods Machine tools, test jigs 

相手国 
  

中国、韓国、タイ、スイス Countries China, South Korea, Thailand, Switzerland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

E=（0.4＋L/700）μmの超高精度を保証する門型三次元測定機
LeitzPMM-Cによる測定受託を行っております。大型部品や高精
度治具の測定・校正対応します。測定結果だけではなく、測定値
から読み取れる考察も含めた高品質な測定を提供致します。 

We offer contract measurement services using LeitzPMM-C, a bridge CMM 
that guarantees ultra-high accuracy of E=(0.4+L/700)μm. We also provide 
measurement and calibration of large parts and high-precision jigs. We 
provide high-quality measurements that include not only the measurement 
results but also the insights that can be derived from them. 
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株株式式会会社社ミミナナトト精精工工  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾐﾐﾅﾅﾄﾄｾｾｲｲｺｺｳｳ  

  

MMIINNAATTOO  SSEEIIKKOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0601宮城県登米市中田町石森字加賀野3-

3-13 

Address1 3-3-13, Aza Kagano, Ishinomori, Nakada-cho, Tome-shi, 

Miyagi, 987-0601 

電話  0220-34-7575 TEL 

FAX 

 

 

0220-34-7575 

FAX 0220-34-7577 FAX 

 

0220-34-7577 

E-mail kiyotaka.sato@minatoseiko.co.jp E-mail kiyotaka.sato@minatoseiko.co.jp 

WEB http://www.minatoseiko.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

浜崎 健太 

ﾊﾏｻﾞｷｹﾝﾀ 

Company 

Representative 

Kenta Hamazaki 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1971/4/19 Established 1971/4/19 

資本金 4500万 Capital Fund 45 million 

従業員 45 Employees 45 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

精密金属切削加工 Precision metal cutting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 加工設備（刃物関係） Goods Machining equipment (blade-related) 

相手国 
  

中国、マレーシア Countries China, Malaysia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 切削加工品 Goods Machined products 

相手国 
 

中国、マレーシア Countries China, Malaysia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 マレーシア Countries Malaysia 

現地会社名 YMP(MALAYSIA）SDN.BHD Name 
 

YMP (MALAYSIA) SDN.BHD 

設立年月日 1966/3/1 Established 1966/3/1 

事業内容 精密金属切削 Business Precision metal cutting 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・広東省 Countries China/Guangdong Province 

現地会社名 美南登精密（深セン）有限公司 Name 
 

Minato Precision (ShenZhen) Co., Ltd. 

設立年月日 2002/3/1 Established 2002/3/1 

事業内容 精密金属切削 Business Precision metal cutting 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.173 

株株式式会会社社ミミナナトト精精工工  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾐﾐﾅﾅﾄﾄｾｾｲｲｺｺｳｳ  

  

MMIINNAATTOO  SSEEIIKKOO  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 987-0601宮城県登米市中田町石森字加賀野3-

3-13 

Address1 3-3-13, Aza Kagano, Ishinomori, Nakada-cho, Tome-shi, 

Miyagi, 987-0601 

電話  0220-34-7575 TEL 

FAX 

 

 

0220-34-7575 

FAX 0220-34-7577 FAX 

 

0220-34-7577 

E-mail kiyotaka.sato@minatoseiko.co.jp E-mail kiyotaka.sato@minatoseiko.co.jp 

WEB http://www.minatoseiko.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

浜崎 健太 

ﾊﾏｻﾞｷｹﾝﾀ 

Company 

Representative 

Kenta Hamazaki 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1971/4/19 Established 1971/4/19 

資本金 4500万 Capital Fund 45 million 

従業員 45 Employees 45 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

精密金属切削加工 Precision metal cutting 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 加工設備（刃物関係） Goods Machining equipment (blade-related) 

相手国 
  

中国、マレーシア Countries China, Malaysia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 切削加工品 Goods Machined products 

相手国 
 

中国、マレーシア Countries China, Malaysia 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 マレーシア Countries Malaysia 

現地会社名 YMP(MALAYSIA）SDN.BHD Name 
 

YMP (MALAYSIA) SDN.BHD 

設立年月日 1966/3/1 Established 1966/3/1 

事業内容 精密金属切削 Business Precision metal cutting 

進出形態  Form  

資本形態  Type  
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 中国・広東省 Countries China/Guangdong Province 

現地会社名 美南登精密（深セン）有限公司 Name 
 

Minato Precision (ShenZhen) Co., Ltd. 

設立年月日 2002/3/1 Established 2002/3/1 

事業内容 精密金属切削 Business Precision metal cutting 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 ベトナム Countries Vietnam 

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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進出形態  Form  

資本形態 
 

 Type  
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No.174 

三三波波食食品品株株式式会会社社  
ﾐﾐﾅﾅﾐﾐｼｼｮｮｸｸﾋﾋﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMIINNAAMMII  FFOOOODD    

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町1-43-1 Address1 1-43-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-366-2151 TEL 

FAX 

 

 

022-366-2151 

FAX 022-366-2157 FAX 

 

022-366-2157 

E-mail minami-01@gol.com E-mail minami-01@gol.com 

WEB http://www.minami-foods.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

内海 勝男 

ｳﾂﾐｶﾂｵ 

Company 

Representative 

Katsuo Utsumi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1970/10/1 Established 1970/10/1 

資本金 4800万 Capital Fund 48 million 

従業員 77 Employees 77 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産 Marine produce 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 さば Goods Mackerel 

相手国 
  

タイ、その他 Countries Thailand, Others 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 エビフライ Goods Breaded shrimp 

相手国 
 

タイ Countries Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.174 

三三波波食食品品株株式式会会社社  
ﾐﾐﾅﾅﾐﾐｼｼｮｮｸｸﾋﾋﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMIINNAAMMII  FFOOOODD    

所在地 985-0001宮城県塩竈市新浜町1-43-1 Address1 1-43-1, Shinhama-cho, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0001 

電話  022-366-2151 TEL 

FAX 

 

 

022-366-2151 

FAX 022-366-2157 FAX 

 

022-366-2157 

E-mail minami-01@gol.com E-mail minami-01@gol.com 

WEB http://www.minami-foods.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

内海 勝男 

ｳﾂﾐｶﾂｵ 

Company 

Representative 

Katsuo Utsumi 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1970/10/1 Established 1970/10/1 

資本金 4800万 Capital Fund 48 million 

従業員 77 Employees 77 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産 Marine produce 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 さば Goods Mackerel 

相手国 
  

タイ、その他 Countries Thailand, Others 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 エビフライ Goods Breaded shrimp 

相手国 
 

タイ Countries Thailand 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.175 

宮宮川川ロローーララーー株株式式会会社社  
ﾐﾐﾔﾔｶｶﾞ゙ﾜﾜﾛﾛｰーﾗﾗｰーｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMIIYYAAKKAAWWAA  RROOLLLLEERR  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-0134宮城県宮城郡利府町しらかし台６－１１

－４ 

Address1 6-11-4, Shirakashidai, Rifu-cho, Miyagi-gun, Miyagi, 981-

0134 

電話  022-356-4456 TEL 

FAX 

 

 

022-356-4456 

FAX 022-356-4442 FAX 

 

022-356-4442 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.miyakawa-r.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

宮川 忠直 

ﾐﾔｶﾜﾀﾀﾞﾅｵ 

Company 

Representative 

Tadanao Miyakawa 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1956/8/1 Established 1956/8/1 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 150 Employees 150 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ゴム・樹脂ロールと関連品 Rolled rubber and resin sheets and related products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ゴムロール Goods Rolled rubber sheets 

相手国 
  

中国、台湾、韓国 Countries China, Taiwan, South Korea 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先  Countries  

現地会社名  Name 
 

 

設立年月日  Established  

事業内容  Business  

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合弁 Type Equity joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.176 

宮宮城城県県こころろ柿柿出出荷荷協協同同組組合合  
ﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝｺｺﾛﾛｶｶﾞ゙ｷｷｼｼｭｭｯｯｶｶｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

MMIIYYAAGGII  KKOORROOGGAAKKII  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE    

所在地 989-0216宮城県白石市大平中目字日影37 Address1 37 Aza Hikage, Odairanakanome, Shiroishi-shi, Miyagi, 

989-0216 

電話  0224-25-3013 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-3013 

FAX 0224-25-9500 FAX 

 

0224-25-9500 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.korogaki.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

保科 惣一郎 

ﾎｼﾅｿｳｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Soichiro Hoshina 

役職 代表理事 Position  

設立 1953/4/1 Established 1953/4/1 

資本金 265万5500円 Capital Fund 2.6555 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

成果物出荷 Shipment of deliverables 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 干柿 Goods Dried persimmons 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.176 

宮宮城城県県こころろ柿柿出出荷荷協協同同組組合合  
ﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝｺｺﾛﾛｶｶﾞ゙ｷｷｼｼｭｭｯｯｶｶｷｷｮｮｳｳﾄﾄﾞ゙ｳｳｸｸﾐﾐｱｱｲｲ  

  

MMIIYYAAGGII  KKOORROOGGAAKKII  CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE    

所在地 989-0216宮城県白石市大平中目字日影37 Address1 37 Aza Hikage, Odairanakanome, Shiroishi-shi, Miyagi, 

989-0216 

電話  0224-25-3013 TEL 

FAX 

 

 

0224-25-3013 

FAX 0224-25-9500 FAX 

 

0224-25-9500 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.korogaki.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

保科 惣一郎 

ﾎｼﾅｿｳｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Soichiro Hoshina 

役職 代表理事 Position  

設立 1953/4/1 Established 1953/4/1 

資本金 265万5500円 Capital Fund 2.6555 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

成果物出荷 Shipment of deliverables 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 干柿 Goods Dried persimmons 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.177 

株株式式会会社社宮宮城城県県食食肉肉流流通通公公社社  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｹｹﾝﾝｼｼｮｮｸｸﾆﾆｸｸﾘﾘｭｭｳｳﾂﾂｳｳｺｺｳｳｼｼｬｬ  

  

MMiiyyaaggii  PPrreeffeeccttuurree  MMeeaatt  MMaarrkkeettiinngg  PPuubblliicc    

所在地 987-0311宮城県登米市米山町桜岡今泉314 Address1 314, Sakuraoka Imaizumi, Yoneyama-cho, Tome-shi, 

Miyagi, 987-0311 

電話  0220-55-1111 TEL 

FAX 

 

 

0220-55-1111 

FAX 0220-55-4129 FAX 

 

0220-55-4129 

E-mail miyasyokukou@m-mcc.cp.jp E-mail miyasyokukou@m-mcc.cp.jp 

WEB http://www.m-mcc.cp.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

横山 亮一 

ﾖｺﾔﾏﾘｮｳｲﾁ 

Company 

Representative 

Ryoichi Yokoyama 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1980/5/31 Established 1980/5/31 

資本金 11億1486万 Capital Fund 1.11486 billion 

従業員 93 Employees 93 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP、その他（SQF・SGS） Certifications/

Patents 

HACCP, other (SQF/SGS) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

精肉外 食料品製造業 Manufacture of meat and food products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 豚 副生物 Goods Pig byproducts 

相手国 
  

香港 Countries Hong Kong 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.178 

宮宮城城製製粉粉株株式式会会社社  
ﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｾｾｲｲﾌﾌﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

  

所在地 981-1503宮城県角田市島田字三島70 Address1 70, Aza Mishima, Shimada, Kakuda-shi, Miyagi, 981-1503 

電話  0224-61-2525 TEL 

FAX 

 

 

0224-61-2525 

FAX 0224-61-2530 FAX 

 

0224-61-2530 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.miyagiseifun.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

後藤 浩一 

ｺﾞﾄｳﾋﾛｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Hirokazu Goto 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 2010/5/14 Established 2010/5/14 

資本金 900万 Capital Fund 9 million 

従業員 180 Employees 180 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

レトルト食品、冷凍菓子 Retort pouch food, frozen confectionery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 レトルト食品 Goods Retort pouch food 

相手国 
  

シンガポール Countries Singapore 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 豚肉 Goods Pork 

相手国 
 

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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宮宮城城製製粉粉株株式式会会社社  
ﾐﾐﾔﾔｷｷﾞ゙ｾｾｲｲﾌﾌﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

  

所在地 981-1503宮城県角田市島田字三島70 Address1 70, Aza Mishima, Shimada, Kakuda-shi, Miyagi, 981-1503 

電話  0224-61-2525 TEL 

FAX 

 

 

0224-61-2525 

FAX 0224-61-2530 FAX 

 

0224-61-2530 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.miyagiseifun.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

後藤 浩一 

ｺﾞﾄｳﾋﾛｶｽﾞ 

Company 

Representative 

Hirokazu Goto 

役職 代表取締役社長 Position  

設立 2010/5/14 Established 2010/5/14 

資本金 900万 Capital Fund 9 million 

従業員 180 Employees 180 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

レトルト食品、冷凍菓子 Retort pouch food, frozen confectionery 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 レトルト食品 Goods Retort pouch food 

相手国 
  

シンガポール Countries Singapore 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 豚肉 Goods Pork 

相手国 
 

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ムムトトーー精精密密  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾑﾑﾄﾄｰーｾｾｲｲﾐﾐﾂﾂ  

  

