
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）

東北ゴム株式会社 製造業（工業用ゴム製品製品製造販売）

日東イシダ株式会社 製造業・卸売業（業務用計量器　製造・販売・メンテナンス）

株式会社白謙蒲鉾店 製造業（蒲鉾製造販売）

有限会社石巻流通サービス 貨物運送業（商品の配送）

サンパック株式会社 製造業（包装資材，紙器の製造販売）

株式会社宮城プラントサービス 設備工事業（電気設備工事，設備自動制御盤製作）

株式会社REO研究所 研究所（飲料・研究水製造）

株式会社YAMANAKA 鉄鋼業（製鋼原料加工販売）

株式会社仙台リサイクルセンター 再生資源卸売業（古紙類・廃棄物・金属他）

宮本産業株式会社 再生資源卸売業（金属等再生資源の収集及び選別加工処理）

株式会社カネミヤ 再生資源卸売業（製鉄原料・非鉄金属等の再生資源回収・卸売）

株式会社リバイブ 産業廃棄物処理業（産業廃棄物中間処理）

株式会社ヨシムラ 再生資源卸売業（リサイクル加工業）

株式会社サイコー 再生資源卸売業（古紙回収，産業廃棄物収集運搬，処分業）

株式会社野川商店 再生資源卸売業（再生資源回収・卸売）

株式会社佐彦 再生資源卸売業（金属屑，古紙，空瓶，PET樹脂等の卸売）

株式会社おりはら商店 再生資源卸売業（自動車解体及び部品販売，銅及び鉄販売，製紙原料販売）

ＪＦＥ条鋼株式会社 製造業（鉄鋼業）

株式会社フジコー 製造業・その他の業種（メンテナンス）

日通仙台港物流株式会社 金属精錬業（運搬・荷役業）

第一商事株式会社 鉄鋼卸売業

株式会社仙台サンソセンター 無機化学工業（酸素，窒素，アルゴンの製造販売）

ビーエススチール・クリエイト株式会社 鉄鋼業（鉄鋼製品の検査・出荷）

東和工業株式会社 製造業（真空チャンバー・特殊高圧装置部品等の加工・組立）

有限会社新田機械工業 製造業（金属機械加工）

仙台金属加工協同組合 事業協同組合（金属加工の共同施設，情報等の提供）

宍戸孝一（宍戸製作所） 金属加工業（金属加工・溶接）

合資会社斎藤メッキ工業社 製造業（電気メッキ業）

日本メッキ工業株式会社 製造業（ニッケル・クローム・亜鉛メッキ修理加工）

エスカレータ用カラーハンドレールの
サプライチェーングループ

①サプライチェーン型

再生資源化システムを復旧・復興
させるグループ

①サプライチェーン型

JFE条鋼仙台製造所グループ ①サプライチェーン型

株式会社白謙蒲鉾店サプライ
チェーングループ

①サプライチェーン型

真空・高圧用精密加工部品
サプライチェーングループ

①サプライチェーン型

仙台金属加工協同組合 ①サプライチェーン型

第3次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県）  
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株式会社湯目家具百貨店 小売業（家具小売）

みうら家具株式会社 製造業（木材等材料供給）

高橋茂治（みちのく工芸） 製造業・その他の業種（仙台箪笥製造）

八重樫榮吉（八重樫仙台箪笥金具工房） 製造業（箪笥用手打ち金具）

有限会社長谷部漆工 製造業（仙台箪笥漆塗り）

岡田和彦（岡田工芸） 製造業（家具修理業）

仙台プロクイックサービス株式会社 家具修理業（家具の修理・再生）

東洋機械株式会社 製造業（鉄道車両メンテナンス，鉄道用機械器具開発・設計・製造）

株式会社成田鋼業 製造業（クレーン等製造）

隼電気株式会社 電気工事業（電気設備工事の設計，施工）

戸部電材株式会社 卸売業（電材卸売業）

株式会社宮富士工業 製造業（一般機械器具製造業・金属製品製造業）

富国工業株式会社 製造業（脱水機械及び装置の製作販売及び設置工事）

株式会社矢本製作所 鋼構造物製造業（製缶・配管製作工事業）

株式会社髙松鉄工所 製造業（重・軽量鉄骨製作、製缶製作、金物製作）

株式会社高松鉄工所 製造業（漁船向け各種漁労機械、製造、販売）

株式会社三洋鉄工場 金属製品製造業（残滓処理施設製作、製缶物製作）

有限会社キムラ鉄工所 建築工事業（一般建築・重量軽量鉄骨工事・金物工事）

ミナカ工業株式会社 機械器具設置・清掃施設工事業（機械器具の設置，清掃施設の建設・修繕）

株式会社宝栄鉄工 製造業（鋼構造物工事・機械器具製造販売修理ほか）

和泉英悦（和泉鉄工所） 鉄工業（鉄工業・溶接業）

株式会社サトウ機工 製造業・その他の業種（金属製品製造業）

株式会社和泉工業 管工事（業務用・産業用プラント建設、原子力・火力・水力発電、設備機械廻り配管ほか）

東日工業有限会社 製造業（食品・飼料生産機械製作及び修理）

株式会社北日本プラント工事 管・機械器具設置工事業（各種プラントの管工事、機械設置工事及びメンテナンス）

株式会社タイヘイ 鉄工業・溶接業（鉄工・溶接業等の人材派遣）

株式会社メイコー 製造業（電子回路基板の設計・製造・販売）

有限会社尾張技研 製造業（省力化機器設計・製作）

有限会社勝井薬品器械店 小売業（科学機器・計測機器・工業薬品等の販売）

重吉興業株式会社 廃棄物処理業（産業廃棄物の収集・運搬・処分）

仙台箪笥　絆の会 ①サプライチェーン型

東北鉄道復興グループ ①サプライチェーン型

メイコー高機能最先端プリント配線
基板製造関連グループ

②経済・雇用効果大型

宮城県東部地域鉄工・溶接
サプライチェーングループ

①サプライチェーン型
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第3次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県）  

株式会社ホテル佐勘 旅館業

株式会社緑水亭 旅館業

有限会社岩沼屋ホテル 旅館業

水戸屋開発株式会社 旅館業

カラカミ観光株式会社 旅館業

株式会社ｵｰﾄﾗﾝﾄﾞﾘｰﾀｶﾉ クリーニング業

株式会社サトー商会 業務用食品販売

石巻港関連産業復興グループ ③地域に重要な企業集積型 天龍木材株式会社 製材業（木材の加工及び販売）

株式会社アツミ サービス業（トランスバックの洗浄）

青バラ運輸有限会社 貨物運送業（一般貨物輸送）

木村木材株式会社 卸売業（輸入木材及び国産木材の卸売）

ユニオン商事株式会社 製造業（チキンミール等の製造）

石巻飼料株式会社 製造業（配合飼料の加工製造）

黒須興業有限会社 運送業（チップ等の運搬）

有限会社カワコウ 製造業（熱絶縁工事業）

石巻地区生コンクリート協同組合 事業協同組合（生コンクリートの共同受注，共同販売）

株式会社オナガワ 製造業（生コンクリート製造）

石巻カイハツ生コンクリート株式会社 製造業（生コンクリート製造）

株式会社トウブ石巻 製造業（生コンクリート製造）

富士生コンクリート株式会社 製造業（生コンクリート製造，販売）

株式会社平成生コンクリート 製造業（生コンクリート製造，販売）

株式会社オールインワン 飼料製造業（牛用専門配合飼料の製造・販売）

雄勝トラック株式会社 運送業（一般貨物自動車運送事業）

北日本くみあい飼料株式会社 飼料製造業（配合飼料の製造・販売）

伊藤忠飼料株式会社 飼料製造業（飼料の製造・販売）

株式会社第一産機 製造業（バイオマス機器の製造）

清水港飼料株式会社 飼料製造業（配合飼料の製造・販売）

石巻埠頭サイロ株式会社 倉庫業（飼料用原料の搬入・保管・搬出）

全国酪農業協同組合連合会 飼料製造業（購買事業・酪農事業・畜産事業）

協同飼料株式会社 飼料製造業（飼料の製造・加工・販売）

秋保温泉旅館震災復興および
雇用促進対策グループ

③地域に重要な企業集積型
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(石巻港関連産業復興グループ) 有限会社マルエ運送 運送業（一般自動車貨物運送業）

