
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 生出栄一 不動産業（不動産賃貸業）

株式会社黄金タクシー 一般乗用旅客自動車運送業（一般旅客運送事業）

木村榮子 不動産業（不動産賃貸業）

有限会社カクイチ浜田商店 宿泊業（民宿）

伊東陽子(IZAKAYAようこ) 飲食業（居酒屋・カラオケ）

川村洋章(カワムラ釣具店) 小売業（釣りエサ、釣り具の販売修理）

今野敏郎(こーひーどっぷ) 飲食業（軽食・喫茶店）

今野徳之 不動産業（不動産賃貸業）

木村三男(三秀) 飲食業（中華料理等）

岡裕彦(ダイヤモンドヘッド) 飲食業（飲食店・ライブハウス）

成田城太郎(成田家) 飲食業（日本料理・牛タン焼き・すきやき・しゃぶしゃぶ）

濱田淳(民宿清和荘) 宿泊業（民宿）

木村俊裕(民宿やまだい) 宿泊業（民宿）

③地域に重要な企業集積型 株式会社赤間商会 小売業（プロパンガス・石油販売）

有限会社兼宮商店 卸売・小売業（海産物卸売・小売、中古バイク買取販売）

宮元伸成 不動産業（不動産賃貸業）

有限会社木村電機商会 小売業（家電販売）

有限会社平初鮮魚店 小売業（魚介類販売）

有限会社三重商会 小売業（船具・機械工具販売）

今野正五(今野鮮魚店) 小売業（魚介類販売業）

島貫洋子(大新) 小売業（衣料品販売）

木村由紀子(パーマ屋ありす) サービス業（美容業）

鈴木祐二(フラワーショップ花友) 小売業（生花販売）

③地域に重要な企業集積型 有限会社五十番タクシー 一般乗用旅客自動車運送業（一般旅客運送事業）

有限会社なすやタクシー 一般乗用旅客自動車運送業（一般旅客運送事業）

及川直人(歌津タクシー) 一般乗用旅客自動車運送業（一般旅客運送事業）

小山富男(小山輪業商会) 小売業・サービス業（二輪販売修理、合鍵製作）

佐藤ふみ 不動産業（不動産賃貸業）

女川観光活性化グループ

女川商業活性化グループ

タクバイ（TAXI&Bicycle）グルー
プ

第１０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１０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 杉本靜子(石巻ベニヤ板商会) 小売業（新建材販売）

有限会社遠藤工務店 建設業、不動産業（一般建築・リフォーム工事、不動産賃貸業）

遠藤健(遠藤寅屋店) サービス業（産業廃棄物収集運搬、重機運搬、自動車運搬、レッカーサービス）

桜井建設工業株式会社 建設業（土木一式、舗装、とび土木の各工事請負業）

佐藤雅信(佐藤建設) 建設業（一般建築・木材加工）

株式会社三興電機 サービス業（産業・建設機械の修理販売）

株式会社信栄建設 建設業（一般建築・建築設計）

株式会社瀬崎組 建設業（土木工事、とび・土工・コンクリート工事）

髙橋徳明(髙徳建築事務所) 一般建設業（一般建築・リフォーム工事）

高橋洋(高橋板金工業所) 建設業（板金工事、屋根・外壁工事）

阿部浩文(拓真工業) 建設業（配管設備）

有限会社東武美装社 サービス業（塗装工事・野外広告美術）

有限会社東和電設 建設業（電気設備工事）

株式会社奈須野組 建設業、造船業（ＦＲＰ船製造・建築防水工事）

株式会社丸雄組 建設業（建設業）

株式会社マルヨシ興業 建設業（鳶・土木工事業）

株式会社ムトー電機 サービス業（電気機械器具修理）

有限会社山神組 建設業（鳶・土木工事業）

株式会社ヤマゼン雁部組 建設業（土木、建築、とび・土木・コンクリート工事）

有限会社良信 建設業（土木工事一般）

遠藤正良 不動産業（不動産賃貸業）

白出惠子 不動産業（不動産賃貸業）

武藤欣彦 不動産業（不動産賃貸業）

木村歩 不動産業（不動産賃貸業）

③地域に重要な企業集積型 有限会社ベストライン 運送業（一般貨物自動車運送事業）

株式会社宮城運輸 運送業、倉庫業（一般貨物自動車運送事業、倉庫業）

株式会社東北カーゴ 運送業（一般貨物自動車運送事業）

有限会社名取貨物運送 運送業（一般貨物自動車運送事業）

有限会社アシスト物流 運送業、倉庫業（一般貨物自動車運送事業、倉庫業）

仙台低温冷蔵株式会社 倉庫業（倉庫業）

有限会社翼陸運 運送業（一般貨物自動車運送事業）

石巻インフラ整備建設復興グ
ループ

名取地区物流基盤復興促進グ
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１０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 株式会社阿部長商店 観光業、製造・小売業（ホテル経営、水産加工、物販）