MMUUTTOO  SSEEIIMMIITTUU    

所在地 981-3501宮城県黒川郡大郷町大松沢字新五仏

堤入17-1 

Address1 17-1, Aza Shingobutsutsutsumiiri, Omatsuzawa, Osato-

cho, Kurokawa-gun, Miyagi, 981-3501 

電話  022-359-3117 TEL 

FAX 

 

 

022-359-3117 

FAX 022-359-5606 FAX 

 

022-359-5606 

E-mail mutoh@h9.dion.ne.jp E-mail mutoh@h9.dion.ne.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

武藤 浩之 

ﾑﾄｳﾋﾛﾕｷ 

Company 

Representative 

Hiroyuki Muto 

役職 代表取締役 Position  

設立 1994/5/31 Established 1994/5/31 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 13 Employees 13 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

精密金型 Precision molds 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 金型の部品 Goods Mold components 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社メメムムスス・・ココアア  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾒﾒﾑﾑｽｽｺｺｱｱ  

  

MMEEMMSS  CCOORREE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3206宮城県仙台市泉区明通3-11-1 Address1 3-11-1, Akedori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-3206 

電話  022-777-8717 TEL 

FAX 

 

 

022-777-8717 

FAX 022-777-8718 FAX 

 

022-777-8718 

E-mail keikoin@mems-core.com E-mail keikoin@mems-core.com 

WEB http://www.mems-core.com/ WEB http://www.mems-core.com/en/index.html 

代表者 

（カナ） 

本間 孝治 

ﾎﾝﾏｺｳｼﾞ 

Company 

Representative 

Koji Homma 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2001/12/1 Established 2001/12/1 

資本金 6000万 Capital Fund 60 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

MEMSデバイス MEMS devices 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社メメムムスス・・ココアア  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾒﾒﾑﾑｽｽｺｺｱｱ  

  

MMEEMMSS  CCOORREE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3206宮城県仙台市泉区明通3-11-1 Address1 3-11-1, Akedori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 981-3206 

電話  022-777-8717 TEL 

FAX 

 

 

022-777-8717 

FAX 022-777-8718 FAX 

 

022-777-8718 

E-mail keikoin@mems-core.com E-mail keikoin@mems-core.com 

WEB http://www.mems-core.com/ WEB http://www.mems-core.com/en/index.html 

代表者 

（カナ） 

本間 孝治 

ﾎﾝﾏｺｳｼﾞ 

Company 

Representative 

Koji Homma 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2001/12/1 Established 2001/12/1 

資本金 6000万 Capital Fund 60 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

MEMSデバイス MEMS devices 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社モモビビーーデディィッックク  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾓﾓﾋﾋﾞ゙ｰーﾃﾃﾞ゙ｨｨｯｯｸｸ  

  

MMoobbbbyy  DDiicckk  IInncc..  

所在地 986-1111宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門345 Address1 345, Aza Kaemon, Kanomata, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-

1111 

電話  0225-75-2880 TEL 

FAX 

 

 

0225-75-2880 

FAX 0225-75-2888 FAX 

 

0225-75-2888 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.mobby.co.jp WEB http://www.mobbys-usa.com 

代表者 

（カナ） 

保田 守 

ﾔｽﾀﾞﾏﾓﾙ 

Company 

Representative 

Mamoru Yasuda 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 1963/4/1 Established 1963/4/1 

資本金 8300万 Capital Fund 83 million 

従業員 80 Employees 80 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 衣服・繊維・皮革製造業 Subcatergory Manufacture of garments, textiles, and leather 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ウエットスーツ、マリンスポーツ用品 Wetsuits, watersports equipment 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ウエットスーツ、ドライスーツ、マリンスポーツ用ア
クセサリー 

Goods Wetsuits, dry suits, watersports accessories 

相手国 
  

香港、台湾、韓国、タイ、米国、ドイツ、イタリア Countries Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, US, Germany, 
Italy 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ウエットスーツ、ウエットスーツ材料 Goods Wetsuits, wetsuit materials 

相手国 
 

中国、タイ Countries China, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 米国 Countries US 

現地会社名 MOBBY'S LLC Name 
 

MOBBY’S LLC 

設立年月日 2014/8/1 Established 2014/8/1 

事業内容  Business  

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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守守屋屋木木材材株株式式会会社社  
ﾓﾓﾘﾘﾔﾔﾓﾓｸｸｻｻﾞ゙ｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMOORRIIYYAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0841宮城県仙台市宮城野区原町６－１－１

６ 

Address1 6-1-16, Haranomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0841 

電話  022-257-3101 TEL 

FAX 

 

 

022-257-3101 

FAX 022-295-0221 FAX 

 

022-295-0221 

E-mail haga@ohu.jp E-mail haga@ohu.jp 

WEB http://www.morimoku.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

守屋 長光 

ﾓﾘﾔﾅｶﾞﾐﾂ 

Company 

Representative 

Nagamitsu Moriya 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1950/5/25 Established 1950/5/25 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 79 Employees 79 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

大工・内装工事・家具・建具施工・製紙用チップ製造・バーク堆肥
製造 

Carpentry, interior construction, furniture and fittings installation, paper 
chip production, bark compost production 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 木材丸太 Goods Timber logs 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 建築用木材・木工機械 Goods Wood and woodworking machinery for construction 

相手国 
 

中国、台湾、カナダ Countries China, Taiwan, Canada 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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守守屋屋木木材材株株式式会会社社  
ﾓﾓﾘﾘﾔﾔﾓﾓｸｸｻｻﾞ゙ｲｲｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

MMOORRIIYYAA  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0841宮城県仙台市宮城野区原町６－１－１

６ 

Address1 6-1-16, Haranomachi, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0841 

電話  022-257-3101 TEL 

FAX 

 

 

022-257-3101 

FAX 022-295-0221 FAX 

 

022-295-0221 

E-mail haga@ohu.jp E-mail haga@ohu.jp 

WEB http://www.morimoku.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

守屋 長光 

ﾓﾘﾔﾅｶﾞﾐﾂ 

Company 

Representative 

Nagamitsu Moriya 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1950/5/25 Established 1950/5/25 

資本金 1億 Capital Fund 100 million 

従業員 79 Employees 79 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業 Subcatergory Wholesaling 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

大工・内装工事・家具・建具施工・製紙用チップ製造・バーク堆肥
製造 

Carpentry, interior construction, furniture and fittings installation, paper 
chip production, bark compost production 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 木材丸太 Goods Timber logs 

相手国 
  

台湾 Countries Taiwan 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 建築用木材・木工機械 Goods Wood and woodworking machinery for construction 

相手国 
 

中国、台湾、カナダ Countries China, Taiwan, Canada 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社門門間間箪箪笥笥店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾓﾓﾝﾝﾏﾏﾀﾀﾝﾝｽｽﾃﾃﾝﾝ  

  

MMoonnmmaattaannssuutteenn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0061宮城県仙台市若林区南鍛冶町143 Address1 143, Minamikajimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0061 

電話  022-222-7083 TEL 

FAX 

 

 

022-222-7083 

FAX 022-222-1023 FAX 

 

022-222-1023 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

門間 一泰 

ﾓﾝﾏｶｽﾞﾋﾛ 

Company 

Representative 

Kazuhiro Momma 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1952/4/1 Established 1952/4/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 11 Employees 11 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他製造業、小売業 Subcatergory Other manufacturing, retail 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

仙台箪笥及び無垢材のオーダー家具 Sendai Tansu chests and custom-made solid wood furniture 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 仙台箪笥及び無垢材のオーダー家具 Goods Sendai Tansu chests and custom-made solid wood 
furniture 

相手国 
  

中国、香港、台湾、シンガポール、米国 Countries China, Hong Kong, Taiwan, Singapore, US 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 香港 Countries Hong Kong 

現地会社名 門間屋香港有限公司 Name 
 

Monmaya Hong Kong Ltd. 

設立年月日 2018/2 Established 2018/2 

事業内容 家具の輸入販売 Business Import and sale of furniture 

進出形態  Form  

資本形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ヤヤググチチ電電子子工工業業株株式式会会社社  
ﾔﾔｸｸﾞ゙ﾁﾁﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｼｼｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

YYAAGGUUCCHHII  EElleeccttrriicc  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-1111宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門301 Address1 301, Aza Kaemon, Kanomata, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-

1111 

電話  0225-75-2106 TEL 

FAX 

 

 

0225-75-2106 

FAX 0225-75-2071 FAX 

 

0225-75-2071 

E-mail info@yaguchidenshi.jp E-mail info@yaguchidenshi.jp 

WEB http://www.yaguchidenshi.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡辺 俊一 

ﾜﾀﾅﾍﾞｼｭﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Shunichi Watanabe 

役職 代表取締役会長 Position President 

設立 1974/4/19 Established 1974/4/19 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 25 Employees 25 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子機器・医療機器 Electronic devices, medical devices 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 医療機器 Goods Medical devices 

相手国 
  

インド Countries India 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 非公開 Goods Undisclosed 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ヤヤググチチ電電子子工工業業株株式式会会社社  
ﾔﾔｸｸﾞ゙ﾁﾁﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｼｼｺｺｳｳｷｷﾞ゙ｮｮｳｳｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

YYAAGGUUCCHHII  EElleeccttrriicc  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-1111宮城県石巻市鹿又字嘉右衛門301 Address1 301, Aza Kaemon, Kanomata, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-

1111 

電話  0225-75-2106 TEL 

FAX 

 

 

0225-75-2106 

FAX 0225-75-2071 FAX 

 

0225-75-2071 

E-mail info@yaguchidenshi.jp E-mail info@yaguchidenshi.jp 

WEB http://www.yaguchidenshi.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡辺 俊一 

ﾜﾀﾅﾍﾞｼｭﾝｲﾁ 

Company 

Representative 

Shunichi Watanabe 

役職 代表取締役会長 Position President 

設立 1974/4/19 Established 1974/4/19 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 25 Employees 25 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権、実用新案権 Certifications/

Patents 

Patents, utility models 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子機器・医療機器 Electronic devices, medical devices 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 医療機器 Goods Medical devices 

相手国 
  

インド Countries India 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 非公開 Goods Undisclosed 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社矢矢部部園園茶茶舗舗  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾔﾔﾍﾍﾞ゙ｴｴﾝﾝﾁﾁｬｬﾎﾎ  

  

CChhaasshhoo  YYaabbee--eenn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 985-0002宮城県塩竈市海岸通2-3 Address1 2-3, Kaigandori, Shiogama-shi, Miyagi, 985-0002 

電話  022-364-1515 TEL 

FAX 

 

 

022-364-1515 

FAX 022-365-0636 FAX 

 

022-365-0636 

E-mail info-yabe-en@yabe-en.com E-mail info-yabe-en@yabe-en.com 

WEB http://www.yabe-en.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

矢部 亨 

ﾔﾍﾞﾄｵﾙ 

Company 

Representative 

Toru Yabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1934/11/1 Established 1934/11/1 

資本金 2300万 Capital Fund 23 million 

従業員 16 Employees 16 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

日本茶、茶器、和スイーツ等 Japanese tea, tea utensils, Japanese sweets, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 日本茶、茶器 Goods Japanese tea, tea utensils 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ヤヤママウウチチ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾔﾔﾏﾏｳｳﾁﾁ  

  

YYaammaauucchhii  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0768宮城県本吉郡南三陸町志津川御前下 Address1 Shizugawagozenshita, Minamisanriku-cho, Motoyoshi-gun, 

Miyagi, 986-0768 

電話  0226-46-5338 TEL 

FAX 

 

 

0226-46-5338 

FAX 0226-46-6665 FAX 

 

0226-46-6665 

E-mail transaction@yamauchi-f.com E-mail transaction@yamauchi-f.com 

WEB transaction@yamauchi-f.com WEB  

代表者 

（カナ） 

山内正文 

ﾔﾏｳﾁﾏｻﾌﾐ 

Company 

Representative 

Masafumi Yamauchi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1905/6/10 Established 1905/6/10 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 47 Employees 47 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

 
水産加工品・鮮魚 

 
Processed marine products and fresh fish 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水産加工品 
 

Goods Processed marine products 
 

相手国 
  

香港、タイ、シンガポール、オーストラリア Countries Hong Kong, Thailand, Singapore, Australia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ヤヤママウウチチ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾔﾔﾏﾏｳｳﾁﾁ  

  

YYaammaauucchhii  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 986-0768宮城県本吉郡南三陸町志津川御前下 Address1 Shizugawagozenshita, Minamisanriku-cho, Motoyoshi-gun, 

Miyagi, 986-0768 

電話  0226-46-5338 TEL 

FAX 

 

 

0226-46-5338 

FAX 0226-46-6665 FAX 

 

0226-46-6665 

E-mail transaction@yamauchi-f.com E-mail transaction@yamauchi-f.com 

WEB transaction@yamauchi-f.com WEB  

代表者 

（カナ） 

山内正文 

ﾔﾏｳﾁﾏｻﾌﾐ 

Company 

Representative 

Masafumi Yamauchi 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1905/6/10 Established 1905/6/10 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 47 Employees 47 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

 
水産加工品・鮮魚 

 
Processed marine products and fresh fish 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水産加工品 
 

Goods Processed marine products 
 

相手国 
  

香港、タイ、シンガポール、オーストラリア Countries Hong Kong, Thailand, Singapore, Australia 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ヤヤママセセ電電気気株株式式会会社社  
ﾔﾔﾏﾏｾｾﾃﾃﾞ゙ﾝﾝｷｷｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