あさひ運輸株式会社 運送業（一般自動車貨物運送業）

有限会社愛宕運輸 運送業（チップの輸送）

株式会社渥美商事運輸 運送業・倉庫業（物流事業・倉庫事業）

奥洲物産運輸株式会社 運送業・倉庫業（合板の輸送・保管）

女川運輸株式会社 運送業（陸上貨物自動車運送事業）

カネフジ運輸株式会社 運送業・倉庫業（一般貨物自動車運送・倉庫業）

河北トラック株式会社 一般貨物自動車運送業（製紙原材料の輸送）

有限会社木村商事 運送業（一般貨物運送事業・貨物運送取扱業　損害保険代理店業）

新東運輸株式会社 運輸業（一般貨物自動車運送業、貨物運送取扱事業）

有限会社マルア運輸 運送業（貨物自動車運送業　自動車運送取扱事業　産業産廃物収集運搬業）

有限会社丸千運輸 貨物自動車運送事業（鋼材・機械加工品の運搬）

有限会社三河運輸 運送業（一般貨物自動車運送業）

株式会社宝栄建設 建設業・一般貨物運送業（港湾土木、クレーン運送事業）

有限会社中野工業 製造業・その他の業種（一般プラント製作・修理・取付）

有限会社シゲン商運 建設業・一般貨物運送業（再生フレコンバックの製造、一般貨物の運送）

仙台湾興業株式会社 港湾サービス業（繁離船業、通船業、曳船業）

石巻糖蜜株式会社 倉庫業（輸入糖蜜の保管、取扱い及び通関）

宮城県開発株式会社 製造業・その他の業種（倉庫業・船舶給水業）

仙台湾燻蒸株式会社 消毒殺虫業（輸出入植物検疫防除業・鼠衛生害虫防除業）

カミタルク株式会社 製造業（製紙用・樹脂用タルクの製造・販売）

東海カーボン株式会社 製造業（カーボンブラック・黒鉛電極等の製造販売）

平川工業株式会社 機械器具設置業（化学プラント向け機器の設計・製作・据付）

日清オイリオグループ株式会社 食品製造業（食用油脂製造・販売）

日本通運株式会社 総合物流（自動車輸送，海上輸送，倉庫，通関他）

日通仙北運輸株式会社 運輸業（一般貨物自動車運送事業）

尼崎製罐株式会社 金属製品製造業（リップ溝形鋼（Ｃ形鋼）の製造販売）

東海運輸株式会社 運輸業（カーボンブラック荷役，出荷，運送業務）

海陸サービス株式会社 自動車整備業（自動車・特殊自動車等の車検，特定自为検査等）

沼倉オート株式会社 サービス業（自動車整備業）
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(石巻港関連産業復興グループ) 有限会社山内自動車 サービス業（自動車整備，車検，販売，板金）

株式会社カツマタ 塗装・防水工事業（機械設備塗装・設備の防水工事）

株式会社土井鉄工所 鋼構造物工事業（各種プラント設備一式）

有限会社丸道タイヤ商会 小売・サービス業（タイヤ販売・交換・修理等）

株式会社協和産業 電気設備工事及び高圧盤・制御盤製造（電気工事，高圧盤，制御盤製造）

株式会社伊藤製鐵所 製造業（鉄筋コンクリート用異形棒鋼（鉄筋）の製造販売）

株式会社齋武商店 卸売業（金属くず・紙くず等の再生資源化　ＬＰガス，灯油，それに伴う器具等の販売）

有限会社協秀鉄工 製造業（産業機械の製作・修理）

株式会社三條商事 一般区域貨物自動車運送事業（一般貨物運送事業）

有限会社丸伝運輸 貨物自動車運送事業（建設資材，砂利，砂等の貨物自動車運送事業）

株式会社荒川七衛商店 高圧ガス製造販売業（一般高圧ガス製造販売，溶接材料，溶接機溶断機器販売）

石巻市中心市街地復興グループ ③地域に重要な企業集積型 株式会社本家秋田屋 不動産賃貸業（店舗等賃貸）

株式会社秋田屋ビル 不動産賃貸業（店舗等賃貸）

株式会社スポーツアカデミー 娯楽業（スポーツクラブ）

吉田宏（ひロし・ビューティー） サービス業（美容室）

佐々木淳一（寶来寿司） 飲食業（寿司店）

橋本忠明（横浜屋） 飲食業（食堂）

株式会社西條製菓 小売業（菓子製造販売）

有限会社たかぎ 小売業（医薬品販売）

有限会社コスモスジャパン 小売業（医薬品販売）

株式会社とり文 飲食業（和食・仕出し）

株式会社プレナミヤギ 娯楽業（ボウリング場・スケート場）

有限会社鈴木金物店 小売業（金物販売）

株式会社ステップ 小売業（食料品販売）

株式会社エイチ・エイ・エル 不動産賃貸業（有料駐車場）

合資会社相沢商店 卸売・小売業（酒類卸・販売）

及川信（食堂まきいし） 飲食業（食堂）

株式会社立花屋造花生花店 小売業（生花・造花・仏具販売）

有限会社さかぶん 小売業（衣料品販売）

高橋英喜（サン・シューズ） 小売業（靴販売）

株式会社保原屋洋品店 小売業（洋品販売）
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（石巻市中心市街地復興グループ） 株式会社ソーワダイレクト 宿泊業（ホテル）

株式会社マルマン婚礼衣装総本店 不動産賃貸業（ホテル賃貸）

日野壽雄（すし雄） 飲食業（寿司店）

株式会社大もり屋本店 飲食業（和食・仕出し）

株式会社家具のイトウ 小売業（家具販売）

株式会社観慶丸本店 小売業（インテリア）

中山邦政（单華園） 飲食業（中華料理店）

阿部久美子（ペパーミント・ムーン） 小売業（衣料品販売）

畠山宏一（割烹千登勢） 飲食業（和食・仕出し）

有限会社ドゥビー 飲食業（焼肉店）

近藤厚（鳥厚） 飲食業（和食店）

株式会社梅屋商店 小売業（スポーツ用品販売）

有限会社若月化粧品店 小売業（化粧品販売）

佐藤光一（ジョナローザ） 小売業（衣料品販売）

有限会社大森林グループ 飲食業（居酒屋）

スズケイ株式会社 製造業（印刷業）

有限会社総合建築髙守 建築業（住宅等建築）

宮城交通株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

まるごタクシー株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社フミ 飲食業（居酒屋）

宮城観光株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

石巻ハイタクセンター株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

東宝タクシー株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社気仙屋旅館 宿泊業（旅館）

岡崎耕造（銀玉水） 飲食業（和食店）

小野寺芳夫（梅川） 飲食業（寿司店）

株式会社GLAM　LABO サービス業（美容室）

株式会社ヤマト屋書店 小売業（書籍販売）

株式会社福来館 サービス業（写真業）

有限会社キムラふとん店 小売業（寝具販売）

有限会社揚子江 飲食業（中華料理店）



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3次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県）  

（石巻市中心市街地復興グループ） 株式会社松弘堂 製造業（印刷業）

株式会社街づくりまんぼう サービス業（まちづくり会社）

有限会社スポーツショップマツムラ 小売業（スポーツ用品販売）

渥美虎男（寿司、中華みなと食堂） 飲食業（食堂）

有限会社和牛乃亀山 小売業（精肉店）

大場英雄（富喜寿司） 飲食業（寿司店）

株式会社京屋 小売業（衣料品販売）

小野寺七恵（えりこう） 小売業（衣料品販売）

株式会社萬楽堂 製造業（菓子パン製造）

有限会社サロンドフジヤ 小売業（化粧品販売）

名阪商業株式会社 不動産賃貸業（店舗等賃貸）

有限会社ケイ・ハーズ 飲食業（居酒屋）

有限会社阿部新 飲食業（弁当・惣菜）

株式会社ユリアナ 小売業（衣料品販売）

大場正幸（B．Bクレープ＆Café） 飲食業（軽食・喫茶）

佐藤勝雄（佐藤ミート） 小売業（精肉店）

有限会社小野友 小売業（化粧品販売）

有限会社田代つり具店 小売業（釣具販売）

長嶋誠一（笠屋菓子店） 小売業（菓子製造販売）

松本弘志（松本印刷所） 製造業（印刷業）

佐々木久義（佐々木燃料店） 小売業（燃料販売）

林光次郎（林屋商店） 小売業（豆腐製造販売）

株式会社守谷商店 小売業（食料品販売）

北條仁一（新田薬局石巻店） 小売業（医薬品販売）

有限会社大森花園 小売業（生花販売）

野田恵一（デリカショップ野田） 飲食業（弁当・惣菜）

株式会社向山靴店 小売業（靴販売）

有限会社H..S.J 飲食業（居酒屋）

シブヤ自動車販売株式会社 小売業（自動車販売）

株式会社山形屋商店 小売業（味噌醤油製造販売）

出羽隆（有元堂出羽表具店） サービス業（表具業）
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（石巻市中心市街地復興グループ） 株式会社靴のシナガワ 小売業（靴販売）

