
グループ名 グループ類型 構成員（補助対象事業者） 業種（事業内容）

③地域に重要な企業集積型 志賀建設工業株式会社 サービス業、建設業（産業廃棄物処理業、土木建設業）

アースクリーン宮城株式会社 サービス業（一般廃棄物・産業廃棄物処理業）

有限会社山喜建材 運輸業（一般貨物運送業、産業廃棄物収集運搬）

二ツ山建設株式会社 建設業（土木工事、建築工事）

株式会社ヒルタ 建設業（クレーン工事業）

有限会社千葉工作所 建設業（一般住宅建築）

有限会社小笠原材木店 卸売業（建材販売）

有限会社日野土建 建設業（土木工事、下水工事等）

有限会社アベツネ製作所 製造業（陸上ネット製造、加工、取付）

有限会社金森運送 運輸業（一般貨物運送業）

株式会社エハタ運輸 運輸業（一般貨物運送業）

高橋利広(高橋工業) 建設業（給排水設備工事）

株式会社牡鹿観光 不動産業（分譲住宅・不動産賃貸）

有限会社雁部プラント 建設業（管工事業）

有限会社大幸電気工事 建設業（電気工事・設計施工）

株式会社三星工業 建設業（土木工事・舗装工事・とび作業他）

高田建設工業株式会社 建設業（港湾土木）

木村好伸(カンパニー木村) 運輸業（砕石・砂利運搬、産業廃棄物収集運搬）

株式会社マルテック 建設業（土木・建築一般）

有限会社須田重機 建設業（土木工事）

有限会社渋谷産業 建設業（土木工事）

株式会社ヒラマ 建設業（土木工事・建築工事）

有限会社立石建設運輸 運輸業（一般貨物運送業、産業廃棄物収集運搬）

有限会社梶原総建 小売業（建設資材販売）

有限会社マルエー新成工業 建設業（一般土木工事）

③地域に重要な企業集積型 戸田美紀(戸田海産物店) 小売業、卸売業（海産物販売）

株式会社佐藤兄弟商会 小売業（家庭電化製品・たばこ販売）

本吉哲子 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

森田茂(森田電機商会) 小売業（電化製品販売）

松川浩一朗 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

株式会社二葉燃料 小売業（燃料等販売、設備工事）

安倍秀一(ファミリーショップあんべ) 小売業（生鮮食品等販売）

鈴木克博(鈴木理容所) サービス業（理容業）

石巻建設関連復興グループ

石巻生活コミュニティ復興グ
ループ

第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 



グループ名 グループ類型 構成員（補助対象事業者） 業種（事業内容）

第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 

（③地域に重要な企業集積型） 齋藤昭次(ファッションショップさいとう) 小売業（衣料品・化粧品販売）

有限会社白光電機 小売業、サービス業（家電販売、修理）

木川幸夫(木川整骨院) 医療業（整骨院・鍼・灸）

有限会社ヘルシーケアシステム 医療業（柔道整復業・鍼灸業他）

米谷とく子(わかば美容室) サービス業（美容業）

有限会社風月堂 製造業、小売業（菓子製造、販売）

佐々木健二(SK商会) 小売業、サービス業（自動車販売、整備）

株式会社平和堂 製造業、小売業（菓子製造、販売）

伊藤公男(MAX POINT) 小売業、サービス業（自動車販売・整備、マリン用品販売）