YYAAMMAASSEE  EELLEECCTTRRIICC  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-4122宮城県加美郡色麻町四釜字はぬ木町

１５４－１ 

Address1 154-1, Aza Hanukimachi, Shikama, Shikama-cho, Kami-

gun, Miyagi, 981-4122 

電話  0229-32-5663 TEL 

FAX 

 

 

0229-32-5663 

FAX 0229-31-2235 FAX 

 

0229-31-2235 

E-mail headoffice@yamase-net.co.jp E-mail headoffice@yamase-net.co.jp 

WEB http://www.yamase-net.co.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

菱沼 厚 

ﾋｼﾇﾏｱﾂｼ 

Company 

Representative 

Atsushi Hishinuma 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1972/7/1 Established 1972/7/1 

資本金 9905万 Capital Fund 99.05 million 

従業員 301 Employees 301 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO、特許権 Certifications/

Patents 

ISO, patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電子機器、金型、自動化設備、樹脂・金属部品 Electronic devices, molds, automation equipment, resin and metal parts 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 自動化機器 Goods Automation equipment 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 樹脂成型用金型、プラスチック部品生産設備 Goods Resin molding dies, plastic parts production equipment 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・深せん Countries China/Shenzhen 

現地会社名 雅馬成電子（深せん）有限公司 Name 
 

雅馬成電子（深せん）有限公司 

設立年月日 2009年1月 Established 2009/1 

事業内容 電子基板実装 Business Electronic board mounting 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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山山田田水水産産株株式式会会社社  
ﾔﾔﾏﾏﾀﾀﾞ゙ｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

YYAAMMAADDAA  SSUUIISSAANN    

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町1-11-6 Address1 1-11-6, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話   TEL 

FAX 

 

 

 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

山田 陽一 

ﾔﾏﾀﾞﾖｳｲﾁ 

Company 

Representative 

Yoichi Yamada 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1973/9/10 Established 1973/9/10 

資本金 2億9450万 Capital Fund 294.5 million 

従業員 490 Employees 490 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品 Processed marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
  

ベトナム、ミャンマー、南アフリカ共和国 Countries Vietnam, Myanmar, Republic of South Africa 

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
 

ノルウェー Countries Norway 

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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山山田田水水産産株株式式会会社社  
ﾔﾔﾏﾏﾀﾀﾞ゙ｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

YYAAMMAADDAA  SSUUIISSAANN    

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町1-11-6 Address1 1-11-6, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話   TEL 

FAX 

 

 

 

FAX  FAX 

 

 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

山田 陽一 

ﾔﾏﾀﾞﾖｳｲﾁ 

Company 

Representative 

Yoichi Yamada 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1973/9/10 Established 1973/9/10 

資本金 2億9450万 Capital Fund 294.5 million 

従業員 490 Employees 490 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工品 Processed marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
  

ベトナム、ミャンマー、南アフリカ共和国 Countries Vietnam, Myanmar, Republic of South Africa 

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 サバ Goods Mackerel 

相手国 
 

ノルウェー Countries Norway 

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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山山徳徳平平塚塚水水産産株株式式会会社社  
ﾔﾔﾏﾏﾄﾄｸｸﾋﾋﾗﾗﾂﾂｶｶｽｽｲｲｻｻﾝﾝｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬ  

  

YYAAMMAATTOOKKUU  HHIIRRAATTSSUUKKAA  MMAARRIINNEE  PPRROODDUUCCTTSS    

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町2-8-9 Address1 2-8-9, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-22-0171 TEL 

FAX 

 

 

0225-22-0171 

FAX 0225-95-6882 FAX 

 

0225-95-6882 

E-mail yamatoku@khaki.plala.or.jp E-mail yamatoku@khaki.plala.or.jp 

WEB https://www.yamatoku-h.jp WEB  

代表者 

（カナ） 

平塚 隆一郎 

ﾋﾗﾂｶﾘｭｳｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Ryuichiro Hiratsuka 

役職 代表取締役社長 Position CEO 

設立 1958/1/8 Established 1958/1/8 

資本金 7500万 Capital Fund 75 million 

従業員 16 Employees 16 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

煮魚・焼魚・おでん等の製造販売 Manufacture and sale of stewed fish, grilled fish, oden, etc. 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 イワシ Goods Sardines 

相手国 
  

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 イワシ製品 Goods Sardine products 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ヤヤママナナカカ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾔﾔﾏﾏﾅﾅｶｶ  

  

YYaammaannaakkaa  IInncc..  

所在地 986-2122宮城県石巻市幸町1-38 Address1 1-38, Saiwai-cho, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-2122 

電話  0225-24-3373 TEL 

FAX 

 

 

0225-24-3373 

FAX 0225-24-4373 FAX 

 

0225-24-4373 

E-mail info@yamanaka.co E-mail info@yamanaka.co 

WEB hppts://www.yamanaka.co/ WEB hppts://yamanaka-japan.com/ 

代表者 

（カナ） 

髙田 慎司 

ﾀｶﾀﾞｼﾝｼﾞ 

Company 

Representative 

Shinji Takada 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2008/8/1 Established 2008/8/1 

資本金 1600万 Capital Fund 16 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産物（貝類）・製造業、卸売業 Manufacture and wholesale of marine products (shellfish) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 殻付ほたて、殻付かき、ほたて貝柱、いくら Goods Scallops with shell, oysters with shell, scallop ligaments, 
salmon roe 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、シンガポール、ベト
ナム、米国、アラブ首長国連邦、カタール 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Singapore, Vietnam, US, United Arab Emirates, Qatar 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

～水産物をトータルコーディネート～当社は、世界三大漁場のひ
とつ、宮城三陸海岸で育った水産物を扱っています。また、当社
は、北海道にも工場を持ち、さまざまな水産物の品目を取扱うこ
とができます。 

～Total coordination for marine products～ We deal in marine products 
produced on Miyagi’s Sanriku Coast, one of the three largest fishing 
grounds in the world. We also have a plant in Hokkaido, which allows us to 
handle a wide variety of marine products. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ヤヤママナナカカ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾔﾔﾏﾏﾅﾅｶｶ  

  

YYaammaannaakkaa  IInncc..  

所在地 986-2122宮城県石巻市幸町1-38 Address1 1-38, Saiwai-cho, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-2122 

電話  0225-24-3373 TEL 

FAX 

 

 

0225-24-3373 

FAX 0225-24-4373 FAX 

 

0225-24-4373 

E-mail info@yamanaka.co E-mail info@yamanaka.co 

WEB hppts://www.yamanaka.co/ WEB hppts://yamanaka-japan.com/ 

代表者 

（カナ） 

髙田 慎司 

ﾀｶﾀﾞｼﾝｼﾞ 

Company 

Representative 

Shinji Takada 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2008/8/1 Established 2008/8/1 

資本金 1600万 Capital Fund 16 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

HACCP Certifications/

Patents 

HACCP 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産物（貝類）・製造業、卸売業 Manufacture and wholesale of marine products (shellfish) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 殻付ほたて、殻付かき、ほたて貝柱、いくら Goods Scallops with shell, oysters with shell, scallop ligaments, 
salmon roe 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、シンガポール、ベト
ナム、米国、アラブ首長国連邦、カタール 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Singapore, Vietnam, US, United Arab Emirates, Qatar 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

～水産物をトータルコーディネート～当社は、世界三大漁場のひ
とつ、宮城三陸海岸で育った水産物を扱っています。また、当社
は、北海道にも工場を持ち、さまざまな水産物の品目を取扱うこ
とができます。 

～Total coordination for marine products～ We deal in marine products 
produced on Miyagi’s Sanriku Coast, one of the three largest fishing 
grounds in the world. We also have a plant in Hokkaido, which allows us to 
handle a wide variety of marine products. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ヤヤママボボシシ渡渡邉邉商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾔﾔﾏﾏﾎﾎﾞ゙ｼｼﾜﾜﾀﾀﾅﾅﾍﾍﾞ゙ｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

YYaammaabboosshhii  WWaattaannaabbee  SShhootteenn    

所在地 986-0022宮城県石巻市魚町2-3-5 Address1 2-3-5, Sakanamachi, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0022 

電話  0225-90-4780 TEL 

FAX 

 

 

0225-90-4780 

FAX 0225-90-4781 FAX 

 

0225-90-4781 

E-mail k-chiba@yam-watanabe.com E-mail k-chiba@yam-watanabe.com 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

千葉 賢也 

ﾁﾊﾞｹﾝﾔ 

Company 

Representative 

Kenya Chiba 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1989/10/17 Established 1989/10/17 

資本金 2000万 Capital Fund 20 million 

従業員 8 Employees 8 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産物加工・製造業 Manufacture and processing of marine products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 水産物（ほや） Goods Marine produces (sea squirts) 

相手国 
  

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 水産物（タラ胃袋（タラチュウ）） Goods Marine produces (cod stomach) 

相手国 
 

米国 Countries US 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ラライイズズ株株式式会会社社  
ﾗﾗｲｲｽｽﾞ゙  

  

RRiissee  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡3-9-15 Address1 3-9-15, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0852 

電話  022-295-7321 TEL 

FAX 

 

 

022-295-7321 

FAX 022-295-7328 FAX 

 

022-295-7328 

E-mail e-sales@risecorp.co.jp E-mail e-sales@risecorp.co.jp 

WEB http://www.risecorp.co.jp/ WEB http://www.risecorp.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

伊藤典明 

ｲﾄｳﾉﾘｱｷ 

Company 

Representative 

Noriaki Ito 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1988/1/21 Established 1988/1/21 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 29 Employees 29 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ソフトウェア業 Software 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ソフトウェア Goods Software 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレ
ーシア、フィリピン、シンガポール、米国、ブラジ
ル、フィンランド、その他 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, US, Brazil, 
Finland, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

「新鮮で」「進んだ」「信用できる」ソフトウェア Fresh, advanced, dependable software 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ラライイズズ株株式式会会社社  
ﾗﾗｲｲｽｽﾞ゙  

  

RRiissee  CCoorrppoorraattiioonn  

所在地 983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡3-9-15 Address1 3-9-15, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

983-0852 

電話  022-295-7321 TEL 

FAX 

 

 

022-295-7321 

FAX 022-295-7328 FAX 

 

022-295-7328 

E-mail e-sales@risecorp.co.jp E-mail e-sales@risecorp.co.jp 

WEB http://www.risecorp.co.jp/ WEB http://www.risecorp.co.jp/en/ 

代表者 

（カナ） 

伊藤典明 

ｲﾄｳﾉﾘｱｷ 

Company 

Representative 

Noriaki Ito 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1988/1/21 Established 1988/1/21 

資本金 5000万 Capital Fund 50 million 

従業員 29 Employees 29 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ソフトウェア業 Software 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ソフトウェア Goods Software 

相手国 
  

中国、香港、台湾、韓国、タイ、インドネシア、マレ
ーシア、フィリピン、シンガポール、米国、ブラジ
ル、フィンランド、その他 

Countries China, Hong Kong, Taiwan, South Korea, Thailand, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, US, Brazil, 
Finland, Others 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

「新鮮で」「進んだ」「信用できる」ソフトウェア Fresh, advanced, dependable software 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ラライイトトハハウウスス  
ﾗﾗｲｲﾄﾄﾊﾊｳｳｽｽ  

  

lliigghhtt--hhoouussuu    

所在地 986-0833宮城県石巻市日和が丘3-3-54 Address1 3-3-54, Hiyorigaoka, Ishinomaki-shi, Miyagi, 986-0833 

電話  0225-94-5038 TEL 

FAX 

 

 

0225-94-5038 

FAX 050-3488-5004 FAX 

 

050-3488-5004 

E-mail info@light-hous.com E-mail info@light-hous.com 

WEB https://light-hous.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

齋藤晃 

ｻｲﾄｳｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Saito 

役職  Position  

設立 1996/8/1 Established 1996/8/1 

資本金  Capital Fund  

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 卸・小売業、サービス業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail, Services 

業種 小分類 小売業、その他サービス業 Subcatergory Retail, other services 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

ゴルフクラブ、ファッション小物、民芸品 Golf clubs, fashion accessories, folk art 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ゴルフクラブ、ファッション小物、民芸品 Goods Golf clubs, fashion accessories, folk art 

相手国 
  

シンガポール、米国、英国、スペイン、オーストリ
ア、スウェーデン、スイス 

Countries Singapore, US, United Kingdom, Spain, Austria, Sweden, 
Switzerland 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 ガラス製品 Goods Glassware 

相手国 
 

米国 Countries US 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社ララネネッッククスス  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾗﾗﾈﾈｯｯｸｸｽｽ  

  

LLaanneexx  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町５－１８－

１２富士火災仙台ビル７F 

Address1 7F, 5-18-12, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0811 

電話  022-224-7625 TEL 

FAX 

 

 

022-224-7625 

FAX 022-224-7627 FAX 

 

022-224-7627 

E-mail info@po.lanex.co.jp E-mail info@po.lanex.co.jp 

WEB https://www.lanex.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

小林貴之 

ｺﾊﾞﾔｼﾀｶﾕｷ 

Company 

Representative 

Takayuki Kobayashi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1993/3/1 Established 1993/3/1 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 72 Employees 72 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

その他（Privacy Mark） Certifications/

Patents 

Other (Privacy Mark) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

IT関連コンサルティング・開発・サポート 
海外進出向け企業の現地ウェブサイト構築、システム構築 

IT-related consulting, development, and support 
Developing Website and business system with localization for the company 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ソフトウェア開発、ウェブサイト構築、ローカリゼー
ション、等 

Goods Software development, website development, localization, 
etc. 

