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【水沢地域】(福)愛護会 青木眼科ク
リニック (税)あおば会計 ㈱浅間建設 
㈱アズアズ水沢店 ㈲アトム工房 ㈱
姉体自動車工業 AVANTI㈱ あべ印
刷㈱ ALSOK岩手㈱ 胆沢平野土地
改良区 (医)石川病院 EC南部コーポ
レーション㈱ 板倉小児科医院　胃
腸クリニック ㈲伊藤建設興業 イワ
セキ商事㈱ ㈱岩手銀行水沢支店 岩
手ニチレキ㈱ (福)岩手ひだまり会 
(福)岩手福寿会 永薬品商事㈱ ㈱及
川運送 ㈱及富 ㈱オイラー 奥州エ
フエム放送㈱ 奥州商工会議所 ㈲奥
州ネット 大井電気㈱水沢製作所 お
おとし消化器科整形外科 おおまち
整骨院 ㈲小沢商会 ㈲オックス画房 
㈲乙女屋 ㈱小野硝子工業所 ㈱オノ
ダ ㈲小野徳三郎商店 小原自動車工
業㈱  貝山整形外科クリニック 鎌田

段ボール工業㈱ 亀井眼科 ㈲亀文 ㈱
環境保全サービス ㈱北日本銀行水
沢支店 キタノトーヨー住器㈲ ㈲木
村塗装工業 ㈲共栄車輌工業 協栄電
工㈱ 共栄門前 共和設備工業㈱ ㈱ケ
ア・テック (医)啓愛会美山病院 (福)
憲幸会 ㈱県南設備 ㈱県南不動産 ㈲
広新電設工業 ㈱黄金製パン ㈱小平
塗装 (福)駒形会駒形こどもの杜 駒形
神社 (医)桜井医院 ㈱佐々儀 ㈱佐々
重工業 佐藤クリニック さとう内科
クリニック ㈱サンウェイ ㈱サンエ
ス装備 ㈱サンギフト ㈱サンデー水
沢店 ㈱七福人 (福)寿水会 松峯園㈱ 
㈱正和印刷 ㈱水岩タクシー ㈲菅勝
不動産 鈴木内科消化器科クリニッ
ク (福)聖光愛育会水沢保育園 (医)清
和会奥州病院 ㈱セントラル設備機
器 (医)創生会おとめがわ病院 第一自

動車学校 髙惣建設㈱ ㈲高千代 た
かのはし皮膚科 竹花乳腺クリニッ
ク ㈲ダスキン水沢 ㈱立野屋 ㈱胆江
日日新聞社 ㈱智泉 千葉建設㈱ ㈱電
友社 ㈱東開技術 東京自動車㈱ ㈱東
北銀行水沢支店 東北電力㈱水沢電
力センター ㈱東北ネット工業 (福)と
きわ会ときわ保育園  内科板倉医院 
ナカイ㈱岩手本店 ながの内科クリ
ニック ㈱ナカノメ ㈱南部測量設計 
(医)如水会鈴木眼科吉小路 野呂外科
泌尿器科医院 (特非)はいらん家 箱崎
歯科医院 ㈲ハセメディカルサービ
ス ㈲羽田自動車整備工場 花山内科
クリニック 日高神社 (福)ひたかみ福
祉会 ㈱ひびき  (福)ひまわり会 (福)福
伸会 ㈲藤澤塗装 ㈲プレスジュノー 
文秀堂㈱ ㈱北都交通 ㈱松田書店 丸
谷興務店㈱ ㈲丸谷自動車センター 
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㈱丸政 水沢ガス㈱ (一財)水沢環境公
社 ㈱水沢グランドホテル 水沢形成
外科医院 ㈱水沢工事センター 水沢
自動車学校 ㈱ミズサワセミコンダ
クタ ㈱水沢タクシー ㈱水沢鋳工所 
水沢ツーリストサービス㈱ 水沢テ
レビ㈱ ㈲水沢ネット ㈲水沢ボデー 
(医)水沢みなみ皮フ科 ㈱ミチノク水
沢営業所 未来㈲ (福)美楽会 (福)むつ
み会むつみ保育園 (福)無量寿会こば
とこども園 (福)もみじ会もみじ保育
園 盛岡日産モーター㈱水沢店 ㈲柳
屋 ㈲山本左官工業 ㈱ユアテック水
沢営業所 リコージャパン㈱岩手支
社 ㈲リサイクル伊藤 レディースク
リニック清水医院 (福)和光福祉会ド
レミ保育園 ㈲ワンダー商会
【江刺地域】岩手江刺農業協同組合 
江刺猿ヶ石土地改良区 (福)江刺寿生
会 (福)江刺保育園  (福)智禅会 愛宕保
育園 (福)暁泉会暁学園 (福)協同光陽
会 ㈱孝輝殿 白金運輸㈱ ㈱西浦精機
岩手工場 マルモ通信商事㈱  ㈲森幸
商会