株式会社カネト佐々東 卸売・小売業（鮮魚・活魚仲買、小売）

株式会社横田屋本店 製造・卸売・小売業（海産物加工製造、海産物卸、小売）

有限会社菓子舗うつみ 製造・小売業（和菓子・洋菓子・パン製造販売）

③地域に重要な企業集積型 辻憲子(髪・切り・はうすつじ) サービス業（理容業）

渡辺清子(美容室ＰＵＲＥ) サービス業（美容業）

渡辺敏信 不動産業（不動産賃貸業）

有限会社はぎのタクシー 一般乗用旅客自動車運送業（一般旅客運送事業）

萩野智惠子 不動産業（不動産賃貸業）

③地域に重要な企業集積型 有限会社アンジェリーナ 製造・小売業（洋菓子製造販売）

株式会社石巻ピーアール サービス業、不動産業（広告、不動産賃貸）

有限会社さいとうオートサービス 小売・サービス業（自動車修理板金・販売）

有限会社佐藤電気 小売・サービス業（家電販売・修理）

浮津聡(スマイルマーケット) 小売業（衣料品・雑貨販売）

太協物産株式会社 製造業（養殖、畜産飼料製造）

株式会社大徳 製造小売・飲食業（仕出し弁当製造・飲食業）

株式会社髙須賀商店 小売業（燃料販売）

株式会社陶芸丸寿かんけい丸 小売業（陶磁器・古陶器・陶芸品・雑貨販売）

神山惣一郎(図南商事神山分店) 卸売・サービス業（飲料品卸売、自販機設置）

中里博子(中里金物店) 小売業（金物・ガラス・サッシ販売）

株式会社バレンタイン・コンサル 不動産業（不動産賃貸斡旋）

林芳子 不動産業（不動産賃貸業）

有限会社日の出 飲食業（各種料理・仕出弁当）

丸多喜水産株式会社 製造・小売業（水産加工品製造販売）

有限会社ミツワ製氷冷蔵 製造業（製氷・冷凍冷蔵・水産加工）

武内茂(料理・酒　ＬＡ　ＬＡＮＤ) 飲食業（飲食店）

長澤勉(楼蘭) 飲食業（中華料理店）

佐藤雅彦 不動産業（不動産賃貸業）

小野寺潤 不動産業（不動産賃貸業）

梁川優子 不動産業（不動産賃貸業）

中里博 不動産業（不動産賃貸業）

気仙沼「海の市」復旧・復興促
進グループ

山元町コミュニティ福幸グルー
プ

石巻コミュニティ・地域産業復興
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１０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 塩釜地区資源化事業協同組合 サービス業（リサイクル業）