相手国 
  

中国、フィリピン、シンガポール、オーストラリア、
米国、カナダ 

Countries China, Philippines, Singapore, Australia, US, Canada 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 フィリピン・セブ Countries Philippines/Cebu 

現地会社名 ラネックスフィリピン コーポレーション Name 
 

Lanex Philippines Corp. 

設立年月日 2017/1/23 Established 2017/1/23 

事業内容 ソフトウェア開発 Business Software development 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 アメリカ・カリフォルニア、ワシントンD.C. Countries US/California, Washington, D.C. 

現地会社名 Lanex US Name 
 

Lanex US 

設立年月日 2017/4/1 Established 2017/4/1 

事業内容 マーケティング、営業、ソフトウェア開発 Business Marketing, sales, software development 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合作 Type Contractual joint venture 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 オーストラリア メルボルン Countries Australia/Melbourne 

現地会社名 Lanex AU Name 
 

Lanex AU 
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FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 
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prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社ララネネッッククスス  
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LLaanneexx  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-0811宮城県仙台市青葉区一番町５－１８－

１２富士火災仙台ビル７F 

Address1 7F, 5-18-12, Ichiban-cho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0811 

電話  022-224-7625 TEL 

FAX 

 

 

022-224-7625 

FAX 022-224-7627 FAX 

 

022-224-7627 

E-mail info@po.lanex.co.jp E-mail info@po.lanex.co.jp 

WEB https://www.lanex.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

小林貴之 

ｺﾊﾞﾔｼﾀｶﾕｷ 

Company 

Representative 

Takayuki Kobayashi 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1993/3/1 Established 1993/3/1 

資本金 3000万 Capital Fund 30 million 

従業員 72 Employees 72 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 情報・IT・ソフトフェア業 Subcatergory Information, IT, and Software 

国際認証・ 

特許 

その他（Privacy Mark） Certifications/

Patents 

Other (Privacy Mark) 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

IT関連コンサルティング・開発・サポート 
海外進出向け企業の現地ウェブサイト構築、システム構築 

IT-related consulting, development, and support 
Developing Website and business system with localization for the company 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 ソフトウェア開発、ウェブサイト構築、ローカリゼー
ション、等 

Goods Software development, website development, localization, 
etc. 

相手国 
  

中国、フィリピン、シンガポール、オーストラリア、
米国、カナダ 

Countries China, Philippines, Singapore, Australia, US, Canada 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 フィリピン・セブ Countries Philippines/Cebu 

現地会社名 ラネックスフィリピン コーポレーション Name 
 

Lanex Philippines Corp. 

設立年月日 2017/1/23 Established 2017/1/23 

事業内容 ソフトウェア開発 Business Software development 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 アメリカ・カリフォルニア、ワシントンD.C. Countries US/California, Washington, D.C. 

現地会社名 Lanex US Name 
 

Lanex US 

設立年月日 2017/4/1 Established 2017/4/1 

事業内容 マーケティング、営業、ソフトウェア開発 Business Marketing, sales, software development 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 合作 Type Contractual joint venture 

進進出出③③  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt③③  

進出先 オーストラリア メルボルン Countries Australia/Melbourne 

現地会社名 Lanex AU Name 
 

Lanex AU 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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設立年月日 2018/6/1 Established 2018/6/1 

事業内容 マーケティング、営業、ソフトウェア開発 Business Marketing, sales, software development 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 
 

合作 Type Contractual joint venture 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

We can help the company expanding business oversea and 
foreign company launching in Japan by developing software 
system. 

We can help the company expanding business oversea and foreign company 
launching in Japan by developing software system. 
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株株式式会会社社ララププララスス  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾗﾗﾌﾌﾟ゚ﾗﾗｽｽ  

  

LLAAPPLLAACCEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 980-6124宮城県仙台市青葉区中央アエル（２４

階） 

Address1 24F, 1-3-1, Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 980-6124 

電話  022-293-3111 TEL 

FAX 

 

 

022-293-3111 

FAX 022-293-3119 FAX 

 

022-293-3119 

E-mail inquiry@laplace.co.jp E-mail inquiry@laplace.co.jp 

WEB https://www.laplace.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

井上 有喜 

ｲﾉｳｴｱﾘｷ 

Company 

Representative 

Ariki Inoue 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1949/12/5 Established 1949/12/5 

資本金 3600万 Capital Fund 36 million 

従業員 114 Employees 114 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業、商社・貿易業 Subcatergory Wholesaling, retail, trading, etc. 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

工業用生産財（工具類、測定機器、化学製品、安全衛生用品、機
構部品等）の販売 

Sale of industrial manufacturing supplies (tools, measuring instruments, 
chemical products, health and safety supplies, mechanical components, 
etc.) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 工業生産財（工具類、測定機器、化学製品、安全
衛生用品、機構部品等） 

Goods Industrial manufacturing supplies (tools, measuring 
instruments, chemical products, health and safety 
supplies, mechanical components, etc.) 

相手国 
  

中国、韓国、マレーシア、インド、米国、ブラジル、
ドイツ、チェコ 

Countries China, South Korea, Malaysia, India, US, Brazil, Germany, 
Czech Republic 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 拉普拉斯（上海）機電有限公司 Name 
 

Laplace (Shanghai) Co., Ltd. 

設立年月日 2003/3/1 Established 2003/3/1 

事業内容 商社 Business Trading company 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
資本形態 
 

 Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

製造業界の"今"を知る機械工具商社 ─ 株式会社 ラプラス LAPLACE Co., Ltd. — A machine tool trading company that understands 
the “now” of the manufacturing industry 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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FAX 022-293-3119 FAX 
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代表者 

（カナ） 

井上 有喜 

ｲﾉｳｴｱﾘｷ 

Company 

Representative 

Ariki Inoue 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1949/12/5 Established 1949/12/5 

資本金 3600万 Capital Fund 36 million 

従業員 114 Employees 114 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 卸業、小売業、商社・貿易業 Subcatergory Wholesaling, retail, trading, etc. 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

工業用生産財（工具類、測定機器、化学製品、安全衛生用品、機
構部品等）の販売 

Sale of industrial manufacturing supplies (tools, measuring instruments, 
chemical products, health and safety supplies, mechanical components, 
etc.) 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 工業生産財（工具類、測定機器、化学製品、安全
衛生用品、機構部品等） 

Goods Industrial manufacturing supplies (tools, measuring 
instruments, chemical products, health and safety 
supplies, mechanical components, etc.) 

相手国 
  

中国、韓国、マレーシア、インド、米国、ブラジル、
ドイツ、チェコ 

Countries China, South Korea, Malaysia, India, US, Brazil, Germany, 
Czech Republic 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  
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進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 中国・上海 Countries China/Shanghai 

現地会社名 拉普拉斯（上海）機電有限公司 Name 
 

Laplace (Shanghai) Co., Ltd. 

設立年月日 2003/3/1 Established 2003/3/1 

事業内容 商社 Business Trading company 

進出形態 現地法人（工場なし） Form Local subsidiary (no factory) 
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資本形態 
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キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

製造業界の"今"を知る機械工具商社 ─ 株式会社 ラプラス LAPLACE Co., Ltd. — A machine tool trading company that understands 
the “now” of the manufacturing industry 
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 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 
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We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.196 

株株式式会会社社リリアアルルデデザザイインン  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾘﾘｱｱﾙﾙﾃﾃﾞ゙ｻｻﾞ゙ｲｲﾝﾝ  

  

RReeaallddeessiiggnn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目5-

22宮城野センタービル7F705号 

Address1 #705, 7F, 4-5-22, Tsutsujigaoka, Miyagino-ku, Sendai-shi, 

Miyagi, 983-0852 

電話  022-791-5170 TEL 

FAX 

 

 

022-791-5170 

FAX 022-792-5173 FAX 

 

022-792-5173 

E-mail  E-mail  

WEB http://www.real-design.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

布川 憲司 

ﾇﾉｶﾜｹﾝｼﾞ 

Company 

Representative 

Kenji Nunokawa 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2006/8/19 Established 2006/8/19 

資本金 3235万 Capital Fund 32.35 million 

従業員 3 Employees 3 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 その他製造業 Subcatergory Other manufacturing 

国際認証・ 

特許 

特許権、商標権、意匠権 Certifications/

Patents 

Patents, trademarks, design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

医療・介護・ヘルスケアシステム開発・販売 Development and sale of medical, nursing care, and healthcare systems 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 プラスチック成型品、電子部品 Goods Plastic molded products, electronic components 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

  

- 211 -
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株株式式会会社社リリヴヴァァイイヴヴ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾘﾘｳｳﾞ゙ｧｧｲｲﾌﾌﾞ゙

RReevviivvee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3111宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛4-3 Address1 4-3, Aza Saibe, Matsumori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi,

981-3111

電話  022-342-0711 TEL 

FAX

022-342-0711

FAX 022-771-0844 FAX 022-771-0844

E-mail kamada-a@revive.cc E-mail kamada-a@revive.cc 

WEB info@revive.cc WEB 

代表者 

（カナ）

鎌田 忍 

ｶﾏﾀﾞｼﾉﾌﾞ

Company 

Representative 

Shinobu Kamada 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1990/5/8 Established 1990/5/8 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 42 Employees 42 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 医療・保健衛生サービス業 Subcatergory Medical and healthcare services 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

リネンサプライ業・ユニホームレンタル Linen supply, uniform rental 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 洗濯関係（機械、資材、洗剤）、工事用器具一式 Goods Laundry-related (machines, materials, detergents), 
construction equipment sets 

相手国 ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  IImmppoorrttss  

品目 Goods 

相手国 Countries 

貿易形態 Type 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム・ハノイ Countries Vietnam/Hanoi 

現地会社名 株式会社リヴァイヴベトナムハノイ Name Revive Vietnam-Hanoi Co., Ltd. 

設立年月日 2015/10/1 Established 2015/10/1 

事業内容 クリーニング Business Cleaning 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム・ホーチミン Countries Vietnam/Ho Chi Minh 

現地会社名 株式会社リヴァイヴベトナム Name Revive Vietnam Co., Ltd. 

設立年月日 2016/11/1 Established 2016/11/1 

事業内容 クリーニング Business Cleaning 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社リリヴヴァァイイヴヴ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾘﾘｳｳﾞ゙ｧｧｲｲﾌﾌﾞ゙

RReevviivvee  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3111宮城県仙台市泉区松森字斉兵衛4-3 Address1 4-3, Aza Saibe, Matsumori, Izumi-ku, Sendai-shi, Miyagi,

981-3111

電話  022-342-0711 TEL 

FAX

022-342-0711

FAX 022-771-0844 FAX 022-771-0844

E-mail kamada-a@revive.cc E-mail kamada-a@revive.cc 

WEB info@revive.cc WEB 

代表者 

（カナ）

鎌田 忍 

ｶﾏﾀﾞｼﾉﾌﾞ

Company 

Representative 

Shinobu Kamada 

役職 代表取締役 Position President 

設立 1990/5/8 Established 1990/5/8 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 42 Employees 42 

業種 大分類 サービス業 Industry 

Catergory 

Services 

業種 小分類 医療・保健衛生サービス業 Subcatergory Medical and healthcare services 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

リネンサプライ業・ユニホームレンタル Linen supply, uniform rental 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 洗濯関係（機械、資材、洗剤）、工事用器具一式 Goods Laundry-related (machines, materials, detergents), 
construction equipment sets 

相手国 ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  IImmppoorrttss  

品目 Goods 

相手国 Countries 

貿易形態 Type 

進進出出①①  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt①①  

進出先 ベトナム・ハノイ Countries Vietnam/Hanoi 

現地会社名 株式会社リヴァイヴベトナムハノイ Name Revive Vietnam-Hanoi Co., Ltd. 

設立年月日 2015/10/1 Established 2015/10/1 

事業内容 クリーニング Business Cleaning 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 
進進出出②②  OOvveerrsseeaass  IInnvveessttmmeenntt②②  

進出先 ベトナム・ホーチミン Countries Vietnam/Ho Chi Minh 

現地会社名 株式会社リヴァイヴベトナム Name Revive Vietnam Co., Ltd. 