渡波印刷株式会社 製造業（印刷業）

遠藤実（小料理ふなや） 飲食業（和食店）

株式会社八幡家 飲食業（和食店）

守平三郎（守長商店） 小売業（生花・青果販売）

佐々木正直（鮨一八） 飲食業（寿司店）

高橋喜好（相馬屋呉服店） 小売業（衣料品販売）

株式会社まるみ屋呉服店 小売業（衣料品販売）

株式会社セブン・エンタープライズ 不動産賃貸業（店舗等賃貸）

有限会社滝川 飲食業（和食・仕出し）

畠山裕一（理容ハタヤマ・アレス美容室） サービス業（理容室・美容室）

相澤明弘（石巻メガネの相沢） 小売業（眼鏡販売）

有限会社もりや 飲食業（そば店）

安達三重子 不動産賃貸業（店舗等賃貸）

有限会社活船料理喜八櫓 飲食業（和食店）

有限会社井上商店 小売業（海産物販売）

山内栄喜（かどや精肉店） 小売業（精肉店）

榎春美（ヘアクリーチャーズ） サービス業（美容室）

有限会社春潮桜 飲食業（和食店）

東北交通株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社まるさ観光タクシー 運輸業（道路旅客運送業）

石巻観光タクシー株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社三陸タクシー 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社かねとタクシー 運輸業（道路旅客運送業）

ステイブルー株式会社 小売業（アクセサリー等販売）

向陽タクシー株式会社 運輸業（道路旅客運送業）

石巻タクシー有限会社 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社アメリカ屋 小売業（船舶仕込み・作業用品販売）

遠藤芳雄（居酒屋・六文銭） 飲食業（居酒屋）

株式会社三越伊勢丹 小売業（百貨店）

阿部明（魯曼停） 飲食業（居酒屋）
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（石巻市中心市街地復興グループ） 有限会社ヤママン遠藤商店 卸売・小売業（海産物卸・販売）

松本勇児（だいにんぐ一楪） 飲食業（ダイニングバー）

株式会社いしかわ 飲食業（喫茶店）

髙橋悦子（ビジュ・たかはし） 小売業（宝石・貴金属販売）

株式会社石川酒造 小売業（酒類製造販売）

戸田淳也（戸田豆腐店） 小売業（豆腐製造販売）

藤井浩治（HAIR・CUT・CLUB・MARK） サービス業（理容室）

有限会社島金商店 小売業（麺類製造販売）

我妻悟（我妻自動車） サービス業（自動車整備業）

株式会社井上 サービス業（フィットネスクラブ）

阿部十三（総合印刷阿部印刷所） 製造業（印刷業）

株式会社伊藤光一商店 小売業（家具販売）

津田竹雄（津田鮮魚店） 小売業（鮮魚店）

株式会社金直金物店 小売業（金物販売）

株式会社NOMCO&CO. サービス業（葬祭業・住宅建築・介護福祉・ホテル等）

青木物産株式会社 卸売業（海産物卸売）

有限会社ひばりタクシー 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社シティプラザ青山 小売業（インテリア製品製造販売）

株式会社松栄 宿泊業（ビジネスホテル）

境政幸（境薬舗） 小売業（医薬品販売）

近藤良一（くらしのうつわ尾張屋） 小売業（陶磁器販売）

株式会社石巻中部自動車学校 サービス業（自動車教習所）

有限会社やまたけタクシー 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社雄勝タクシー 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社武山商運 運輸業（道路貨物運送業）

株式会社臼井運送 運輸業（道路貨物運送業）

エイチイーエス電化サービス有限会社 小売業（家電販売）

有限会社丸菱商事 運輸業（道路旅客運送業）

有限会社奥松島観光タクシー 運輸業（道路旅客運送業）

③地域に重要な企業集積型 雄勝硯生産販売協同組合 事業協同組合（雄勝硯等の共同販売、共同購買事業ほか）

保科光昭（保科鉄工所） 鉄工業（鉄鋼製品製造、修理）

雄勝硯・雄勝石工芸品等生産
グループ
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③地域に重要な企業集積型 有限会社中舘工務店 建設業（住宅建設，公共事業）

木村衛（木村工務店） 建築業（住宅建築）

千葉一志（千葉一建設） 建築業（住宅建築）

後藤正登（後藤建具製作所） 木製建具工事業（木工建具製作）

高橋壮一郎（高新板金） 建築板金（住宅屋根，外装工事）

永光トーヨー住器株式会社 住宅資材販売、施工（住宅資材販売）

管野誠（管野板金） 板金業（屋根・外壁板金工事）

小野寺吉男（明戸内装） 内装仕上工事業

有限会社小野寺建材 左官・ﾀｲﾙ工事（一般住宅の左官・ﾀｲﾙ工事）

有限会社吉田建設工業 土木工事業（建築土木工事業）

有限会社千晃 建築塗装（建築塗装業）

株式会社すがとし建設 建設業（一般建築業）

気仙沼地区生コンクリート協同組合 ③地域に重要な企業集積型 株式会社高野コンクリート 製造業（生コンクリート製造業）

気仙沼小野田レミコン株式会社 製造業（生コンクリート製造業）

JX仙台製油所グループ ③地域に重要な企業集積型 富士オイルサービス株式会社 サービス業（石油製油所構内の保守管理）

東北綜警常駐株式会社 サービス業（警備請貟）

株式会社大政産業 建設業（土工工事，機械メンテナンス）

株式会社杉崎工業 建設業（とび・土工，機械器具設置，管・電気工事）

株式会社三誠工業 管工事業（プラント関係の配管工事）

株式会社ヤマグチ架設 建設業（とび工事，プラントメンテナンス工事）

新港機工株式会社 物品賃貸業（移動式クレーンリース）

三晃機工株式会社 建設業（機器器具設置工事，管工事，鋼構造物工事）

アナテックサービス株式会社 小売業・サービス業（工業用分析計等の据付，販売，保守，修理）

日本タンクサービス株式会社 サービス業（石油類貯蔵タンク修理・洗浄・配管工事）

関西エックス線株式会社 専門・技術サービス業（非破壊検査・熱処理工事）

日本工業検査株式会社 専門・技術サービス業（非破壊検査・焼鈍・計測）

旭国際テクネイオン株式会社 建設業（計装工事・計装機器メンテナンスサービス）

シンヨー株式会社 建設業（塗装工事）

仙台臨海鉄道株式会社 運輸業（第１種鉄道事業）

新興プランテック株式会社 建設業（石油精製装置等のメンテナンス）

JX日鉱日石エネルギー株式会社 製造業（石油精製・販売）

気仙沼地区住環境復旧復興
支援プロジェクト
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仙台印刷工業団地協同組合 ③地域に重要な企業集積型 株式会社ビー・プロ 印刷業（バリアブルデータプリント，各種帳票・一般印刷等）