伊藤裕章 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

横尾辰美(タツミ・オート) サービス業（自動車板金塗装業）

渡邊洋子(酒房りん) 飲食業（小料理）

伊藤和明(メンズヘアージャミング) サービス業（理容業）

中西昌夫(中西鈑金) サービス業（自動車板金塗装業）

佐々木正(吉野中華料理店) 飲食業（食堂）

株式会社野村モータース 小売業、サービス業（プレジャーボート・船外機販売、修理）

大森幸悦(みなと電化センター) 小売業（家電製品販売）

佐藤善正(理容佐藤) サービス業（理容業）

③地域に重要な企業集積型 武山晃一(武山建築) 建設業（建築工事、土木工事）

三條喜久男(三條建築) 建設業（建築工事）

今野吉昭(今野ブロック) 建設業（コンクリート工事）

③地域に重要な企業集積型 株式会社吉野工業 建設業（土木建築工事）

佐藤仁志(佐藤住建) 建設業（一般住宅建築施工）

吉野弘正(吉野住建) 建設業（一般住宅建築施工）

渥美清松(渥美製材所) 製造業、小売業（木材製造、販売）

有限会社雫石組 建設業（土木建設工事）

名和孝二(牡鹿設備工業所) 建設業（給排水、土工、コンクリート工事）

遠藤利光(遠藤工務店) 建設業（木造建築）

遠藤秀勝(遠藤建築) 建設業（一般木造建築施工）

金野晃(金野建築) 建設業（一般木造建築施工）

藤野義雄(藤野建設) 建設業（一般住宅建築施工）

松川清悦(松川建築) 建設業（一般住宅建築施工）

有限会社新沼工務店 建設業（一般住宅建築施工）

石巻北部エリア被災者向け復興
住宅供給グループ

牡鹿地区建設業再生・復興推
進グループ

（石巻生活コミュニティ復興グ
ループ）



グループ名 グループ類型 構成員（補助対象事業者） 業種（事業内容）

第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 

③地域に重要な企業集積型 目黒政明(割烹民宿めぐろ) 宿泊業（民宿、仕出し）

千々松正行(鯨歯工芸千々松商店) 製造業、小売業（鯨歯工芸品製造、販売）

阿部泰子(民宿泰平荘) 宿泊業（民宿）

前川耕治(みさき屋) 飲食業（食堂）

管眞宏(食事処かんた) 飲食業（食堂）

③地域に重要な企業集積型 有限会社原商店 サービス業、飲食業、小売業（法事会館、飲食業、魚介類販売）

株式会社鈴勘 小売業（衣料品ギフト販売）

株式会社田中酒造店 製造業（清酒製造）

亘理晶子(喜久しん) 飲食業（割烹料理）

③地域に重要な企業集積型 有限会社大和機缶 製造業（鉄工、製缶業）

大栄重機工業株式会社 建設業（クレーン揚重業）

有限会社東北建設工業 建設業（鋼構造物工事業、機械器具設置工事業）

南洲機工有限会社 製造業（鉄工全般）

宍戸義明(宍戸製作所) 製造業（金属加工業）

③地域に重要な企業集積型 有限会社村上表具内装店 建設業（内装仕上工事）

村上義和 不動産賃貸業（事業所賃貸）

有限会社熊谷測量設計 建設業（測量）

小野幸工業株式会社 建設業（建設資材供給）

有限会社丸本建設 建設業、サービス業（建築・土木、産業廃棄物処理業）

小室昭一(小室畳店) 製造業（畳製造）

③地域に重要な企業集積型 有限会社精工堂本店 小売業（時計・宝石販売）

奥田信郎 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