設立年月日 2016/11/1 Established 2016/11/1 

事業内容 クリーニング Business Cleaning 

進出形態 現地法人（工場あり） Form Local subsidiary (with factory) 

資本形態 独資 Type Fully-owned 

キキャャッッチチココピピーー CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社リリセセルルババーー  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾘﾘｾｾﾙﾙﾊﾊﾞ゙ｰー  

  

RReesseellbbeerr  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 981-3521宮城県黒川郡大郷町中村字原町19 Address1 19, Aza Haramachi, Nakamura, Osato-cho, Kurokawa-gun, 

Miyagi, 981-3521 

電話  022-359-2010 TEL 

FAX 

 

 

022-359-2010 

FAX 022-359-2021 FAX 

 

022-359-2021 

E-mail info@reselber.com E-mail info@reselber.com 

WEB http://www.reselber.com/ WEB  

代表者 

（カナ） 

佐藤 義則 

ｻﾄｳﾖｼﾉﾘ 

Company 

Representative 

Yoshinori Sato 

役職 代表取締役社長 Position President 

設立 1993/9/22 Established 1993/9/22 

資本金 2600万 Capital Fund 26 million 

従業員 9 Employees 9 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

特許権 Certifications/

Patents 

Patents 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

脱水助剤リセルバー、リセルバー水処理システム Reselber dewatering agent, Reselber water treatment system 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 脱水機 Goods Dewatering machines 

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 脱水機 Goods Dewatering machines 

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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No.199 

株株式式会会社社リリババーーヴヴ  
ﾘﾘﾊﾊﾞ゙ｰーｳｳﾞ゙  

  

RREEBBEERRVVEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0201宮城県気仙沼市岩月千岩田196-1 Address1 196-1, Senganda, Iwatsuki, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-

0201 

電話  0226-27-2345 TEL 

FAX 

 

 

0226-27-2345 

FAX 0226-23-8898 FAX 

 

0226-23-8898 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

小野寺光広 

ｵﾉﾃﾞﾗﾐﾂﾋﾛ 

Company 

Representative 

Mitsuhiro Onodera 

役職 代表取締役 社長 Position Representative Director 

設立 1974/2/1 Established 1974/2/1 

資本金 6000万 Capital Fund 60 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

健康食品「まこも飲料」マコモの製造及び販売 
基礎化粧品「ジザニア」の販売 

Manufacture and sale of Manchurian wild rice-based health food “Makomo 
Drink” 
Sale of the skincare product “Zizania” 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

バランスを整える飲み物になります。 This is a drink that helps to maintain balance. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.199 

株株式式会会社社リリババーーヴヴ  
ﾘﾘﾊﾊﾞ゙ｰーｳｳﾞ゙  

  

RREEBBEERRVVEE  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 988-0201宮城県気仙沼市岩月千岩田196-1 Address1 196-1, Senganda, Iwatsuki, Kesennuma-shi, Miyagi, 988-

0201 

電話  0226-27-2345 TEL 

FAX 

 

 

0226-27-2345 

FAX 0226-23-8898 FAX 

 

0226-23-8898 

E-mail  E-mail  

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

小野寺光広 

ｵﾉﾃﾞﾗﾐﾂﾋﾛ 

Company 

Representative 

Mitsuhiro Onodera 

役職 代表取締役 社長 Position Representative Director 

設立 1974/2/1 Established 1974/2/1 

資本金 6000万 Capital Fund 60 million 

従業員 30 Employees 30 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 食料品・飲料製造業 Subcatergory Manufacture of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

健康食品「まこも飲料」マコモの製造及び販売 
基礎化粧品「ジザニア」の販売 

Manufacture and sale of Manchurian wild rice-based health food “Makomo 
Drink” 
Sale of the skincare product “Zizania” 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

バランスを整える飲み物になります。 This is a drink that helps to maintain balance. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.200 

株株式式会会社社ワワーールルドドママイイニニンンググ  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜｰーﾙﾙﾄﾄﾞ゙ﾏﾏｲｲﾆﾆﾝﾝｸｸﾞ゙  

  

WWOORRLLDD  MMIINNIINNGG    

所在地 980-0814宮城県仙台市青葉区霊屋下7-10-111 Address1 7-10-111, Otamayashita, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

980-0814 

電話  022-211-0255 TEL 

FAX 

 

 

022-211-0255 

FAX 022-211-0255 FAX 

 

022-211-0255 

E-mail sosososho1005@yahoo.co.jp E-mail sosososho1005@yahoo.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邉 章悟 

ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳｺﾞ 

Company 

Representative 

Shogo Watanabe 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 2011/12/1 Established 2011/12/1 

資本金 1000万 Capital Fund 10 million 

従業員 7 Employees 7 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他卸・小売業 Subcatergory Other wholesaling, retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

  

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 コーヒー豆、文房具、こしょう（pepper） Goods Coffee beans, stationery, pepper 

相手国 
 

ベトナム Countries Vietnam 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社若若柳柳タタムムララ製製作作所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜｶｶﾔﾔﾅﾅｷｷﾞ゙ﾀﾀﾑﾑﾗﾗｾｾｲｲｻｻｸｸｼｼｮｮ  

  

WWAAKKAAYYAANNAAGGII  TTAAMMUURRAA  CCOORRPPOORRAATTIIOONN    

所在地 989-5502宮城県栗原市若柳字川南上堤40-1 Address1 40-1, Uwazutsumi, Aza Kawaminami, Wakayanagi, 

Kurihara-shi, Miyagi, 989-5502 

電話  0228-32-6871 TEL 

FAX 

 

 

0228-32-6871 

FAX 0228-32-6643 FAX 

 

0228-32-6643 

E-mail miyuki.shibayama@tamura-ss.co.jp E-mail miyuki.shibayama@tamura-ss.co.jp 

WEB http://www.tamura-ss.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

木村 明 

ｷﾑﾗｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Kimura 

役職 代表取締役社長 Position その他 

設立 1966/10/14 Established 1966/10/14 

資本金 4億8000万 Capital Fund 480 million 

従業員 122 Employees 122 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電気機械器具製造業 Manufacture of electrical machinery and equipment 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 トランスフォーマーに使用する部材 Goods Components for use in transformers 

相手国 
  

中国、香港、タイ、ミャンマー Countries China, Hong Kong, Thailand, Myanmar 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 トランスフォーマー及びトランスフォーマーに使用
する部材 

Goods Transformers and components for use in transformers 

相手国 
 

中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、ミャンマー Countries China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia, Myanmar 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

すべての品目において、小ロットに対応可能なライン構成、最短
一日の製造リードタイム。民生用トランス、産業機械用トランス、
防衛用トランス、複合部品まで幅広い巻物製品。巻線技術、含浸
及び真空充填技術保有。地域貢献をもとに地元密着企業です。 

For all items, we have an assembly line configuration that can handle small 
lots and a production lead time of as short as one day. We offer a wide 
range of coil products from consumer transformers, industrial machinery 
transformers, defense-use transformers, and composite components. We 
possess technologies for coiling, impregnation, and vacuum filling. We are a 
locally-based company focused on giving back to the community. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.201 

株株式式会会社社若若柳柳タタムムララ製製作作所所  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜｶｶﾔﾔﾅﾅｷｷﾞ゙ﾀﾀﾑﾑﾗﾗｾｾｲｲｻｻｸｸｼｼｮｮ  

  

WWAAKKAAYYAANNAAGGII  TTAAMMUURRAA  CCOORRPPOORRAATTIIOONN    

所在地 989-5502宮城県栗原市若柳字川南上堤40-1 Address1 40-1, Uwazutsumi, Aza Kawaminami, Wakayanagi, 

Kurihara-shi, Miyagi, 989-5502 

電話  0228-32-6871 TEL 

FAX 

 

 

0228-32-6871 

FAX 0228-32-6643 FAX 

 

0228-32-6643 

E-mail miyuki.shibayama@tamura-ss.co.jp E-mail miyuki.shibayama@tamura-ss.co.jp 

WEB http://www.tamura-ss.co.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

木村 明 

ｷﾑﾗｱｷﾗ 

Company 

Representative 

Akira Kimura 

役職 代表取締役社長 Position その他 

設立 1966/10/14 Established 1966/10/14 

資本金 4億8000万 Capital Fund 480 million 

従業員 122 Employees 122 

業種 大分類 製造業 Industry 

Catergory 

Manufacturing 

業種 小分類 電気・機械・機器・機械部品製造業 Subcatergory Manufacture of electrics, machinery, equipment, and 

machine parts 

国際認証・ 

特許 

ISO Certifications/

Patents 

ISO 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

電気機械器具製造業 Manufacture of electrical machinery and equipment 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 トランスフォーマーに使用する部材 Goods Components for use in transformers 

相手国 
  

中国、香港、タイ、ミャンマー Countries China, Hong Kong, Thailand, Myanmar 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 トランスフォーマー及びトランスフォーマーに使用
する部材 

Goods Transformers and components for use in transformers 

相手国 
 

中国、香港、台湾、タイ、マレーシア、ミャンマー Countries China, Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia, Myanmar 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

すべての品目において、小ロットに対応可能なライン構成、最短
一日の製造リードタイム。民生用トランス、産業機械用トランス、
防衛用トランス、複合部品まで幅広い巻物製品。巻線技術、含浸
及び真空充填技術保有。地域貢献をもとに地元密着企業です。 

For all items, we have an assembly line configuration that can handle small 
lots and a production lead time of as short as one day. We offer a wide 
range of coil products from consumer transformers, industrial machinery 
transformers, defense-use transformers, and composite components. We 
possess technologies for coiling, impregnation, and vacuum filling. We are a 
locally-based company focused on giving back to the community. 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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No.202 

株株式式会会社社和和田田商商店店  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜﾀﾀﾞ゙ｼｼｮｮｳｳﾃﾃﾝﾝ  

  

WWaaddaassyyootteenn    

所在地 986-2231宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ

口165 

Address1 165, Aza Koyanokuchi, Urashukuhama, Onagawa-cho, 

Oshika-gun, Miyagi, 986-2231 

電話  080-5567-5309 TEL 

FAX 

 

 

080-5567-5309 

FAX 0225-53-4904 FAX 

 

0225-53-4904 

E-mail info@wadashoten.co.jp E-mail info@wadashoten.co.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

和田 俊一郎 

ﾜﾀﾞｼｭﾝｲﾁﾛｳ 

Company 

Representative 

Shunichiro Wada 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1967/6/27 Established 1967/6/27 

資本金 1500万 Capital Fund 15 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 その他製造業、卸業 Subcatergory Other manufacturing, wholesaling 

国際認証・ 

特許 

商標権 Certifications/

Patents 

Trademarks 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

水産加工業 Marine product processing 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
  

 Countries  

貿易形態  Type  

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  

株式会社主力商品桜の舞に記載されている内容です。・この商
品は刺身用の三陸産養殖銀鮭を弊社独自の方法で熟成させ、焼
きほぐしたものです。鮭と塩のみを使用し、約一週間の時間をか
け美味しさを引き出しております。商品開発の際には「わあっ」と
歓声のあがった歓声仕込みです。どうぞ匠の味を御賞味下さい。 

This is what is listed in the company’s leading product, Sakura no Mai. ・
This product is made from farmed Sanriku sashimi-use coho salmon, 
matured using our original process, then grilled and flaked. The only 
ingredients used are salmon and salt, and the process takes about a week 
to bring out the flavor. This preparation produced a “wow” when the 
product was developed. Enjoy the flavor that only true artisans can 
provide. 
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株株式式会会社社渡渡邊邊企企画画  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜﾀﾀﾅﾅﾍﾍﾞ゙ｷｷｶｶｸｸ  

  

WWaattaannaabbee  KKiikkaakkuu    

所在地 989-2454宮城県岩沼市南長谷字海道南19 Address1 19, Aza Kaido Minami, Minami Hase, Iwanuma-shi, Miyagi, 

989-2454 

電話  0223-25-6061 TEL 

FAX 

 

 

0223-25-6061 

FAX 0223-25-6041 FAX 

 

0223-25-6041 

E-mail info@fujiyama55.jp E-mail info@fujiyama55.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邊 俊明 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｼｱｷ 

Company 

Representative 

Toshiaki Watanabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/8/8 Established 2008/8/8 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

中古車、雑貨 Used cars, household goods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 中古車、雑貨 Goods Used cars, household goods 

相手国 
  

香港、タイ Countries Hong Kong, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 雑貨 Goods Household goods 

相手国 
 

タイ Countries Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社渡渡邊邊企企画画  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜﾀﾀﾅﾅﾍﾍﾞ゙ｷｷｶｶｸｸ  

  

WWaattaannaabbee  KKiikkaakkuu    

所在地 989-2454宮城県岩沼市南長谷字海道南19 Address1 19, Aza Kaido Minami, Minami Hase, Iwanuma-shi, Miyagi, 

989-2454 

電話  0223-25-6061 TEL 

FAX 

 

 

0223-25-6061 

FAX 0223-25-6041 FAX 

 

0223-25-6041 

E-mail info@fujiyama55.jp E-mail info@fujiyama55.jp 

WEB  WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邊 俊明 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾄｼｱｷ 

Company 

Representative 

Toshiaki Watanabe 

役職 代表取締役 Position President 

設立 2008/8/8 Established 2008/8/8 

資本金 300万 Capital Fund 3 million 

従業員 1 Employees 1 

業種 大分類 卸・小売業 Industry 

Catergory 

Wholesales/Retail 

業種 小分類 小売業 Subcatergory Retail 

国際認証・ 

特許 

 Certifications/

Patents 

 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

中古車、雑貨 Used cars, household goods 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 中古車、雑貨 Goods Used cars, household goods 

相手国 
  

香港、タイ Countries Hong Kong, Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 雑貨 Goods Household goods 

相手国 
 

タイ Countries Thailand 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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株株式式会会社社渡渡辺辺海海苔苔店店  
ﾜﾜﾀﾀﾅﾅﾍﾍﾞ゙ﾉﾉﾘﾘﾃﾃﾝﾝ  

  

wwaattaannaabbeennoorriitteenn  CCoo..,,  LLttdd..  