有限会社菊信紙工所 製本業（印刷物の製本加工）

共同紙工株式会社 製本業（折り加工，中綴じ製本）

高速美術印刷株式会社 印刷業（一般商業印刷）

今野印刷株式会社 印刷業（商業印刷）

笹氣出版印刷株式会社 印刷業（書籍印刷，一般商業印刷，フォーム印刷）

三慶印刷株式会社 印刷業（オフセット・カラー・活版印刷）

新日本紙工株式会社 印刷業（雑誌，上製本，手帳等の製本）

株式会社スズキ 印刷業（一般印刷，艶出印刷，カレンダー製作）

有限会社鈴木製本所 製本業（伝票製本，折特殊製本）

有限会社武田製本所 製本業（表紙加工，箔押し）

有限会社東友 印刷業（一般商業印刷）

常盤化工株式会社 印刷業（グラビア印刷・加工）

ハリウコミュニケーションズ株式会社 印刷業（オフセット・オンデマンド印刷）

本田印刷株式会社 印刷業（印刷全般）

宮川ローラー株式会社 製造業（各種ゴムローラー製造販売）

株式会社ユーメディア 印刷業（一般商業印刷）

仙台印刷工業団地協同組合 印刷業（共同受注）

③地域に重要な企業集積型 東北電機製造株式会社 製造業（配電機器製品及び制御システム製品の製造）

株式会社ミヤギ製作所 製造業（ディーゼルエンジンの部品加工組立）

株式会社髙橋シール 製造業（シール，ラベル印刷）

株式会社斎藤工務店 建設業（土木建築及び総合建設工事の請貟，設計，施工等）

福島印刷工業株式会社 製造業（各種印刷全般）

株式会社小向板金工業所 製造業（建築屋根・板金業）

東邦運送株式会社 運輸業（貨物自動車運送事業（医療用・産業用ガス輸送））

安倍重機有限会社 建設業（土木工事の設計施工，管工事業等）

三協輸送株式会社 運送業（石油製品運搬）

株式会社ユアテック 総合設備工事業（屋内配線工事・配電線工事・空調衛生水道工事）

株式会社ニヤクコーポレーション 貨物自動車運送（物流事業・構内事業・倉庫事業）

ゼライス株式会社 製造業（ゼラチン，コラーゲンの製造，販売）

旭興産株式会社 産業廃棄物処理業（産業廃棄物の収集，処理処分業等）

仙台港多賀城地区経済活力
基盤産業群
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理研食品株式会社 食品製造業（乾燥カットわかめ等海藻食品・食用エキス類の製造）

ｶﾒｲ物流ｻｰﾋﾞｽ株式会社 貨物運送事業（石油・ガス配送業等）

宮城光和運輸株式会社 一般貨物運送業（石油・ガス類危険物輸送）

大陽日酸株式会社 化学工業（産業ガス，医療用ガス，ＬＰガス等の製造，販売）

幸栄運輸株式会社 運輸業（高圧ガス輸送業）

仙台日酸株式会社 化学工業（高圧ガスの充填，高圧容器の再検査，物流業務）

株式会社東北機工 建設業（建設機械の修理･販売・リース，土木工事の設計施工）

東邦アセチレン株式会社 化学工業（高圧ガスの製造･販売）

中外機工株式会社 卸売業（土木建設機械販売及び修理）

株式会社アズミ 製造業（貸マット等の洗浄加工，商品保管及び配送業）

電通システム株式会社 建設業（電話，インターネット回線の保全）

株式会社仙塩交通 運輸業（一般貸切旅客自動車運送）

菅野造園株式会社 建設業（庭園工事・外構工事・エクステリア工事）

株式会社遠藤工業 建設業（土木一式工事，とび・土工工事）

発向興業株式会社 建設業（土木工事業・菅工事業・水道施設工事）

伏谷建設株式会社 建設業（土木・建築工事）

有限会社加藤鉄工所 製造業（鋼構造物及び管工事）

髙橋工業株式会社 建設業（管工事）

八嶋建設株式会社 製造業（道路建設，コンクリート圧送）

若林電気工事株式会社 建設業（電気設備維持修繕）

有限会社馬場工務店 建設業（公共工事，民間工事）

株式会社太陽工業 建設業（一般住宅給排水設備工事・公共工事）

株式会社サクライ 建設業（土木工事業，とび・土工工事）

有限会社津田工務店 建設業（木造一般住宅の建築）

有限会社伊藤与工務店 建設業（建築請貟・リホーム）

有限会社今野建業 建設業（公共事業・建築一般）

安倍卓志（E-Wood山清） 建設業（建築用材加工・塗装・取り付け施工）

株式会社城港観光 宿泊業（宿泊・宴会・婚礼等施設）

株式会社ホツマプラント 産業廃棄物処理業（産業廃棄物中間処理）

株式会社ホイスト機工 製造業（ホイスト・クレーン等の設計製作，物品販売）

王子製紙株式会社 製造業（紙パルプ製品事業）

（仙台港多賀城地区経済活力
　基盤産業群）
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第3次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県）  

王子チヨダコンテナー株式会社 製造業（段ボール及び段ボール箱の製造・販売）

多賀城交通株式会社 運輸業（旅客自動車運送・貨物自動車運送）

株式会社ごんきや 生活関連サービス業（葬祭業，仏壇仏具・墓石販売）

株式会社シーエーコンサルタント 専門・技術サービス業（測量・土木設計）

③地域に重要な企業集積型 塩竃港運送株式会社 運輸業（港湾運送事業，貨物自動車運送事業，倉庫業）

三陸運輸株式会社 運輸業（港湾運送，貨物利用運送，倉庫，通関他）

日本通運株式会社 運輸業（海上輸送，自動車輸送，倉庫他）

カイリク株式会社 運輸業（倉庫業・一般港湾運送事業）

株式会社上組 運輸業（国際複合一貫輸送・港湾運送事業・倉庫業通運業他）

株式会社白石倉庫 運輸業（倉庫業）

塩竃倉庫株式会社 運輸業（一般倉庫・低音倉庫・一般貨物等の運送事業）

センコン物流株式会社 運輸業（港湾倉庫業，通関業，港湾運送業，その他）

仙台港サイロ株式会社 製造業・その他（ﾊﾞﾗ穀物の搬入，保管，搬出に係る業務）

仙台飼料株式会社 製造業（配合飼料の製造，保管）

東邦運輸倉庫株式会社 運輸業・その他（普通倉庫・通関業・自動車運送取扱事業・損害保険代理業）

フジトランスコーポレーション 運輸業（内航海運に関する事業，海上運送に関する事業，他）

ふそう陸送株式会社 運輸業（自動車回送業，一般貨物自動車運送業，倉庫業）

三倉産業株式会社 運輸業・その他（農産品の加工ならびに卸売業）

宮城県共同倉庫株式会社 運輸業（倉庫施設の賃貸）

港運物流株式会社 運輸業（港湾運送関連業務・一般貨物運送事業・その他）

港運輸送株式会社 運輸業（貨物自動車運送事業）

三陸輸送株式会社 運輸業（第1種利用運送事業）

フジトランスライナー 運輸業（一般貨物自動車運送業）

塩釜港船舶給水株式会社 ｻｰﾋﾞｽ業（繋離船・曳船・船舶給水・海難救助作業）

東北鉄骨橋梁地域復興グループ ③地域に重要な企業集積型 東北鉄骨橋梁株式会社 製造業（鋼構造物製造）

仙台シャーリング株式会社 製造業（厚中鋼板切断・加工及び一般鋼材他の販売）

株式会社澁井鋼材店 鋼材卸売業（一般鋼材）

株式会社東 鋼材加工業（鋼材の孔あけ，切断加工）

中央鋼材株式会社 鉄鋼卸売業（一般鋼材卸売，加工）

ナカイ株式会社 製造業（鉄スクラップ製造加工販売）

株式会社中井商店 製造業（鉄スクラップ製造加工販売）

株式会社八戸急行 サービス業（一般貨物自動車）

（仙台港多賀城地区経済活力
　基盤産業群）

仙台塩釜港湾物流機能再生
協議会
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松島観光振興グループ ③地域に重要な企業集積型 松島国際観光株式会社 旅館業

