
A　ものづくり

A-01 アイシン・コムクルーズ株式会社 ★

A-02 株式会社アロン社

A-03 岩手大学　MMM（エムキューブ）・今野研究室

A-04 岩手大学　デザイン研究室

A-05 株式会社岩手芝浦電子 ★

A-06 株式会社イーアールアイ

A-07 岩手製鉄株式会社 ★

A-08 公益財団法人いわて産業振興センター

A-09 板谷建設株式会社

A-10 株式会社WING ★

A-11 株式会社エフビー

A-12 株式会社及精鋳造所 ★

A-13 株式会社オノデラサイン

A-14 大森クローム工業株式会社

A-15 川口印刷工業株式会社

A-16 株式会社カガヤ

A-17 川嶋印刷株式会社 ★

A-18 株式会社キンレイ ★

A-19 京浜光膜工業株式会社　岩手工場 ★

A-20 株式会社佐々木印刷

A-21 株式会社佐原

A-22 三光化成株式会社　一関工場 ★

A-23 白石食品工業株式会社

A-24 株式会社ジュークス

A-25 株式会社仙北造園

A-26 成和建設株式会社

A-27 株式会社タカヤ

A-28 株式会社デジアイズ

A-29 トヨタ紡織東北株式会社

A-30 東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社 ★

A-31 ハイプラ化成株式会社

A-32 東北ヒロセ電機株式会社・一関ヒロセ電機株式会社

A-33 株式会社フレッシュ ★

A-34 株式会社復建技術コンサルタント ★

A-35 有限会社マルヒ製材

A-36 株式会社妙徳 ★

A-37 株式会社ミクニ　盛岡事業所

A-38 宮城建設株式会社

A-39 美和ロック株式会社

A-40 谷村電気精機株式会社

A-41 ユニカ株式会社　岩手工場 ★

A-42 リコーインダストリアルソリューションズ株式会社　花巻事業所

B　IT

B-01 アローリンクス株式会社

B-02 株式会社アイシーエス ★

B-03 株式会社アイディーエス ★

B-04 岩手県立大学　ソフトウェア設計学講座

B-05 株式会社クーシー

B-06 株式会社ゴーイング・ドットコム ★

B-07 株式会社システムベース ★

B-08 東京システムズ株式会社　岩手研究開発センター

B-09 株式会社ネクスト ★

B-10 株式会社ノーザンシステムサービス ★

B-11 富士ゼロックス岩手株式会社 ★

B-12 リコージャパン株式会社　岩手支社 ★

B-13 株式会社リードコナン ★

C　環境・エネルギー

C-01 一関工業高等専門学校　明石研究室

C-02 一関工業高等専門学校　貝原研究室

C-03 有限会社オーツー ★

C-04 東日本機電開発株式会社 ★

C-05 北良株式会社

C-06 盛岡ガス株式会社 ★

出展団体リスト（業種別）
★：学生が取材した団体
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D　医療・介護・福祉