所在地 984-0015宮城県仙台市若林区卸町1-6-4 Address1 1-6-4, Oroshimachi, Wakabayashi-ku, Sendai-shi, Miyagi, 

984-0015 

電話  022-236-3141 TEL 

FAX 

 

 

022-236-3141 

FAX 022-236-3144 FAX 

 

022-236-3144 

E-mail  E-mail  

WEB http://watanabenori.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

渡邊 与志政 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾖｼﾏｻ 

Company 

Representative 

Yoshimasa Watanabe 

役職 代表取締役 Position CEO 

設立 1968/9/18 Established 1968/9/18 

資本金 4600万 Capital Fund 46 million 

従業員 100 Employees 100 

業種 大分類 製造業、卸・小売業 Industry 

Catergory 

Manufacturing, Wholesales/Retail 

業種 小分類 食料品・飲料製造業、卸業 Subcatergory Manufacture and wholesale of food and beverages 

国際認証・ 

特許 

FSSC Certifications/

Patents 

FSSC 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

海苔製品製造・食品卸売 Manufacture and wholesale of seaweed products 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 焼海苔 Goods Toasted nori seaweed 

相手国 
  

スイス Countries Switzerland 

貿易形態 間接貿易 Type Indirect Trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目 海藻 Goods Seaweed 

相手国 
 

中国 Countries China 

貿易形態 直接貿易 Type Direct Trade 

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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株株式式会会社社WWAATTAALLIISS  
ｶｶﾌﾌﾞ゙ｼｼｷｷｶｶﾞ゙ｲｲｼｼｬｬﾜﾜﾀﾀﾘﾘｽｽ  

  

WWAATTAALLIISS  IInncc..  

所在地 989-2351宮城県亘理郡亘理町中町22 Address1 22, Aza Nakamachi, Watari-cho, Watari-gun, Miyagi, 989-

2351 

電話  0223-23-1975 TEL 

FAX 

 

 

0223-23-1975 

FAX 0223-23-1975 FAX 

 

0223-23-1975 

E-mail contact@watalis.co.jp E-mail contact@watalis.co.jp 

WEB http://watalis.jp/ WEB  

代表者 

（カナ） 

引地 恵 

ﾋｷﾁﾒｸﾞﾐ 

Company 

Representative 

Megumi Hikichi 

役職 代表取締役 Position Representative Director 

設立 2015/5/15 Established 2015/5/15 

資本金 210万 Capital Fund 2.1 million 

従業員 2 Employees 2 

業種 大分類 その他（着物地によりリメイク雑貨製造販売業（衣

服・繊維・皮革製造業）） 

Industry 

Catergory 

Other (Manufacture and sale of household goods remade 

from kimono fabric (clothing, textile, and leather 

manufacturing)) 

業種 小分類 雑貨・日用品製造業 Subcatergory Manufacture of household goods and daily necessities 

国際認証・ 

特許 

商標権、意匠権 Certifications/

Patents 

Trademarks, design rights 

取取扱扱品品目目・・事事業業  IItteemmss//BBuussiinneessss  

中古着物地によるリメイク品 Products remade from kimono fabric 

輸輸出出  EExxppoorrttss  

品目 巾着袋、名刺入れ Goods Drawstring bags, business card holders 

相手国 
  

ドイツ Countries Germany 

貿易形態 直接貿易、間接貿易 Type Direct trade,Indirect trade 

輸輸入入  
  

IImmppoorrttss  

品目  Goods  

相手国 
 

 Countries  

貿易形態  Type  

キキャャッッチチココピピーー  CCaattcchh  ccooppyy  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



 

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

 

- 222 - 
 

 

 

目  次 

 

Ⅰ．調査概要 ································································· - 223 - 

１．調査の目的 ····························································· - 223 - 

２．調査対象及び回収数 ····················································· - 223 - 

３．調査方法 ······························································· - 223 - 

４．調査内容 ······························································· - 223 - 

５．調査期間 ······························································· - 223 - 

Ⅱ．回答企業のプロフィール ··················································· - 224 - 

１．主な業種（大分類） ····················································· - 224 - 

２．主な業種（小分類） ····················································· - 224 - 

３．従業員数 ······························································· - 225 - 

４．資本金 ································································· - 225 - 

５．国際認証・特許 ························································· - 226 - 

Ⅲ．調査結果 ································································· - 227 - 

１．輸出入の実績 ··························································· - 227 - 

２．輸出貿易の状況 ························································· - 228 - 

３．輸入貿易の状況 ························································· - 231 - 

４．海外進出・投資状況 ····················································· - 234 - 

５．海外ビジネス展開について ··············································· - 237 - 

６．海外への輸出について ··················································· - 238 - 

７．海外への進出について ··················································· - 241 - 

８．輸出・海外進出における課題 ············································· - 246 - 

９．風評被害について ······················································· - 247 - 

10．まとめ ································································· - 251 - 

 

 

 

 

 

 

 

宮城県貿易関係企業名簿 2020 Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

 

- 223 - 

ⅠⅠ．．調調査査概概要要  

１１．．調調査査のの目目的的  

○本調査は、宮城県の貿易関係企業を対象として、輸出入業務の実態、海外進出の状況及び今後

の海外展開に向けた課題や風評被害の状況等を明らかにすることで、本県の貿易及び国際経済

交流の促進につなげるための基礎資料とすることを目的に実施した。 

 

２２．．調調査査対対象象及及びび回回収収数数  

○調査対象：令和２年８～９月現在、宮城県内に事業所があり、海外ビジネスに実績・関心があ

ると想定される企業計１,０９０社 

○回収状況：回収数２３９社 

※令和２年度名簿掲載企業数２０５社（うち更新１７２社、新規３３社） 

 

３３．．調調査査方方法法  

○ジェトロホームページ上でのウェブ調査。併せて、宮城県、ジェトロ仙台の事業を利用したこ

とがある県内事業者宛てにメールまたは郵送にてアンケートを送付。 

 

４４．．調調査査内内容容  

○属性（業種、従業員数、資本金、国際認証・特許） 

○輸出入の実態（実績、相手国・地域、品目、業務形態） 

○海外進出の実態（実績、相手国・地域、現地会社名、事業内容、設立年月日、進出形態、資本

形態） 

○今後の海外展開予定 

○輸出で重要視している国・地域（輸出先重視国・地域、輸出品目） 

○海外進出で重要視している国・地域（輸出先重視国・地域、輸出品目） 

○海外展開における課題 

○風評被害の状況 等 

 

５５．．調調査査期期間間  

○令和２年８～９月 

 

※本資料における図表等の構成比は、四捨五入して表記しています。また、複数回答の設問では、

構成比の合計が 100％にならない場合があります。 

※クロス集計において、回答数（件数）が少ない項目についてはコメントしていない場合があり

ます。 
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FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 
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○輸出入の実態（実績、相手国・地域、品目、業務形態） 

○海外進出の実態（実績、相手国・地域、現地会社名、事業内容、設立年月日、進出形態、資本

形態） 

○今後の海外展開予定 

○輸出で重要視している国・地域（輸出先重視国・地域、輸出品目） 

○海外進出で重要視している国・地域（輸出先重視国・地域、輸出品目） 

○海外展開における課題 

○風評被害の状況 等 

 

５５．．調調査査期期間間  

○令和２年８～９月 

 

※本資料における図表等の構成比は、四捨五入して表記しています。また、複数回答の設問では、

構成比の合計が 100％にならない場合があります。 

※クロス集計において、回答数（件数）が少ない項目についてはコメントしていない場合があり

ます。 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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Ⅱ．回答企業のプロフィール 

１．主な業種（大分類）※業種を複数選択している企業があるため、回答社数と件数の合計は一致しない。 

 

 

 

 

２．主な業種（小分類）※業種を複数選択している企業があるため、回答社数と件数の合計は一致しない。 
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３．従業員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．資本金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n=239) 

(n=239) 
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５．国際認証・特許 

 

 

 

 

国際認証・特許については、「商標権」が19.7％と最も多く、以下「ISO」17.6％、「特許権」

15.1％、「ＨＡＣＣＰ」8.4％、「意匠権」が5.0％となっている。 

業種別に見ると、『製造業』、『卸・小売業』、『サービス業』ともに「商標権」が最多で、それぞ

れ41件、18件、8件であった。 
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※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合も有。 

※業種別に回答件数を集計。1社で複数業種を選択している企業も有るため、上記数値とは一致しない。 
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Ⅲ．調査結果 

１．輸出入の実績 

 

 

 

輸出入の実績については、「有（継続中）」が64.9％、「有（休止中）」が7.1％、「無」が22.6％

となっている。18年調査（以下「前回調査」）と比べて、「有（継続中）」が3.6ポイント増えた。 

業種別に見ると、『製造業』、『卸・小売業』では「有（継続中）」の割合が多く、シェアは７割

前後を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

(n=239) 
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２．輸出貿易の状況 

（１）輸出貿易実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出実績（社数）については、「有」が64％と全体の３分の２を占めた。 

前回調査の輸出「有」の社数比率54.1%から10ポイント近く上昇している。 

 

 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（２）輸出貿易形態 

 

 

 

 

輸出実績がある企業の貿易形態については、「直接貿易」が35.9％、「間接貿易」が41.2％、「直

接貿易と間接貿易の両方」が20.9％となっている。 

 

  

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（３）輸出貿易相手国・地域 

【国・地域別件数】 

 

 

輸出実績がある企業に対し、具体的な輸出先をたずねたところ、691件の回答（国・地域名記

載）を得、前回2018年調査の641件から増加した。 

国・地域別で見ると、「米国」が62件と最も多く、前回調査の56件、4位から順位を上げている。

以下「台湾」59件、「香港」57件、「中国」49件、「シンガポール」47件となっている。 

 

【国・地域別シェア】 
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※輸出先数が５件以上の国・地域を掲載 

(n=691) 
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３．輸入貿易の状況 

（１）輸入貿易実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸入の実績については、「有」が38.9％、「無」が51.9％となっている。 

前回調査の輸入「有」の社数比率34.2%から微増となった。 

回答総数を業種別にみると、「食料品・飲料製造業」、「卸業」、「電気・機械・機器・機械部品製 

造業」が輸入実績「有」のトップ３であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n=239) 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（２）輸入貿易形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸入実績がある企業の貿易形態については、「直接貿易」が60.2％、「間接貿易」が21.5％とな

っている。また、「直接貿易と間接貿易の両方」は15.1％となっている。 

「卸・小売業」が全般的に「直接貿易」の件数が多いのに対し、「食料品・飲料製造業」は「間

接貿易」の件数が相対的に多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

(n=239) 
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（３）輸入貿易相手国・地域 

【国・地域別件数】 

 

 

輸入実績がある企業に対し、具体的な輸入先をたずねたところ、207件の回答（国・地域名記

載）を得た。 

国・地域別で見ると、「中国」が63件と最も多く、以下「米国」18件、「台湾」16件、「タイ」13

件、「韓国」「ベトナム」各12件であった。 

地域別で見ると、東アジアを中心とする『アジア』が66.7％（前回61.0％）を占めている。以

下『欧州』17.9％（13.4％）、『北米・中南米』12.1％（同17.7％）の順となっている。 

 

【国・地域別シェア】 
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４．海外進出・投資状況 

（１）海外進出実績 

 

 

 

 

 

海外進出の実績については、進出実績「有」が19.2％、「無」が72.0％となっている。 

業種別に見ると、「電気・機械・機器・機械部品製造業」と「その他製造業」が8件と最多で、

「鉄鋼・金属製造業」「卸業」（共に6件）、「商社・貿易業」（5件）と続いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

(n=239) 
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（２）進出先の国・地域 

【国・地域別件数】 

 

進出実績がある企業に対し、具体的な進出先をたずねたところ、98件の回答（国・地域名記載）

を得た。 

国・地域別で見ると、「中国」が30件と最も多く、以下「ベトナム」15件、「米国」8件、「タイ」

7件、「韓国」5件、「マレーシア」、「シンガポール」ともに4件となっている。 

地域別で見ると、『アジア』が回答全体の81.6％と前回の69.5％から比率を高めた。以下『北

米・中南米』12.2％（同17.8％）、『欧州』2.0％（同6.6％）の順となっている。 

 

【国・地域別シェア】 
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（３）海外進出の進出形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外進出の実績があると回答した企業に対し、進出形態についてたずねたところ、「現地法人

（工場あり）」が22.3％で最も多く、以下「現地法人（工場なし）」14.3％、「駐在員事務所」7.1％

となっている。 

 

 

 

 

（４）海外進出の資本形態 

 

 
 

 

 

海外進出の実績があると回答した企業に対し、資本形態についてたずねたところ、「独資」が

29.5％と最も多く、以下「合弁」10.7％、「合作」2.7％となっている。 

 

 

  

カテゴリー 件数 %
独資 33 29.5%
合弁 12 10.7%
合作 3 2.7%
無回答 64 57.1%

全体 112 100%

カテゴリー 件数 %
現地法人（工場あり） 25 22.3%
現地法人（工場なし） 16 14.3%
駐在員事務所 8 7.1%
無回答 63 56.3%

全体 112 100%
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５．海外ビジネス展開について 

今後の海外ビジネス展開 

 

 