株式会社一の坊 旅館業，美術館，飲食店

株式会社松島センチュリーホテル 旅館業

有限会社小松館 旅館業

大江戸温泉物語株式会社 旅館業

仙台急行株式会社 旅館業，水族館

有限会社桜川 旅館業

株式会社みちのく伊達政宗歴史館 サービス業（歴史博物館）

株式会社松島十二支記念館 サービス業（博物館等）

松田智（しおじ丸） 遊覧船業

松田信二（千松丸） 遊覧船業

眞野貞吉（朝汐丸） 遊覧船業

小野賢一郞（小鷹丸） 遊覧船業

株式会社臼福本店 漁船漁業，小売業

株式会社むとう屋 小売業

宮城産業株式会社 小売業

本村直二郎（二八屋物産展） 小売業

株式会社利久 飲食業

株式会社さんとり茶屋 飲食業

有限会社ヒルクライムコーポレーション 飲食業

有限会社サクラソイル 小売業，飲食業

③地域に重要な企業集積型 株式会社阿部長商店（单三陸ホテル観洋） 旅館業

有限会社下道 旅館業

志津川湾観光船株式会社 遊覧船業

佐藤長明（ダイビングサービスGruntSculpin) サービス業（ダイビングサービス）

株式会社さかなのみうら 小売業

株式会社阿部長商店（高野会館） 製造業，小売業，卸売業

株式会社千葉商店 製造業，小売業

有限会社橋本水産食品 水産加工業，製造業，販売業

佐藤　毅（佐良スタジオ） 営業写真業

有限会社志津川マツダ 自動車販売，修理業

单三陸町地域観光復興グループ
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有限会社サトー園芸店 生花等販売業

有限会社スガワラ電化 家電小売業

株式会社佐長商店 酒類小売販売業

千葉力（千葉春畳店） 内装業

株式会社宮城商店 小売業

石巻水産業復興グループ ④水産（食品）加工業型 大成水産株式会社 食品製造業（鮮魚類加工販売（真鱈、鮭類他）、北洋凍魚の卸（赤魚、ホッケ他））

株式会社丸ほ保原商店 食品製造業（わかめ・かき・めかぶ加工販売）

株式会社カネヨ 食品製造業（食料品、海産物の卸売・小売・加工）

有限会社栗原製凾所 小売業（発泡スチロール、ダンボール販売及び２次加工）

水月堂物産株式会社 食品製造業（カキ・ホヤ・小女子加工品の製造販売）

日和冷蔵株式会社 倉庫業（一般食品冷蔵保管倉庫、保税倉庫）

日宝物産株式会社 食品製造業（たらこ、明太子、数の子、子持ち昆布の加工）

有限会社ミノリフーズ 卸売業（鮮魚、水産加工品の卸売）

株式会社カナミ 食品製造業（タラ製品・イカ製品の製造）

株式会社スイシン 食品製造業，倉庫業（営業冷蔵庫（保税蔵置場）、水産食品加工製造販売、原料魚売買）

株式会社ヤマナカ 食品製造業（生鮮食料品卸、水産加工業、食料輸出入業）

株式会社アミックス 卸・小売業（Ａ重油等の小売卸、各種漁網の仕立、修理、プロパンガス、住設機器の小売）

株式会社政吉水産 食品製造業（鮮魚出荷、フィーレ加工、鮮魚冷凍、船問屋）

カホク運送株式会社 運送業（一般貨物運送事業）

ミズノシーフーズ株式会社 食品製造業（西京漬・粕漬・味醂漬等の製造（ギンザケ・ギンタラ・キンメダイ他））

株式会社高徳海産 食品製造業（魚介類冷凍・冷蔵・加工・販売）

有限会社オオクラ食品 食品製造業（カレイフィーレ、カレイエンガワ、サンマ佃煮他）

株式会社ヤマサコウショウ 食品製造業（各魚種切身・たこ・タラコ等製造販売、魚肉・鶏肉スリミ製造販売）

ミツワフーズ株式会社 食品製造業（たらこ・明太子加工販売）

株式会社ヤマトミ 食品製造業（寿司ネタ・惣菜・冷凍食品製造・販売、冷凍倉庫）

株式会社米貞商店 食品製造業（鮭類加工品・冷凍魚フィレー(目抜.赤魚.他)の製造）

水野食品株式会社 食品製造業（漬け魚・切身の製造、冷凍魚の輸出入）

株式会社高橋徳治商店 食品製造業（無添加練り製品・冷凍牡蠣・牡蠣フライ・海老フライなど製造・販売）

株式会社杉浦鉄工所 製造業（水産機械設計製作、製缶工事）

小池産業株式会社 食品製造業（水産物の販売、冷凍漁の輸入販売、冷蔵倉庫業、水産加工・食肉加工）

石巻三幸株式会社 小売業（船舶食料品・漁業資材販売）

（单三陸町地域観光復興グループ）
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（石巻水産業復興グループ） 山徳平塚水産株式会社 食品製造業（魚肉練製品、レトルト食品、冷凍食品、惣菜等の製造、販売）

有限会社マルマン木村水産 食品製造業（鮮魚出荷、水産加工）

協同組合石巻共冷 食品製造業，倉庫業（水産加工品の製造販売、食品の冷凍冷蔵業）

サンワ冷蔵株式会社 倉庫業（営業冷蔵倉庫）

株式会社高砂長寿味噌本舗 食品製造業（味噌・醤油・たれの製造販売）

有限会社佐藤製作所 製造業（船舶艤装工事・牡蠣、ホヤ、ワカメ各養殖設備・底曳網漁船設備）

有限会社戸田商店 製造業（木箱、木製パレット製造、販売、発泡スチロール他販売）

株式会社ＯＳＰ 食品製造業（牡蠣加工）

富士國物産株式会社 食品製造業（海産物加工）

阿部英男（阿部商店） 食品製造業（切身加工）

協業組合丸協 倉庫業，卸売業（冷凍魚輸出入販売、冷凍冷蔵、廻船問屋）

鹿島漁業株式会社 漁業（さんま棒受網漁業）

宮城県石巻地域産業振興株式会社 小売業（消費者市場産品提供事業）

株式会社布施商店 食品製造業（鮮魚フィーレ加工、マグロ加工、生タラ鮮魚出荷）

門馬商事株式会社 運送業（一般貨物運搬運送、冷凍食品・水産物の運搬）

株式会社千葉鉄工所 製造業（水産加工機械及び養殖設備等の製造、販売、メンテナンス）

株式会社トーセン 食品製造業（水産物加工冷凍冷蔵）

ワイデーエス株式会社 サービス業（舶用機関整備及びメーカー部品販売）

シンヨー水産株式会社 小売業（水産物売買及び、加工冷凍冷蔵業）

株式会社トーワ冷蔵 倉庫業（冷蔵営業倉庫Ｆ１級５０００㌧　冷凍水産物の仕入・販売）

株式会社エムフーズ 食品製造業（委託水産加工品の製造、不動産賃貸業）

協同フィッシュミール工業株式会社 製造業（飼料用魚粉・魚油の製造および調製、販売）

宮城ヤンマー株式会社 サービス業（ディーゼルエンジン販売及び整備・修理業）

有限会社泉澤水産 漁業（定置網漁業、漁船・漁網等漁業用資産の賃貸、漁網の加工修理）

本田水産株式会社 食品製造業（水産加工品の製造・販売）

有限会社勝又運輸 運送業、廃棄物処理業（水産物輸送、魚粉製品原料収集運搬等）

有限会社エスケー商事 運送業（水産物輸送を为体に運送全般）

モリヒロ水産株式会社 食品製造業（为に真鱈フィーレ、切身加工製造、商業物件の賃貸）

有限会社マルイチ西條水産 漁業，食品製造業（ワカメ・昆布養殖業、ワカメ・昆布・ホタテ加工販売）

山田水産株式会社 食品製造業（水産食料品加工・鰻養殖加工・冷凍冷蔵業）

有限会社三留水産 食品製造業（鮮魚及び鮮魚加工とその出荷）
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（石巻水産業復興グループ） 株式会社丸平かつおぶし 食品製造業（削り節製造及び魚漬、塩干魚製造・販売）