エネックスジャパン株式会社 小売業、卸売業（プロパンガス販売、産業用高圧ガス・産業用資機材卸売）

佐藤千代子(理容日本橋) サービス業（理容業）

有限会社シーウィンドウオフィス サービス業（美容業）

相田和恵 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

株式会社気仙沼ハイタク 運輸業（タクシー業）

村上孝博 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

株式会社潮見治療院 医療業（あん摩マッサージ・鍼灸・接骨）

千葉孝子(スナック コンパル) 飲食業（飲食業）

加藤敬一(やおりき商店) 小売業（食料品販売）

小野寺政之(黒ユリ画房) 製造業（看板製作）

畠山喜代隆(山純呉服店) 小売業（呉服、寝具、学生服、洋品販売）

牡鹿の美しい地域資源を守るグ
ループ

加美友志会グループ

環境プラントエンジニアリング

気仙沼建設業雇用経済再生グ
ループ

気仙沼商業コミュニティ復興グ
ループ



グループ名 グループ類型 構成員（補助対象事業者） 業種（事業内容）

第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 

（③地域に重要な企業集積型） 鈴木健吾(鈴木風呂タイル工業所) 建設業、サービス業（ボイラー・浴槽等住宅設備取付、修理）

佐々木貴志(常州園茶舗) 小売業（お茶販売）

高橋寛弘(やまと食堂) 飲食業（ラーメン店）

片桐徳吉(片桐電気) 小売店（電気器具販売）

貝塚英二郎(えいとれい) 飲食業（飲食業）

斉藤エミリタ(スナック　キサナドゥ) 飲食業（飲食業）

株式会社金原 小売業（化粧品、医薬品、婦人服等販売）

菅原京子(カット・パーマ　ｊOY.) サービス業（美容業）

上野由紀江(上野料理教室) 学習支援業（料理教室）

有限会社ヨネキ商店 小売業（農産種苗、園芸、農業資材販売）

斉藤政晴(角星園茶舗) 小売業（お茶販売）

齋藤茂昭(ミドリムセン) 小売業、サービス業（家庭電化製品販売、修理）

金野拓美(金野不動産) 不動産業（不動産仲介業）

有限会社マルト 小売業（コンビニエンスストア）

小山保朋(民宿いわさき荘) 宿泊業（旅館）

豊田株式会社 小売業（衣料品・寝具・装身具等販売）

有限会社大澤屋 小売業（衣料品販売）

熊谷英二 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

加藤祐子(アルソア加藤) 小売業（化粧品販売）

加藤信夫 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

有限会社渡辺無線 小売業、サービス業（電気製品販売、福祉用品等レンタル・販売）

渡辺耕良 不動産賃貸業（不動産賃貸業）

株式会社あさひ鮨 飲食業（寿司店）

熊谷敬一(熊谷牛乳大沢販売所) 小売業（牛乳販売）

③地域に重要な企業集積型 株式会社三善材木店 卸売業（輸入木材販売）

佐藤松夫(北浜硝子) 小売業（サッシ・ガラス販売）

有限会社櫻井住設 小売業（各種燃料・住宅機器販売）

株式会社東明商事 製造業、小売業（非鉄金属スクラップ、販売）

津田一夫(大丸シャッターサービス) 建設業（鋼製建具業）

有限会社鈴勝建設 建設業（建築工事業、土木工事業）

有限会社トータル・モービル・アオキ 製造業（鋼造物製造及び設置工事）