今後のビジネス展開については、「拡大傾向」が33.1％で最も多く、「変わらず」21.3％を加え

ると半数以上となった。今回調査から新設の「検討中」は15.9％と海外市場の取り込みを考えて

いる企業が一定数あることが分かった。 

業種別では「その他製造業」の「拡大傾向」比率（58.3%）が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

(n=239) 
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６．海外への輸出について 

（１）輸出先のなかで重要視している地域 

 

輸出先のなかで重要視している地域をたずねたところ、「東アジア」が24.5％と最も多く、以下

「東南アジア」18.3％、「北米」12.8％であった。 

業種別に見ると、「電気・機械・機器・機械部品製造業」「その他製造業」は「東アジア」を重

視している企業数が他地域に比べて多いが、「食料品・飲料製造業」「卸業」は「東アジア」と「東

南アジア」の重視度がきっ抗している。 
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※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合あり。 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

(n=367) 

（件） 
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（２）輸出先のなかで重要視している国・地域 

【国・地域別件数】 

 

 

 

輸出先のなかで重要視している国・地域をたずねたところ、312件の回答（国・地域名記載）を

得た。 

国・地域別で見ると、「米国」が33件で最も多く、以下「中国」31件、「台湾」26件、「シンガポ

ール」「タイ」がともに25件と続いた。 

前回調査ではタイを重視している企業が最も多かったが、今回は4位に下がった。その他は前

回調査から大きな変化がなかった。 

 

【国・地域別シェア】 
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※輸出重要視先回答が２件以上を掲載 

(n=312) 

(n=312) 
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（３）未輸出先のなかで輸出先として関心のある地域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未輸出先のなかで輸出先として関心のある地域は、「東南アジア」が16.5％と最も多く、以下

「東アジア」13.6％、「欧州・ロシア」10.1％と続いた。重要視している地域は「東南アジア」、

「東アジア」が多く挙げられており、新市場として「東南アジア」への関心が高まっていること

がうかがえる。 

業種別に見ても、ほとんどの分野で「東南アジア」と回答した企業が最多であるが、「電気・機

械・機器・機械部品製造業」「その他製造業」は「東アジア」の方が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合あり。 

(n=316) 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（４）未輸出先のなかで輸出先として関心のある国・地域 

【国・地域別件数】 

 

 

未輸出先のなかで輸出先として関心のある国・地域名をたずねたところ、195件の回答（国・地

域名記載）を得た。 

国・地域別で見ると、「中国」が18件と最も多く、以下「タイ」16件、「ベトナム」15件、「シン

ガポール」14件となっている。 

地域として最も関心が高いのは「アジア」で、回答全体の61.5％を占めている。続いて「欧州」

（15.9%）、「北米・中南米」（12.3%）であった。 

 

【国・地域別シェア】 
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※新たな輸出関心先回答が２件以上を掲載 

(n=195) 

(n=195) 
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７．海外への進出について 

（１）進出先のなかで重要視している地域 

 

 

進出先のなかで重要視している地域のうち、特に重要視している地域については「東南アジア」

が11.9％と最も多く、以下「東アジア」11.5％、「北米」5.5％となっている。 

業種別に見ると、分野によって跛行性がみられる。「その他製造業」「卸業」は「東アジア」の

回答が多いが、「食料品・飲料製造業」「その他卸・小売業」は「東南アジア」に対する回答が多

い。 
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※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合あり。 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

(n=268) 

（件） 
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（２）進出先のなかで重要視している国・地域 

【国・地域別件数】 

 

 

進出先のなかで要視している国・地域についてたずねたところ、77件の回答（国・地域名記載）

を得た。 

国・地域別に見ると、「ベトナム」が13件と最も多く、以下「中国」12件、「タイ」「米国」とも

に8件と続いた。 

地域別で見ると、『アジア』が回答全体の74％を占めている。中でも、『東アジア』では「中国」、

「台湾」、『東南アジア』では「ベトナム」、「タイ」を重要視している企業が多いことがわかる。 

 

【国・地域別シェア】 
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(n=77) 
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（３）未進出先のなかで進出先として関心のある地域 

 

 

未進出先のなかで進出先として関心のある地域を聞いたところ、「東南アジア」が12.4％と最

も多く、以下「東アジア」7.4％、「北米」6.4％となっている。 

業種別に見ると、『製造業』は「東南アジア」の回答数が多いが、「小売業」は「東アジア」と

回答した企業が圧倒的に多かった。 
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※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 

 

 

※回答件数を集計。1社付き複数回答の場合あり。 
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（４）未進出先のなかで進出先として関心のある国・地域 

【全体】 

 

 

未進出先のなかで進出先として関心のある国・地域についてたずねたところ、73件の回答（国・

地域名記載）を得た。 

国・地域別で見ると、「ベトナム」が9件と最も多く、以下「タイ」7件、「米国」6件、「中国」

「インドネシア」「インド」が共に5件と続いた。 

 

【国・地域別】 
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８．輸出・海外進出における課題 

輸出・海外進出の課題 

 

 

 

 

輸出・海外進出における課題については、「取引先開拓」が37.2％と最も多く、以下「市場情報

の入手」36.8％、「現地の法制度・規制」32.2％、「コスト競争力」30.1％、「人材」23.4％となっ

ている。 
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※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合あり。 

 

(n=239) 
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９．風評被害について 

（１）風評被害の影響の有無 

 

 

東京電力（株）福島原子力発電所の事故にともなう風評被害については、「影響がある」と「少

し影響がある」を合わせた回答は25.5％と前回調査30.5％から改善した。 

震災から10年を経た現在も4分の1の企業が海外ビジネスにおいて風評被害の影響を感じてい

ることがうかがえる。分野別では、「その他サービス業」が45.5%（5社）「食料品・飲料製造業」

が43.5%（37社）と影響度が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n=239) 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（２）風評被害の内容（現在） 

 

海外との取引における風評被害の内容（現在）については、「受注の減少」10.9％（前回13.1％）

が最多で、「検査費用の増」9.6％（同11.2％）、「取引の停止」5.4％（同7.8％）となっている。 

業種別に見ると、いずれの業種も「影響なし」が最も多くなっている。影響があった企業では、

いずれの業種も、「受注の減少」が最も多い。 
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※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合あり。 

(n=239) 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（３）風評被害の対策の実施 

 

 

 

風評被害の対策については、「対策を取っている」が19.2％、「対策をとっていない」が67.8％

となっている。 

業種別で「対策をとっている」の回答比率が高いのは、「食料品・飲料製造業」31.8%（27社）、

「卸業」29.7%（11社）、「小売業」26.3%（5社）であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※複数回答のため、合計数は回答企業数に一致しない 

(n=239) 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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（４）風評被害への具体的な対策 

 

 

風評被害の「対策をとっている」と回答した企業に対し、具体的な対策内容をたずねたところ、

「定期的な放射線量測定検査の実施」が40.6％と最も多く、以下「積極的な営業活動」21.9％と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※回答件数を集計。1社につき複数回答の場合あり。 

(n=64) 

※業種を複数選択している企業があるため、上記表・およびグラフの数値とは一致しない。 
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10．まとめ 

 

輸出入等の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本アンケートの調査対象は、宮城県内に事務所があり、海外ビジネスに実績、関心があると想

定される企業である。その中で輸出実績のある企業は64.0％と全体の3分の2を占めた。一方で、

輸入実績のある企業は38.9％と約4割にとどまった。海外進出に関しては19.2％と全体の2割にも

満たなかった。輸出および輸入実績のある業種としては、ともに「食料品・飲料製造業」「卸業」

「電気・機械・機器・機械部品製造業」「その他製造業」「小売業」が上位を占めた。輸出先とし

ては米国、東アジアが上位を占めるが、輸入先としてはドイツ、フランスといった EU 諸国も顔

を出している。進出実績のある国としては中国が最も多く、全体の3割を占めた。次いでベトナ

ム、米国、タイ、韓国、マレーシア、シンガポールと東アジアが主要な進出先であることがうか

がえる。 

「風評被害」については、「影響がある」と「少し影響がある」を合わせた『影響あり』は、

28.5％※となっている。震災直後（57.7％）、前前回調査（39.7％）、前回調査（33.9％）と「風評

被害」の影響は漸減しているが、今なお影響があることがうかがえる。 

2020年には新型コロナウイルスの影響で海外との往来が難しくなり、国際ビジネスに多大な影

響を及ぼしたと考えられる。そのため海外展開に関する活動や照会は伸び悩んだ。しかし、国内

市場の縮小傾向を前に海外市場開拓に意欲をみせる企業は引き続き増えるものと予想される。現

在の貿易、投資実態や新しく開拓する市場に関する情報を踏まえ、宮城県及びジェトロ仙台は、

ニーズに合った情報提供や、さらなる施策の検討を行っていく。 

※本数値は「無回答」を除いて計算した数値 

(n=239) 
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宮宮城城県県のの風風評評被被害害対対策策
 

宮城県では、東京電力福島第一原子力発電所事故以降、空気や水などの生活環境や食品について、

放射線のモニタリングを実施し、測定結果を広く公表するとともに、正確な情報発信に努めています。 
モニタリングの結果、仙台市や石巻市の空間放射線量は、世界の主要都市（パリ・ロンドン・ 

ニューヨーク・シンガポール等）と同等かより低い値となっており、放射線の心配はありません。ま

た、農林水産物に含まれる放射性物質の徹底した検査により、国の基準値を超えた農林水産物が市場

に出回ることはありません。 
皆様にご安心していただくため、宮城県の取組の一部を御紹介します。 

 
１１ 放放射射線線量量・・放放射射性性物物質質濃濃度度のの測測定定

放射性物質の影響の広がりを確認するため、人の生活環境を中心として空間放射線量の測定を幅広
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２２ 食食品品にに対対すするる取取組組

宮城県では、生産段階で農林水産物の放射性物質検査を実施し、国の基準値を超えていないことを

確認しています。検査結果については、定期的に公表するとともに、基準値を超過した農林水産物が

市場に流通しないよう出荷制限等の措置を講じています。

（１）検査体制

生産段階の検査は、県の機関等に設置した精密検査機器と簡易検査機器、そして民間の検査機関を

活用して実施しています。さらに、市町村や生産者団体、市場などでも、自主検査を実施しています。 
検査の頻度、対象品目、地域の選定等は、国の検査指示に基づくとともに、米などについては、県

独自に検査を強化しています。また、飼料や堆肥、きのこ原木、土壌などの食べ物を育む環境につい

ても検査を実施しています。 
流通・消費の段階では、保健所等による流通食品の収

去検査や教育事務所等による学校給食食材の事前サン

プル検査が実施されているほか、県内３５市町村中３

１市町村において住民持ち込み食品の検査が実施され

ています。 
なお、流通・消費段階での検査の結果、県産農林水産

物が国の定めた基準値を超えるおそれがある場合は、

県が追加の確認検査をしています。 
県での検査結果は全てホームページや報道機関を通

じて定期的に公表していますが、注意喚起が必要な場

合などは、その都度公表しています。 
今後とも、生産、流通・消費の各段階での放射性物質を検査、監視する体制により、県産農林水産

物の安全確保に万全を期していきます。 
令和元年度、県産農林水産物２５２品目を生産段階で検査した結果、９８．６％が放射性物質不検

出もしくは基準値以下でした。また、基準値を超えた農林水産物は全て出荷制限の措置を講じている

ので、市場に出回ることはありません。なお、流通段階の検査では 100％基準値以下でした。 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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２２ 食食品品にに対対すするる取取組組
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物が国の定めた基準値を超えるおそれがある場合は、
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県での検査結果は全てホームページや報道機関を通

じて定期的に公表していますが、注意喚起が必要な場

合などは、その都度公表しています。 
今後とも、生産、流通・消費の各段階での放射性物質を検査、監視する体制により、県産農林水産

物の安全確保に万全を期していきます。 
令和元年度、県産農林水産物２５２品目を生産段階で検査した結果、９８．６％が放射性物質不検

出もしくは基準値以下でした。また、基準値を超えた農林水産物は全て出荷制限の措置を講じている

ので、市場に出回ることはありません。なお、流通段階の検査では 100％基準値以下でした。 
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（２）出荷制限の措置

県産農林水産物の放射性物質検査で基準値を超過した場合、県は速やかにその結果を公表し、国に

報告するとともに、関係事業者に対し、当該農林水産物が市場に出回ることのないように出荷の自粛

を要請します。県の報告を受け、国の原子力災害対策本部が状況に応じて、知事に対し出荷制限を指

示します。県では、その指示を受け、市町村、関係事業者に対し出荷をしないように要請するととも

に、管理計画（解除に向けた検査計画を含む）を策定し、要請が確実に実施されているかを関係事業

者に確認し常に状況を把握しています。 
また、海産水産物は、出荷前検査を実施するほか、さらに基準値を超える水産物を市場に流通させ

ない対策として、漁業団体、流通団体、宮城県など県の水産関係 23 団体で構成する「宮城県水産物

放射能対策連絡会議」で、本県の検査結果に加え、隣県での検査結果も踏まえ、水揚げ自粛措置を行

っています。 
なお、出荷制限等の解除は、品目毎に定められており、海産水産物の場合、個別品目毎の検査方針

に基づき検査した結果が一定期間安定して基準値以下となったことを確認し、県が国へ解除の申請を

します。 

３３ 測測定定結結果果のの公公表表

測定結果については、「みやぎ原子力情報ステーション」で公表し、分かりやすくお伝えしていま

す。モニタリングポストの空間放射線量の数値については、最新の測定結果はもとより、過去の測定

結果も見ることができます。 
本サイトは日本語の他に英語、中国語、韓国語で閲覧が可能で、世界に向けて情報発信を行ってい

ます。 
■みやぎ原子力情報ステーション https://www.r-info-miyagi.jp/r-info/ 
■食産業振興課ホームページでは、県産農林水産物の検査結果を水曜日に公表しており、最新の

検査結果をご覧いただけます。 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/ 
■水産業振興課ホームページでは、本県における海産水産物の水揚自粛・出荷制限状況や、県漁

業協同組合による自主検査の結果がご覧いただけます。 
 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/hoshahoujoho.html 

 
（参考） 

主主 要要 都都 市市 のの 放放 射射 線線 量量

都都市市
放放射射線線量量

（（μμ ））
測測定定日日

仙仙台台 ． ，

石石巻巻 ． ，

ニューヨーク ． ，

パリ ． ，

ベルリン ． ，

ロンドン ． ，

シンガポール ． ，

香港 ． ，

北京 ． ，

台北 ． ，

ソウル ． ，

出典：原子力規制委員会、日本政府観光局（JNTO）
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Miyagi Prefecture’s Measures against Harmful Rumors 
 

Since the Tokyo Electric Power Company’s Fukushima Daiichi Nuclear Power Station accident, Miyagi 
Prefecture has been continuing to monitor the radiation levels in the natural environment including air and water, 
as well as food products, and striving to widely publicize the measurement results and communicate accurate 
information. 