安海繁男（黄金丸） 漁業（小型底曳網漁業）

株式会社海幸 食品製造業（牡蠣・海藻・イカ加工品等）

門岡秀勝（門岡商店） 卸売業（鮮魚、煮蛸）

今野水産株式会社 漁業（サンマ船）

株式会社カネサ食品 食品製造業（寿司ネタ等）

株式会社石巻内燃機工業 サービス業（船舶エンジンの取付、発電、内燃機のオーバーホール）

ほくと食品株式会社 食品製造業（切身、味付け、冷食）

有限会社明勝水産 食品製造業（油カレイ・タラの加工販売、サバ・イワシ他前浜物の生鮮販売、原料売買）

有限会社佐藤水産 食品製造業（ほっけ・養殖銀鮭　新巻銀鮭・さば・赤魚等水産加工食品の製造）

カネキ新港水産株式会社 食品製造業（フィレー類加工品・さんま・さば開き・味付けイクラ等水産品の冷凍、冷蔵保管）

三陸フィッシュミール株式会社 製造業（水産加工残滓から魚粉等飼料・有機質肥料製造）

株式会社さんりくフーズ 食品製造業（海藻加工品・イワシ・サンマ惣菜製品の製造、水産加工品の卸売）

有限会社斎吉商店 卸売業（鮮魚（鮪・鰹・サンマ）、氷、練製品（サンマすり身）の販売）

株式会社遠藤商会 食品製造業（食品添加物・食品加工機械の販売、原料売買）

安海良己（安海漁業部） 漁業（小型底曳漁業（タコ、イカ、スケトウダラ、カニ、カレイ、その他））

株式会社マルヨ 卸売業（鮮魚冷凍仲買（カツオ、マグロ等）、貨物運送取扱、冷蔵倉庫）

有限会社マルヨ運輸 運送業（水産加工物の運送）

有限会社阿部篤商店 食品製造業（氷頭ナマス製品の製造）

ヤマト水産冷凍株式会社 食品製造業（冷凍マイカツボ抜・下足の加工・販売）

石巻冷蔵株式会社 倉庫業（冷凍魚・水産製品・冷凍食品の受託保管）

有限会社ケイスイ 食品製造業（魚介類の加工・販売）

有限会社マルサイ西條水産 食品製造業（鮮魚の加工出荷（サバ・イワシ他））

エビス食品株式会社 食品製造業（レトルト食品、醤油漬け筋子等加工品、液体・粉末調味料の製造）

杉山栄（杉山漁業部） 漁業（小型底引き網漁業で赤貝を専門に操業）

丸源水産株式会社 食品製造業（生食用生かき・生うに・赤貝の加工販売）

三養水産株式会社 食品製造業（カキフライ・エビフライ・等加工食品の製造）

有限会社トーハイコーポレーション 食品製造業（たらこ・辛子明太子を中心とし、牡蠣、サンマ、サバの加工品を製造・販売）

有限会社千田商店 食品製造業（金華銀鮭・金華さば・牡蠣・海鼠・帄立等の加工販売）

有限会社グルメイト 漁業（養殖銀鮭売買、養殖飼料・連資材の売買、活魚・鮮魚介類販売、運送業）

株式会社チダシン 卸売業（スチロール、段ボール、ポリエチレン製品の販売）
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（石巻水産業復興グループ） 有限会社カクショウ水産 食品製造業（鮮魚出荷（カレイ類、吉次等）、真ダコ等のボイル加工）

株式会社三国商店 食品製造業（近海魚類の冷凍加工（冷凍マダラ・冷凍サバ・冷凍ヌタウナギ））

株式会社カネモ末永商店 氷雪製造業（氷の製造販売、ひらめ・きんき・鱈など鮮魚全般の生鮮出荷）

有限会社ヒラツカ 小売業（船舶資材（ロープ・シャックル等）・漁業資材（網・万丈等）・石油製品等の販売）

有限会社エムワイフーズ 小売業（包装資材（プラスチック容器・ポリ袋他）・包装機械・水産加工用機械等の販売）

株式会社木の屋石巻水産 食品製造業（缶詰（鯨・魚類）・鯨加工食品・小女子加工品、フィッシュミールの製造）

大江冷蔵株式会社 食品製造業（水産物の冷凍冷蔵加工及び販売）

株式会社カネシン 食品製造業（漬魚（粕漬、みそ漬等）の製造）

日東水産株式会社石巻営業所 漁業（大中型旋網漁業、沖合底曳網漁業、紅ズワイかに篭漁業、冷蔵倉庫、カニ加工）

保原徳幸（保原商店） 食品製造業（銀鮭・秋鮭・鱈など鮮魚又は冷凍魚の加工（三枚卸し、切り身など））

北日本石油株式会社 卸売業（ガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油等の販売）

大興水産株式会社 食品製造業（鮮魚卸売・冷凍加工、加工卸売（鮭・魚卵））

宮本水産株式会社 食品製造業（冷凍サバ・冷凍イカ・沖ハモ開き等の製造）

株式会社明紘水産 漁業，食品製造業（海苔、あさり等の養殖及び加工（焼き海苔・味付海苔等）・販売）

宮城エキスプレス株式会社 運送業，倉庫業（金華ブランド原料（さんま・さば・銀さけ）等の運搬・冷凍冷蔵）

株式会社ニッシン サービス業（包装資材・機器・部品の販売、水処理装置・食品細菌検査）

株式会社鈴木漁業 漁業（沖合底引き網漁業によりキチジ、イラコアナゴ、タラ等を水揚）

天祐丸冷凍冷蔵株式会社 食品製造業（マダラフィレ等魚類の漬魚・塩干品他製造、水産物輸入、廻船問屋）

株式会社マルイチ高橋商店 食品製造業（たらこ製造、水産物の冷凍保管）

有限会社青木エンジニアリング サービス業（発電装置の修理（原動機）及び船舶の为機等の修理）

有限会社山田商店 食品製造業（かきフライ・冷凍かきの製造、生食用かきの生鮮出荷）

株式会社マルハツ 食品製造業（殻付かき・生かきの販売、殻付きほや・むきほやの加工及び販売）

有限会社丸高高橋商店 食品製造業（生食用かき、活あさり、ほや、蜆、海藻(わかめ・昆布・ひじき)の加工販売）

魚喜久水産株式会社 食品製造業（生食用カキパック詰加工、殻付ホタテ販売、きざみ穴子等加工品製造）

株式会社渡冷 卸売業（さんま・さば・いか・たら等の鮮魚出荷および冷凍冷蔵）

株式会社ヤマゴ 食品製造業（たらこ・明太子の製造販売）

有限会社マルキョウわかめ 食品製造業（生若布加工品（塩若布・お刺身若布・味付若布・スライス茎）の製造販売）

株式会社丸邦内海商店 食品製造業（鮮魚出荷・冷凍・冷蔵、干魚（干しあみ・干し小女子）製造）

藤静水産株式会社 食品製造業（三枚卸・開き・〆サバ・漬魚・煮蛸他の加工販売）

株式会社カクト鈴木商店 食品製造業（魚肉練製品・冷凍食品（カキフライ）・切り身加工品・冷凍すり身等の製造）

山源水産株式会社 食品製造業（むきしゃこ・寿司刺身用冷凍えび・活あわび等の加工販売）
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（石巻水産業復興グループ） 末永海産株式会社 食品製造業（海藻及び牡蠣製品（春告げわかめ、一年子かき、牡蠣味噌他）の製造）