株式会社シマムラ 建設業（屋根工事・外装工事業）

有限会社藤倉クレーン 建設業（クレーン揚重業）

株式会社エイシン冷熱 建設業（冷暖房設備設置）

塩竈エリア生活環境整備グルー
プ

（気仙沼商業コミュニティ復興グ
ループ）



グループ名 グループ類型 構成員（補助対象事業者） 業種（事業内容）

第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 

③地域に重要な企業集積型 伊丹孝弘(伊丹建築工房) 建設業（新築一式工事請負、リフォーム工事一式請負）

有限会社本郷石材工務店 建設業（新築一式工事請負、リフォーム工事一式請負）

株式会社樹建設 建設業（一般建設業）

小林義弘(小林内装) 建設業（内装業）

宮澤守(ミヤザワ電気) 建設業（電気工事、屋内電気配線工事）

今野春宣(今野硝子店) 建設業（硝子修理・硝子加工販売施工）

伊丹勉(ガレージカーメリー) 小売業、サービス業（自動車販売、修理業）

③地域に重要な企業集積型 ミカド電機工業株式会社 卸売業（自動車用バッテリー販売）

有限会社湊電装工業所 小売業、サービス業（自動車用バッテリー販売、サービス）

有限会社セブン電機 小売業、サービス業（自動車電装品取付販売修理、車検整備）

有限会社櫻井兄弟電機 小売業、サービス業（自動車用バッテリー販売、サービス）

株式会社ミカド金属 サービス業（非鉄金属リサイクル、住宅解体）

ミカド電装商事株式会社 小売業、サービス業（各種蓄電池・太陽光発電等の販売、据付工事）

③地域に重要な企業集積型 津田建設株式会社 建設業（木造住宅建築業）

村上正一(村上建築) 建設業（一般新築工事、リフォーム工事）

石川栄一(石川板金施工) 建設業（住宅の板金工事）

野村榮利(野村建業) 建設業（一般住宅建築）

有限会社麻生不動産 建設業（木造建築の建築・請負）

株式会社豊浦建設運輸 建設業、運輸業（民間・公共工事請負、建設資材運搬・販売）

高梨環境整備株式会社 サービス業、小売業（産業廃棄物処理業、再生砕石販売）

隆盛重機有限会社 建設業（パイルメーカー、クレーン作業、杭工事）

江藤昭宣(江藤鉄工) 建設業（鉄骨建設及び階段手摺り取付）

森啓(東北工業) 製造業（製缶鈑金、金属製品製造、鉄骨製造）

③地域に重要な企業集積型 有限会社マリンメカニック 小売業、サービス業（船舶販売、修理）

小野寺篤(小野寺ボート製作所) 製造業、サービス業（船舶製造、修理）

有限会社ファクトリーマリン 小売業、サービス業（船舶販売、修理）

③地域に重要な企業集積型 有限会社八幡商運 運輸業（一般貨物運送業）

有限会社ヤクボ物流 運輸業（一般貨物運送業）

有限会社エー・エス・ティー 運輸業（一般貨物運送業）

株式会社青葉車体 サービス業（自動車整備業）

二葉運送株式会社 運輸業（一般貨物運送業）

有限会社仙台立和運輸 運輸業（一般貨物運送業）

株式会社リンカイ物流 運輸業（一般貨物運送業、倉庫業、産業廃棄物収集運搬）

七ヶ浜・多賀城　長期優良住宅
で復興の会

自動車用バッテリー流通・サー
ビスグループ

新石巻地区住環境復興グルー
プ

仙塩地区造船業グループ

仙台東部地域住宅関連資材運
送グループ
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第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 