The results of the measurement show that air radiation levels in Sendai City and Ishinomaki City are the same or 
even lower than the air radiation levels in other major cities around the world (such as Paris, London, New York, 
Singapore, etc.), and there is no need to worry about radiation. Due to the thorough testing of the radioactive 
materials contained in agriculture, forestry and fishery products, no product that exceeds the national radiation 
standards will be distributed to the market. 

The information below outlines some of the various efforts carried out in Miyagi Prefecture to transmit accurate 
information and eradicate the harmful rumors. 
 
1. Measuring radiation levels/concentration of radioactive materials 

In order to check the spread of the effects of radioactive materials, we widely conduct air radiation level 
measurements focusing on the living environment of people and are constantly monitoring the amount of radiation 
in the air to ensure further safety. 

Also, in order to measure the concentration of radioactive materials, we carry out comprehensive tests and 
measurements including those to prevent secondary pollution related to industries, in addition to measurements of 
food, beverages, and the environment in which foods are produced, the air and soil, and facilities used by many 
people, etc.  
 
(1) Specific initiatives 

To understand the fluctuation of the air radiation levels even more quickly, we conduct constant monitoring 
through 24-hour continuous measurements at 40 monitoring posts set up in all municipalities in the prefecture 
(including monitoring of the Onagawa Nuclear Power Station), and the data is released online in real time every ten 
minutes. In addition, high-precision radiation meters have been distributed to prefectural municipalities and relevant 
facilities of the prefecture so that accurate and detailed measurements are carried out and utilized to comprehend 
and ascertain local air radiation levels. 

Furthermore, to confirm the safety of facilities utilized by large numbers of people, including prefectural residents 
and visitors from other prefectures, air radiation levels at recreational facilities such as beaches and the concentration 
of radioactive materials in seawater are being measured. 

Measurements are being taken of air radiation levels at the harbor areas within the prefecture and of the 
concentration of radioactive materials in seawater to inform those conducting business at harbors from in Japan and 
overseas of their safety. Moreover, the surface radiation levels of containers are measured to confirm the safety of 
cargo shipped from harbors in the prefecture. 

For companies in the prefecture that are required by their clients to measure residual radioactive materials, 
measurements are taken of the concentration of radioactive materials in food products and surface radiation levels 
of items such as industrial goods upon request. In addition, the concentration of radioactive materials is thoroughly 
measured in each stage of production, distribution, and consumption to prevent foods that exceed the standards for 
radioactive materials concentration from being distributed. (The inspection system for foods is explained in further 
detail from the next page.) 

 
(2) Summary of measurement results for radiation and radioactive materials 
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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Miyagi Prefecture’s Measures against Harmful Rumors 
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of items such as industrial goods upon request. In addition, the concentration of radioactive materials is thoroughly 
measured in each stage of production, distribution, and consumption to prevent foods that exceed the standards for 
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detail from the next page.) 

 
(2) Summary of measurement results for radiation and radioactive materials 

－ 255 －

宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020  

 

- 1 - 
 

ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

 

- 256 - 
  

Air radiation levels are continuously measured for 24 hours a day at 58 monitoring posts in Miyagi Prefecture, 
and as of 12:00 p.m. on February 1, 2021, the maximum air radiation value was 0.54 microsieverts per hour. Based 
on this, the annual radiation level is calculated to be approximately 0.5 millisieverts. (This value is lower than 
regions around the world with high natural radiation levels. For example, the annual natural radiation level in 
downtown Guarapari in Brazil is approximately 10 millisieverts.) 

Of the radioactive materials released by the nuclear accident, there is particular concern over the impact of 
radioactive cesium, which persists for a long time. However, in 2019, radioactive cesium was neither detected in 
the tap water or well water, nor from the seawater, river water and lake water in Miyagi Prefecture. 

 
2. Food initiatives 

Miyagi Prefecture tests for radioactive materials in agriculture, forestry, and fishery products at the production 
stage and confirms they do not exceed national standard values. Test results are regularly released, and measures 
such as shipment restrictions are taken to prevent agriculture, forestry, and fishery products that exceed reference 
values from being distributed to the market. 
(1) Testing system 

Testing at the production stage is carried out by using precision testing equipment and simple testing equipment 
installed by entities such as prefectural organizations as well as private testing agencies. Furthermore, independent 
testing is also conducted at entities such as municipalities, production groups and the market. 

Matters such as testing frequency, target items, and selection of areas are based on government testing directives, 
and the prefecture is also independently reinforcing testing of products such as rice. Testing is also carried out in 
environments for growing food for livestock feed, compost, 
mushroom logs and soil. 

At the distribution and consumption stage, in addition to 
sample testing for food distribution by entities such as health 
centers and advanced sample testing of school lunch 
ingredients by entities such as education offices, testing is 
carried out on foods brought in by residents in 31 of the 35 
municipalities. 

When there is a risk that the test results of agriculture, 
forestry, and fishery products produced in Miyagi Prefecture in 
the distribution and consumption stage exceeds the standard value established by the government, the prefecture 
will carry out additional confirmation tests. 

All results of testing conducted by the prefecture are regularly made public through homepages and news media, 
but in the event that an alert is required, the information will be made public as needed. 

Every possible measure will continue to be taken through systems that test and observe radioactive materials at 
all stages of production, distribution, and consumption in order to ensure the safety of the agriculture, forestry, and 
fishery products produced in the prefecture. 

In 2019, as a result of testing 252 agriculture, forestry and fishery products at the production stage, radiation was 
either undetected or below standard levels in 98.6% of those products. Also, measures are taken to restrict the 
shipment of products that exceed standard radiation levels, so these products will not be put on the market. At the 
distribution stage test, 100% of the products were lower than standard values. 
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(2) Measures for shipment restrictions 

If agriculture, forestry and fishery products produced in the prefecture exceed the standard value in the radioactive 
material test, the prefecture will immediately release those results, inform the national government and request 
relevant businesses to self-impose restrictions on shipments so that the agriculture, forestry, and fishery products in 
question are not put out into the market. After receiving the prefectural report, the Nuclear Emergency Response 
Headquarters will issue shipment restrictions to the governor depending on the situation. After receiving those 
instructions, the prefecture will request that the municipalities and relevant businesses refrain from making 
shipments, draw up a management plan (including testing plans for lifting the restrictions), and confirm that the 
relevant businesses are clearly carrying out the requests. Miyagi Prefecture will have a grasp of the situation at all 
times. 

Also, in addition to conducting pre-shipment tests of marine products, the Miyagi Prefecture Marine Products 
Radioactivity Countermeasures Liaison Conference (consisting of 23 entities related to marine products in the 
prefecture, including fishermen’s associations, distribution groups, and Miyagi Prefecture) implements self-
imposed measures on fish hauls based on test results from Miyagi Prefecture and neighboring prefectures as a further 
measure to ensure that marine products exceeding the standard value are not distributed to the market. 

The lifting of shipment restrictions and other measures are stipulated by item. In the case of marine products, the 
prefecture will apply to the government for removal of restrictions when the results of tests based on testing policies 
for individual items are consistent for a specific period of time and are confirmed to be below the standard value. 
 
3. Publication of measurement results 

Measurement results are made public on the “Miyagi Nuclear Power Information Station” and presented in an 
easy-to-understand manner. Visitors can view the latest measured values for air radiation levels at the monitoring 
posts as well as past measurement results.  

In addition to Japanese, the website is available in English, Chinese and Korean so that information can be 
communicated globally. 

■Miyagi Nuclear Power Information Station https://www.r-info-miyagi.jp/r-info/en/ 
■The Food Industry Promotion Department homepage publishes test results of agriculture, forestry and 
fishery products every Wednesday. The latest test results can be viewed. 
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好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  



宮城県貿易関係企業名簿 2020  Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020 

 

- 258 - 
  

  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokushin/ 
■The Marine Products Promotion Department homepage provides information on self-imposed restrictions 
on fish hauls and shipment restrictions for marine products in Miyagi Prefecture, and results of voluntary 
testing by the Miyagi Prefecture Fisherman’s Cooperative. 

  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/suishin/hoshahoujoho.html 
 

(Reference) 

Radiation Levels in Major Cities 

City Radiation Level 
（（μSv/h）） 

Date 
Measured 

Sendai City 0.038 Feb. 1, 2021 

Ishinomaki City 0.040 Feb. 1, 2021 

New York 0.046 Jan. 18, 2019 

Paris 0.043 Oct. 15, 2017 

Berlin 0.078 Sep. 27, 2019 

London 0.108 Jan. 24, 2018 

Singapore 0.100 Sep. 26, 2019 

Hong Kong 0.090-0.140 Sep. 27, 2019 

Beijing 0.072 Sep. 24, 2019 

Taipei 0.057 Jan. 21, 2019 

Seoul 0.119 Sep. 24, 2019 

Source: Nuclear Regulation Authority, Japan National Tourism Organization (JNTO) 
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能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
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The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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ははじじめめにに  

この度、日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと宮城県は、宮城県内の貿易関係企業を広く国内外

に紹介し、本県の貿易及び国際経済交流の促進を図るため、「宮城県貿易関係企業名簿２０２０（電子版）」を作成い

たしました。 

 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
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Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
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 名簿については 2018 年度から当機構のホームページにデータベースとして掲載し、また 2019 年度からは検索機

能を付けて閲覧しやすく改良しております。 

海外展開統計は、これまで隔年で調査、作成し、当機構のホームページに掲載するなどして情報提供を行い、ご

好評をいただいております。今回は、県内の貿易関係企業 239社の最新情報をもとに作成しました。 

 東日本大震災から 10年が経過しましたが、宮城県では、着実に復興が進む反面、東京電力福島第一原子力発電

所事故の風評の影響により、本県産食品について依然一部の国・地域で輸入規制が行われています。こうした中で、

国内外の皆様に宮城県について正しく理解していただくため、「宮城県の風評被害対策」のページで詳しく説明して

おりますので、ご参照いただきたく存じます。 

 なお、本名簿については、2018 年度から紙冊子での提供は行わず、電子版のみを作成しホームページに掲載して

おります。 

本名簿の作成にご協力をいただきました企業・関係機関の皆様に、心からお礼を申し上げますとともに、本名簿が

宮城県の貿易・投資誘致の一助となれば幸いです。 

日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センター 

 宮城県経済商工観光部 アジアプロモ―ション課 
 

FFoorreewwoorrdd  

The Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai, and the Miyagi Prefectural Government have compiled the 

“Directory of Trading Companies in Miyagi Prefecture 2020” to introduce trade-related companies in Miyagi 

Prefecture and to facilitate exports, imports, and economic exchange both with the rest of Japan and with the rest of 

the world. 

We have uploaded the directory on our website database since 2018. Furthermore, we added a retrival function in 

2019  to make it easier to browse the directory. 

The overseas business statistics report, prepared on the basis of a survey conducted every other year, has been 

made available on our website and received favorable reviews. This year’s edition is based on the latest information 

on 239 trade-related companies in Miyagi Prefecture. 

Ten years have passed since the Great East Japan Earthquake. Miyagi Prefecture has been making steady progress 

towards recovery, yet some countries and regions are still placing import restrictions on foodstuffs produced in the 

prefecture because of the damage to its reputation caused by the disaster at the Tokyo Electric Power Company’s 

Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. In light of these circumstances, we have added the pages “Miyagi 

Prefecture’s Actions against Harmful Rumors Regarding the Nuclear Accident” to this directory to communicate 

correct information to people inside and outside Japan. 

Since 2018, we have stopped distributing the directory in printed form. It is only available online in electronic format. 

We would like to express our sincere appreciation to all companies and organizations involved in the compilation of 

this directory. We hope that this directory will contribute to promoting trade with Miyagi Prefecture and attracting 

investment. 

Japan External Trade Organization (JETRO) Sendai 

Asia Promotion Division, Miyagi Prefectural Government  
  