D-01 社会福祉法人愛護会 ★

D-02 岩手医科大学（附属病院看護部）

D-03 岩手県立大学　看護学部母子看護学講座母性看護学・助産学分野

D-04 岩手県立大学　社会福祉学部

D-05 公益財団法人いわてリハビリテーションセンター

D-06 岩手県立病院

D-07 厚生労働省岩手労働局

D-08 社会福祉法人岩手県社会福祉事業団

D-09 社会福祉法人カナンの園

D-10 共立医科器械株式会社

D-11 合同会社スプリングブリーズ

D-12 中央介護センター有限会社

D-13 医療法人日新堂

D-14 株式会社ポーラ　岩手センター ★

D-15 特定医療法人盛岡つなぎ温泉病院

D-16 盛岡市立病院看護部

D-17 株式会社薬王堂

D-18 社会福祉法人悠和会　銀河の里 ★

D-19 ロッツ株式会社

D-20 社会福祉法人若竹会 ★

E　農林水産・食・六次産業

E-01 岩手県漁業協同組合連合会・公益財団法人岩手県漁業担い手育成基金

E-02 岩手県森林組合連合会

E-03 ＪＡいわてグループ

E-04 イオンアグリ創造株式会社　岩手花巻農場 ★

E-05 株式会社岩手ファーム ★

E-06 株式会社岩手畜産流通センター

E-07 岩手大学　農学部水産システム学水産食品加工学研究室

E-08 公益社団法人岩手県農業公社 ★

E-09 株式会社岩手エッグデリカ・株式会社サラダファーム ★

E-10 菊の司酒造株式会社 ★

E-11 サンコー食品株式会社

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

E-19

株式会社十文字チキンカンパニー ★

有限会社タニムラフードサービス

花巻農業協同組合（ＪＡいわて花巻）

有限会社早野商店

株式会社ベアレン醸造所 ★

みちのくコカ・コーラボトリング株式会

社盛岡大学　栄養科学部・木村ゼミ

株式会社ユニバース

F　地域資源・観光・暮らし

F-01 株式会社アート不動産

F-02 株式会社新鉛温泉　結びの宿　愛隣館 ★

F-03 岩手県北バス（岩手県北自動車株式会社）

F-04 株式会社岩手ホテルアンドリゾート ★

F-05 株式会社岩手めんこいテレビ ★

F-06 株式会社岩手銀行 ★

F-07 株式会社岩手日報社

F-08 株式会社いんべクリーニング

F-09 岩手県

F-10 有限会社栄光商会

F-11 大船渡市

F-12 株式会社カワチ薬品

F-13 株式会社川徳 ★

F-14 株式会社木津屋本店

F-15 北上ロード株式会社

F-16 久慈琥珀株式会社

F-17 株式会社コメリ

F-18 三陸鉄道株式会社

F-19 雫石町観光商工課

F-20 志戸平温泉株式会社

F-21 紫波町しわみやげプロジェクト

F-22 株式会社スズキ自販岩手 ★

F-23 株式会社菅文

F-24 花巻温泉株式会社 ★

F-25 株式会社ベルジョイス ★

★：学生が取材した団体
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F　地域資源・観光・暮らし

F-26 株式会社マイヤ ★

F-27 盛岡ターミナルビル株式会社 ★

F-28 株式会社山人-yamado- ★

F-29 株式会社レオパレス２１ ★

G　ひとづくり・まちづくり

G-01 一般社団法人アースメイト

G-02 岩手大学　COCプロジェクト

G-03 岩手県立大学　いわて創造教育プログラム

G-04 岩手県中小企業家同友会

G-05 岩手県中小企業団体中央会

G-06 岩手県商工会議所連合会・盛岡商工会議所

G-07 一関工業高等専門学校

G-08 岩手県立大学　総合政策学部「スマイルチャージいわてプロジェクトFes"an×students」・学生広報グループ｢バーガーズ」

G-09 岩手県立大学　盛岡短期大学部・学部プロジェクト（代表・吉原秋）

G-10 岩手県立大学　宮古短期大学部・岩手県立大学宮古短期大学部学生赤十字奉仕団

G-11 岩大E_code

G-12 SoRaStars株式会社

G-13 岩手大学　視覚文化（映像メディア）研究室

G-14 いわてで働こう推進協議会

G-15 一関市

G-16 岩泉町

G-17 いわてグローカル人材育成推進協議会（公益財団法人岩手県国際交流協会）

G-18 NPO法人wiz ★

G-19 株式会社エムシーエス　生涯学習センター

G-20 奥州市

G-21 釜石市＜釜石ローカルベンチャーコミュニティ＞

G-22 起業家人材育成講座　いわてキボウスター開拓塾

G-23 杏林大学

G-24 株式会社菊池技研コンサルタント ★

G-25 北上市

G-26 久慈市役所商工振興課

G-27 葛巻町

G-28 株式会社昭和土木設計 ★

G-29 滝沢市（滝沢市IPUイノベーションセンター）

G-30 ＤＳ・Ｊ岩手金ケ崎校

G-31 遠野市

G-32 二戸市

G-33 八幡平市

G-34 花巻市

G-35 パソナ東北創生＜復興・創生インターン＞

G-36 富士大学

G-37 富士大学　地域連携推進センター

G-38 株式会社フクタ ★

G-39 公益財団法人ふるさといわて定住財団

G-40 宮古市

G-41 特定非営利活動法人未来図書館 ★

G-42 盛岡大学　短期大学部岩崎ゼミ「子どもの居場所支援活動」　

G-43 盛岡大学　文学部

G-44 盛岡市役所

G-45 株式会社ヤマイチ

G-46 矢巾町役場

★：学生が取材した団体
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