③地域に重要な企業集積型 有限会社滝ノ原 宿泊業（旅館業）

有限会社中国料理四川 飲食業（中華料理店）

有限会社大坂屋 宿泊業、サービス業（旅館業、婚礼宴会場）

遠藤米子(遠藤旅館) 宿泊業（旅館）

有限会社松緑亭高富 飲食業（飲食業）

株式会社シェフドリーム 製造業、小売業（洋菓子製造、販売）

③地域に重要な企業集積型 株式会社佐藤米穀店 小売業（米穀・燃料販売）

今野順一(旬味処木ぼこ) 飲食業（飲食店）

菊池弘(キクヤ靴店) 小売業（靴・履物販売）

門真良明(リビングハウスもんま) 小売業（家具販売）

有限会社白石クリーニング商会 サービス業（クリーニング）

中澤サチ子(チックタック) サービス業（洋服の直し）

石橋信子(ぱせり) 小売業（洋品、器、雑貨販売）

有限会社臨海タクシー 運輸業（小型タクシー）

中澤久恵(喫茶ノンノン) 飲食業（喫茶店）

有限会社多賀城衛生 サービス業（し尿汲取、浄化槽清掃）

三浦カツ子(三浦商店) 小売業（青果物、食料品、水産加工品販売）

星成(星商店) 小売業（米穀販売、ＬＰＧ販売）

③地域に重要な企業集積型 株式会社日産サティオ宮城 小売業、サービス業（自動車販売、整備、修理）

東北三菱自動車販売株式会社 小売業、サービス業（自動車販売、整備、修理）

宮城三菱自動車販売株式会社 小売業、サービス業（自動車販売、整備、修理）

宮城日産自動車株式会社 小売業、サービス業（自動車販売、整備、修理）

③地域に重要な企業集積型 岩手雪運株式会社 運輸業（一般貨物運送業）

有限会社モリテック流通 運輸業（一般貨物運送業）

岡田陸運株式会社 運輸業（一般貨物運送業）

エアーポート物流株式会社 運輸業（一般貨物運送業）

③地域に重要な企業集積型 東北プランテス株式会社 サービス業（鋼製型枠管理保管、補修、運送）

鋼材サービス株式会社 運輸業（一般貨物運送業）

③地域に重要な企業集積型 有限会社ゴトウ建設工業 建設業（建築工事、土木工事業）

丸寿商機株式会社 建設業（一般土木・建築業、給排水設備業）

有限会社津田工業所 建設業（管工事）

東松島市の明日をつくる建設業
グループ

東北ブロックグループ

大和町安心・安全・潤い街作り
グループ

多賀城・七ヶ浜地域生活基盤支
援グループ

電気自動車普及推進グループ

東北FL共栄会



グループ名 グループ類型 構成員（補助対象事業者） 業種（事業内容）

第７次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県） 

③地域に重要な企業集積型 株式会社タッグ サービス業（ペットフレークリサイクル業）

有限会社丸石運輸 運輸業、小売業（一般貨物運送業、石油製品販売）

株式会社白清舎 サービス業（クリーニング）

佐藤雅彦(ロードサイド) サービス業、小売業（自動車修理、販売）

株式会社佐藤商店 小売業、サービス業（スーパー、ガソリンスタンド、葬儀業）

株式会社ケイズスポーツ サービス業、小売業（自動車修理、販売）

サンショウ有限会社 サービス業、小売業（自動車修理、販売）

鳴瀬ガス株式会社 小売業（ＬＰガス、石油、燃焼器具販売）

三浦貞子(理容グリームハウスサトウ) サービス業（理容業）

鹿嶋純子(鹿嶋) 小売業（米穀販売）

鈴木一男(民宿千鳥荘) 宿泊業（旅館）

内海教秀(食事処こばると) 飲食業（飲食業）

③地域に重要な企業集積型 丸山観光株式会社 サービス業、宿泊業（物産館、ホテル）

株式会社エムケーコーポレーション 飲食業、水産加工業、宿泊業、運輸業等（居酒屋等、水産加工、旅館、倉庫等）

松島島巡り観光船企業組合 運輸業（観光遊覧船）

有限会社中長 飲食業（日本料理店）

③地域に重要な企業集積型 菅野兵助(かんの電気工事) 建設業（電気工事）

有限会社佐利商店 小売業（ＬＰガス・灯油販売）

菅原清文(清和) 建設業（土木・配管工事）

丸平木材株式会社 製造業（製材、建築資材販売）

③地域に重要な企業集積型 株式会社くさかや サービス業（葬祭業）

有限会社大友葬儀社 サービス業（葬祭業）

刈谷正廣(刈谷葬儀社) サービス業（葬祭業）

有限会社かねこ サービス業（葬祭業）

株式会社八善堂 サービス業（葬祭業）

株式会社北川 サービス業（葬祭業）

有限会社桜祭壇 サービス業（葬祭業）

有限会社田尻典礼 サービス業（葬祭業）

株式会社きむら葬儀社 サービス業（葬祭業）

有限会社やまと屋 サービス業（葬祭業）

有限会社まつや サービス業（葬祭業）

有限会社渡源 サービス業（葬祭業）

有限会社優夢 サービス業（葬祭業）

株式会社セレモニー吉岡 サービス業（葬祭業）

東松島地域コミュニティグルー
プ

松島湾島巡り観光復興および
観光産業人材育成グループ

南三陸里創建みらいグループ

みやぎ葬祭会館復旧グループ