林正二郎（林正商店） 食品製造業（加工品製造（煮あみ・煮つぶ・煮干小女子他）、冷凍冷蔵、鮮魚出荷）

有限会社ミヤイチ 食品製造業（カレイフィレ・金華さば寿し・りゅうひ巻（昆布で魚を巻いたもの）等の製造）

山正雁部水産株式会社 食品製造業（魚肉練り製品（冷凍焼きちくわ・冷凍さつま揚げ）の製造）

合同会社猪又屋 食品製造業（金華鯖、秋凿魚、牡蠣などの水産加工品製造販売）

大慶漁業株式会社 漁業，食品製造業（巻き網・さんま棒受け網漁業、カツオ・まぐろ類のラウンド・ロイン加工）

株式会社三政商店 食品製造業（秋凿魚・鯖・鰹等の鮮魚出荷および冷凍冷蔵、サバ味噌煮等の製造）

株式会社まるたか水産 食品製造業（生かき、冷凍かき、かきフライ、生うに、焼きうに、塩うに、海藻類等の加工販売）

株式会社宍戸 産業廃棄物収集運搬業（水産加工場から排出される魚アラ等の収集運搬）

株式会社黒須物産 食品製造業（秋鮭を加工して、フレークの製造、コンドロイチン、コラーゲン等の抽出）

東日本フーズ株式会社 食品製造業（ホタテ貝柱開き、天然ひらめスライス他の製造販売）

株式会社阿部製缶鉄工 製造業（漁撈機器（ウインチ等）・機械装置（圧延機・ローラー等）の製作及びメンテナンス）

株式会社鮎川捕鯨 漁業，食品製造業（沿岸捕鯨、鯨加工品(塩蔵品）の製造）

ヤマサ正榮水産株式会社 漁業，食品製造業（生うに加工品製造、わかめ・あわび養殖・販売）

有限会社フジイ 運送業（水産物・水産加工品・資材の運搬、各種稚魚・成魚の活魚輸送）

有限会社マルミ内海商店 漁業，食品製造業（海苔の養殖、ほや加工品（味ほや等）・生のり等の販売）

株式会社アベキ 卸小売業（船舶と産業等へのＡ重油・軽油・ガソリン等燃料の販売）

志摩卓弥（志摩商店） 食品製造業（たら・カラスカレイの３枚おろし加工）

株式会社石巻水産鉄工 製造業（食品製造機械（生産ﾗｲﾝ、ｺﾝﾍﾞｱｰ他）・油圧漁労機械等の製作・修理）

有限会社マルマサ近藤水産 漁業，食品製造業（海苔養および海苔加工品の製造販売）

有限会社ヤマユ佐勇水産 食品製造業（漬け魚、切身の製造）

株式会社シンコー 食品製造業（穴子・かき等の加工品製造販売、秋鮭・油ｶﾚｲ等の輸出入）

株式会社酉抜商店 食品製造業（鰈フィレ及びエンガワ・鮭フィレ・さんまみりん干・いか一夜干他の製造販売）

ニチモウ株式会社 サービス業（漁網・漁具・船用品の販売、漁網の仕立て・修理）

福市水産株式会社 食品製造業（たら等の切身・粕漬け他の製造）

株式会社丸海 食品製造業（鮮魚・冷凍魚水産物卸し（ヒラメ・スズキ他）および加工（タラ、カレイ他））

富塚和彦（富塚興業） リサイクル業（発泡スチロールリサイクル事業（発泡スチロール減容・インゴット販売））

株式会社和久魚問屋 廻船問屋業（巻網魚船、かつお・さば・いわし・ワラサ等の鮮魚出荷・買付等）

たつ吉株式会社 小売業（タラ製品・イカ製品の販売）

株式会社マルダイ阿部商店 食品製造業（若布、昆布等の水産物加工）

有限会社マルセ秋山商店 食品製造業（生かきパック、活ほたて、ほたて貝柱、お刺身ほや等の加工販売）
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（石巻水産業復興グループ） 大山静夫（大山水産） 漁業，小売業（カツオ一本釣り船用餌イワシ販売、カキ養殖）

株式会社丸水配送 運送業（水産物の配送）

内源水産株式会社 食品製造業（冷凍・冷蔵鮮魚販売（サンマ、サバ、カツオ等））

古野電気株式会社 製造業（舶用電子機器（漁撈機器・無線機器・航海機器・GPS機器等）の製造販売）

有限会社杉浦商店 食品製造業（タラ、サバ、イワシ、マグロ等の鮮魚加工および鮮魚出荷）

有限会社阿部包材 小売業（発泡スチロール箱・トレーの販売）

有限会社三好屋冷蔵庫 倉庫業，卸売業（魚介類の冷凍・冷蔵庫保管、冷凍魚・魚卵の卸販売）

有限会社マリン企画サービス サービス業（船舶内燃機関の販売・修理、船舶部品の製作・販売修理）

石川久一（ヤマキ石川商店） 食品製造業（あぶらガレイ、タラ等の加工）

株式会社宮鰹 食品製造業（かつお、まぐろ、さんま、さば、さけ等の加工品製造）

及川電機株式会社 サービス業（各種船舶の電装工事・電気機器の修理等、各種陸上電気機器等の修理等）

有限会社信陽産業車輌 サービス業（ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ・ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ等産業車輌の販売・修理・改造等）

株式会社聖人堀鐵工所 造船業（軽合金及び鋼製ボートの製造及び修理）

株式会社鈴木造船所 造船業（各種船舶の建造・修理）

マリンハイドロテック株式会社 製造業（舶用油圧甲板機械装置の製造・販売）

阿部清隆（丸高運送） 運送業，養殖業（海苔・若布・牡蠣・冷凍魚介類の集荷・配送運搬、ホヤ等の養殖）

株式会社海遊 漁業，食品製造業（ほや・ほたて・かきの養殖および加工販売）

佐々木勝利（長寿わかめ本舗） 食品製造業（わかめ等海藻類および魚類の加工販売）

盛信冷凍庫株式会社 食品製造業（生鮮の鯖・鰯・イカ・タラ類他の冷凍加工等）

株式会社木村電装 サービス業（漁船の電装・水産加工業者の製造ライン及び加工機械の製作・修理）

株式会社ＰＳＳ サービス業（産業機械・省力機械の設計および製作、電気設備の設計・制作）

三浦賢一（三浦資業） 小売業（発泡スチロール・ダンボール・フィルム・その他の販売）

八興漁業株式会社 漁業（海外まき網（鰹・黄肌鮪）、沖合底引き網（スルメイカ等）、さんま棒受網）

株式会社海心フーズ 食品製造業（三枚卸・開き・〆サバ・漬魚加工、北方凍魚等加工原料の販売）

株式会社マルクニ水産 食品製造業（海苔・うに加工品の製造販売）

有限会社岡村 食品製造業（トラウトサーモンフィレー・たら切身・カラスカレイエンガワの加工出荷）

株式会社河北商会 小売業（水産加工会社向け包装資材の販売）

有限会社石巻エンドレス工業 製造業（漁労機械・搬送機械(コンベヤ等)の製造販売、船舶救命設備の修理販売）

株式会社木の屋エクセレント 卸売業（包装資材・梱包資材の販売及び輸入等、水産加工）

菅野光晴（菅野石油） 小売業（漁業船舶への燃料販売）

鈴木紘文（観音丸漁業部） 漁業（漁船漁業、廻船問屋（水揚げ販売補助））
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（石巻水産業復興グループ） 有限会社日野モーター商会 サービス業（水産関係運送車両の車検及び整備）