【前沢地域】㈲阿部製麺 (福)アリノ
ママ会前沢保育園 イオン東北㈱イ
オン前沢店 岩手協和食品㈱ ㈱岩手
金吾堂 (福)岩手県社会福祉事業団た
ばしね学園 ㈱岩手東京ワイヤー製
作所 おいかわ耳鼻咽喉科医院 大石
歯科医院 ㈲おかる ㈱北日本銀行前
沢支店 県南設備工業㈱ ㈱小林機械
岩手工場 ㈱今野商店 さとう整形外
科・リウマチ科クリニック 品川光
学㈱岩手工場 (福)白梅会白梅の園 ㈲
志和商店 ㈲菅勝建設 ㈲鈴木商会 ㈱
鈴健 たかはし歯科医院 たかはし内
科胃腸科クリニック 田村川上医院 
㈲ちだきゅう ちだ歯科 ㈱千田電機 
つくし薬局 津田歯科医院 (福)つつじ
会まえさわ苑 ㈱デジアイズ ㈱東北
シーアイシー研究所岩手工場 ㈲ニ
エドー仁衛堂薬局 野村産業㈱岩手
工場 ㈱ピースワン 船橋商事㈱ ㈲本
城運輸 舞鶴自動車整備工場 前沢実
業㈲ 前沢自動車学校㈱ 前沢商工会 
㈱前沢タクシー ㈲前沢不動産 ㈲前
田鋳工所 丸協建設㈱ ㈲三浦自動車

整備工場 (福)優愛福祉会優愛の家 
㈱ユーテムプレシジョン東北工場 
㈱吉田石油
【胆沢地域】(福)愛育会 ㈲アドライ
テック ㈱阿部総業 ㈲胆沢交通 (福)
胆沢コスモス会 いさわ福祉会 (福)胆
沢やまゆり会 ㈲胆沢養豚 岩手ふる
さと農業協同組合  ㈲エス・ケー・
ケー・オカド ㈲大塚クリーニング 
㈱小山製麺 ㈱神文ストア ㈲恭立エ
ンジニア ㈱キンレイ (福)幸生会 ㈲
工務店おのでら (資)佐貞商店 ㈱サン
セイ・イサワ ㈲菅原建設 菅原成志
建築事務所 ㈲総建 ㈲タイガー商会 
ティアール工業㈱水沢工場 デサン
トアパレル㈱水沢工場 ㈱ひめかゆ 
㈲松平自動車工業
【衣川地域】㈱市川ゴルフ興業 小岩
金網㈱岩手衣川工場 伊藤工務所 (福)
衣川会 (特非)衣川こぶしの会 ㈲衣川
環境 衣川造園 ㈲衣川タクシー 菅原
シェル中子製作所 ㈱大東住器 高橋
建設 ㈱スキルグリスター ㈲丸勝工
建 ㈱みやび防水デザイン
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