宮本産業株式会社 建設業（特定建設工事、一般建設工事）

株式会社八島工務店 建設業（土木・建築・舗装・水道施設工事）

ヒラク興産株式会社 製造業（鉄骨加工）

有限会社星兼無線電機商会 サービス業（電気工事）

③地域に重要な企業集積型 有限会社キムラ鉄工所 建設業（一般建築・重量軽量鉄骨工事・金物製作）

株式会社鈴勇商店 サービス業、建設業（物流業、建設業およびリサイクル業）

佐々木久則(ササキ産業) 素材生産業（立木伐採加工）

鈴木嘉宏(鈴木材木店) 製材業、小売業（製材業・材木及び原木販売）

有限会社カネキ木村商店 サービス業、小売業（塗料・塗装用品販売・塗装工事）

阿部信孝(阿部建具) 建設業（建具製造）

有限会社友和工業 建設業（建造物製作・機械製作・設置）

宮林清(宮林工務店) 建設業（総合建設・施工）

遠藤信孝(遠藤建築) 建築業（木造住宅等建築・リフォーム工事）

佐藤忠政(鹿島電気工事) 建設業（電気工事）

武山敏成(武山電設) 建設業（電気工事）

藤原明夫(藤原左官) 建設業（左官業）

佐藤義之(大上建築) 建設業（一般建築業）

株式会社豊成工務店 建築業・不動産業（建設物施工）

有限会社木村フォークリフト サービス業（建設機械等リース・メンテナンス業）

佐々木国昭(佐々木左官) 建設業（左官業）

③地域に重要な企業集積型 有限会社マルナオ遠藤土建 建設業（土木・建設工事）

後藤一(丸一建築) 建設業（大工工事業）

佐藤雅道(佐栄畳商工) 製造業、サービス業（畳製造・内装工事業）

今野慎靖(今野木工所) 製造業（木製建具製造）

株式会社佐藤左官土木工業 建設業（左官業　土木業）

及川透(太陽不動産) 不動産業、行政書士業（不動産取引仲介、建物賃貸、土地販売、行政書士業）

③地域に重要な企業集積型 株式会社ウッドスタイル 建設業（土木、建築に関する設計、施工、企画、監理）

皆川直樹(アイエス工機) サービス業（自動車整備機械設置修理業）

有限会社丹野商会 サービス業、小売業（自動車整備機械・鈑金工具卸販売）

佐藤武一(佐藤サービス) サービス業（自動車整備機械設置業）

石巻北部住環境復興促進グ
ループ

南三陸町里創建みらいグルー
プ

自動車整備関連建設促進グ
ループ

宮城県東部沿岸地域建設業及
びリサイクル・廃棄物処理業復
旧・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１０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 有限会社ちがや 小売業（総合衣料販売）

千賀嘉浩 不動産業（不動産賃貸業）

株式会社本田薬局 小売業（調剤薬局、医薬品小売）

有限会社志津川観光交通 一般乗用旅客自動車運送業（一般旅客運送事業）

菅原塚夫 不動産業（不動産賃貸業）

日野茂美(美容室Ｔｉａｒａ) サービス業（美容室）

早坂洋之(早坂理美容所) サービス業（理美容業）

早坂信男 不動産業（不動産賃貸業）

③地域に重要な企業集積型 気仙沼信用金庫 金融業（信用金庫法に基づく協同組織金融機関）

株式会社クマケー建設 建設業（総合建設）

住研工業株式会社 建設業（総合建設）

木村衛(木村工務店) 建築業（住宅建築）

菅原利夫 不動産業（不動産賃貸業）

株式会社すがとし建設 建設業（一般建設業）

株式会社四戸 製造業、小売業（木製建具・アルミサッシ製造販売・建材流通）

株式会社気仙沼製材 製造業、小売業（木製品の製造、販売）

有限会社橋本工務店 建設業（住宅建設・設計・不動産売買・賃借の仲介）

有限会社中舘工務店 建設業（一般建設業）

気仙沼ケーブルネットワーク株式会社 情報通信業（ケーブルテレビ・インターネット）

③地域に重要な企業集積型 有限会社旅館黒潮 宿泊業、小売業（旅館、地場産品販売）

村上敏昭(旅館とらや) 宿泊業（旅館）

村上満(民宿石田屋) 宿泊業（民宿）

三上甫(民宿みかみ) 宿泊業（民宿）

村上幸男(民宿幸坂荘) 宿泊業（民宿）

村上さつ子(民宿門松) 宿泊業（民宿）

村上孝一(民宿十八鳴) 宿泊業（民宿）

堺健 不動産業（不動産賃貸業）

④水産（食品）加工業型 有限会社フジマル佐藤商店 小売業（水産加工品の販売）

山田孝伸(山田商店) 水産加工業、小売業（水産加工品の販売）

株式会社キンエイ 水産加工業（養殖業及び生鮮魚介類の販売）

首藤秀孝(ニシキ商会) 小売業（船舶仕込）

大澤幸広(マルハチ栄福丸水産) 水産加工業（水産加工）

佐々木藤雄(佐々木マルナカ水産) 水産加工業（水産加工）

石森利一(石森ヤマキチ水産) 水産加工業（水産加工）

木村一雄 不動産業（不動産賃貸業）

石森武志(石森カネイ水産) 水産加工業（水産加工）

阿部幸弘(阿部水産) 水産加工業（水産加工）

須田進(ヤマト水産) 水産加工業（水産加工）

南三陸コミュニティグループ

気仙沼地域の被災事業者の事
業再開、被災者への生活再建
を支援するグループ

「気仙沼・大島教育旅行誘致協
議会」設立と「交流型観光推進」
グループ

石巻牡鹿復興・再生遂行グルー
プ