株式会社菅原自動車整備工場 サービス業（水産会社車両の整備・点検・車検）

株式会社エステー 製造業（漁船用ウインチの製造・整備等）

有限会社大市印刷社 サービス業（水産業種向け帳票・ラベル・包装用フィルム・パッケージのデザイン・製造・販売等）

本田工業株式会社 製造業（鉄・ステンレス製水産機具の製作・機械設置・修理等）

有限会社粟野蒲鉾店 食品製造業（笹かまぼこの製造販売）

有限会社北斗 サービス業（水産輸送用トラック等の修理・車検、水産加工会社の設備工事・メンテナンス）

有限会社協栄自動車整備工場 サービス業（水産会社で使用している車両の整備・点検・車検）

有限会社川口工業 建設業（水産加工会社の製造ライン・冷凍機等のダクト製作、給排気設備工事等）

水野水産株式会社 食品製造業（笹かま・竹輪等練製品の製造・販売）

伊妻漁業株式会社 漁業，不動産業（漁業、貸し倉庫（漁網修理倉庫））

石巻ガス株式会社 サービス業（都市ガス供給、ガス器具販売、ガス工事）

有限会社マルア阿部商店 食品製造業（オキアミ煮干・小女子煮干・鰯煮干等の製造）

佐藤慎介（イチマル佐藤） 食品製造業（カラスガレイのエンガワ加工）

株式会社ヤマボシ渡邊商店 食品製造業（ホヤ・ムラサキイカの加工、燃油の販売）

橋本俊男（橋本かまぼこ店） 食品製造業（笹かまぼこ・笹かまぼこの製造販売）

石巻漁港石油配送協同組合 サービス業（石油給配施設の管理）

石巻みなと商運株式会社 運送業（鮮魚・水産加工品の輸送）

気仙沼水産業グループ ④水産（食品）加工業型 株式会社足利本店 卸売業（鮮冷魚加工出荷（鮮メカジキ、鮮モウカザメ、鮮カツオ、鮮サンマ、冷凍魚））

株式会社フジミツ岩商 卸売業，食品製造業（（鮮魚仲買（カツオ、カジキ類）、水産加工（カツオたたき他））

株式会社ニ印大島水産 食品製造業（鮮魚販売（マグロ、カツオ、サンマ）、加工品製造（ネギトロ、フカヒレ、惣菜類））

株式会社千葉喜商店 食品製造業（鮮魚（カツオ、メカジキ、マグロ）、水産加工（甘エビ、冷凍食品、シュウマイ他））

株式会社磯屋水産 小売業（鮮魚・冷凍魚の販売（カツオ、マグロ、メカジキ、サンマ他）、廻船問屋（鰹巻網船））

有限会社西條商店 食品製造業（カツオ生鮮出荷及び１次加工）

有限会社前田物産 鮮魚仲買・加工・廻船問屋・船舶仕込・魚介類輸出入

有限会社カネト佐々東 卸売業（鮮魚仲買・水産加工業）

有限会社ヤマヨ常山商店 卸売業（鮮魚仲買・卸売出荷業）

有限会社マルマタ 鮮魚仲買業（気仙沼に水揚げされた魚を全国へ出荷）

有限会社斎勝商店 鮮魚仲買業（ホンマグロ、メバチ、カジキ等大物の出荷販売）

有限会社マルハサイトウ 鮮魚仲買業，食品製造業（鮮魚出荷（カツオ、マグロ等）、加工販売（モウカザメ正肉他）

有限会社ミツウロコ商店 食品製造業（マグロ類、カツオ、メカジキ他の１次加工及び生鮮出荷）
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（気仙沼水産業グループ） 有限会社松印商店 鮮魚仲買業（気仙沼に水揚げされた魚を各地に出荷）

株式会社大森 鮮魚仲買業（カツオ、マグロ他鮮魚全般を各地に出荷及びカツオたたき、味付けイクラの製造）

有限会社村東商店 鮮魚仲買業（各種生鮮魚介海藻類の販売、加工品（煮タコ、塩ウニ他）の製造販売）

有限会社ヤマネ商店 鮮魚仲買業（生鮮出荷と１次加工（マグロ類、メカジキ、カツオ等）、廻船魚問屋）

株式会社魚楽食品 鮮魚仲買業（カツオ、メカジキ、モウカザメ他、切身加工（メカジキ、カラスカレイ他））

有限会社カネヒカリ商店 鮮魚仲買業（端境期を为体に気仙沼魚市場へ輸入マグロを供給

株式会社マルヤマカ高順商店 鮮魚仲買業（マグロ類、メカジキ、サメ、カツオ、サンマ、タラの生鮮出荷及び１次加工、冷凍）

高橋水産株式会社 食品製造業（冷凍水産物製造販売（サバ、サンマ、ビンチョウ、カツオ他）、営業倉庫）

株式会社冷水 倉庫業（水産加工原料や製品の冷凍保管、冷凍水産物の販売）

協同水産株式会社 食品製造業（冷凍冷蔵加工（サメ類、サンマを为体とし、この他サバ、アミエビ等））

株式会社丸心高橋 倉庫業（カツオ、マグロ類、サメ類の冷凍保管及び販売、受託保管，延縄用餌の供給）

横浜冷凍株式会社 倉庫業（気仙沼に水揚げされた水産物の凍結・保管）

ぜんぎょれん食品株式会社 倉庫業（水産加工原料（サンマ、サバ、イカ、カツオ他）や海藻類の冷凍保管、販売）

村田漁業株式会社 漁業，食品製造業（マグロ漁業、冷凍・冷蔵・１次加工（メカジキ、カツオ他）、製氷）

ヤヨイ食品株式会社 食品製造業（気仙沼工場ではサバ味噌煮、オムライス、オムレツ、ハンバーグ他を製造）

株式会社阿部長商店 食品製造業（カツオ、サンマ等の加工、冷凍冷蔵保管、鮮魚出荷、観光ホテル経営）

株式会社小野万 食品製造業（イカ塩辛（全国シェア１位）他水産加工品の製造）

株式会社八葉水産 食品製造業（イカ塩辛、海藻加工品（メカブ、モズク）、〆鯖製造）

株式会社カネシメイチ 食品製造業，漁業（冷凍食品製造、冷蔵保管、遠洋鰹一本釣漁業）

株式会社カネカシーフーズ 食品製造業（メカブ製品、イカ塩辛等の製造）

株式会社オサベフーズ 食品製造業（冷凍食品（プレーンパスタ、ハンバーグ等）の製造、冷凍保管（サケ他））

株式会社かわむら 食品製造業（海藻加工品（ワカメ、コンブ他）製造販売、サケ・イクラ加工）

株式会社加和喜フーズ 食品製造業（味付けイクラ、サケ・サンマ加工品の販売）

株式会社小山平八商店 食品製造業（加工品製造及び冷凍冷蔵（サンマ、サケ、サバ、イカ、カツオ他）、製氷）

熊栄産業株式会社 食品製造業，漁業（冷凍水産加工（サンマ、カツオ、サバ）、定置網（餌用イワシ、サケ他））

畠和水産株式会社 食品製造業（加工品製造（ネギトロ、マグロさく、カツオたたき他）、生鮮出荷）

株式会社ダイカ 食品製造業（干物製造（アジ、サンマ、ホッケ他）、カツオ生鮮出荷）

株式会社石渡商店 食品製造業（フカヒレ加工品製造）

サンリク東洋株式会社 食品製造業（サケフィレ、三陸産サバフィレ、イカ製品の製造）

株式会社ヤマカ 食品製造業（ワカメ・コンブの加工）

ヨシエイ加工株式会社 食品製造業（乾燥・冷凍フカヒレ製品の製造）
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（気仙沼水産業グループ） 株式会社波座物産 食品製造業（魚介類加工食品（イカ塩辛他）の製造及び卸売）

株式会社正印佐々木正実商店 食品製造業（カツオ・マグロ加工品（たたき、ネギトロ）製造、冷凍カツオ・マグロ販売）

マルトヨ食品株式会社 食品製造業（サンマ・サバ加工品(一夜干し等)製造、サンマ・サバ冷凍原料加工）

大弘水産株式会社 食品製造業（カツオ・カジキ・サメ・サバ他を原料とした切身、漬魚、くん製品他の製造販売）

気仙沼ほてい株式会社 食品製造業（魚介類及びフカヒレ缶詰・レトルト食品・鮮魚加工食品製造、角氷等製造）

福寿水産株式会社 食品製造業（フカヒレ加工品・サメ加工品製造）

株式会社超冷 食品製造業，倉庫業（水産食品の製造販売、受託冷凍保管）

株式会社横田屋本店 食品製造業（アワビ・ウニ・ホヤ・ノリ・ワカメ等の加工品製造販売、海産物小売）

株式会社中華高橋水産 食品製造業（レトルト・冷凍フカヒレ製品製造）

村芳特殊水産株式会社 食品製造業（フカヒレ加工品の製造）

株式会社マルフジ 食品製造業（サケ・ホタテ他の加工・販売）

株式会社モリヤ 食品製造業（冷凍水産食品の製造販売）

株式会社一番 食品製造業（海藻加工品（とろろ昆布、焼きのり、味付けのり、ふりかけ他）の製造）

株式会社ＭＣＦ 食品製造業（サンマ(開き、フライ等)、イカ(切身、イカリング)、サバ・ブリ(切身、竜田)の製造）

有限会社高長商店 食品製造業（冷凍マグロ加工（切り落し、ネギトロ）、鮮魚出荷（カツオ、メカジキ、メバチ等））

有限会社遠藤商店 食品製造業（フカヒレ原料・半製品供給、フカヒレスープ等加工品製造）

有限会社ひまわり食品 食品製造業（サンマ（開き干し、甘露煮）・サバ開き干し・漬魚他の製造）

齋藤和文（三井商店） 食品製造業（ワカメ塩蔵加工品の製造）

有限会社丸虎商店 食品製造業（サケフィレ、サンマ開き、モウカザメ切身の製造）

株式会社カネダイ 食品製造業（カニ・エビ・サンマ・サバ・メカジキ・カツオ・ビンナガ等の加工品製造）

有限会社ヤマグン 食品製造業（サンマ加工品（单蛮漬け、〆サンマ）・サバ朝鮮漬他の魚の調味加工品製造）

藤田康悦（藤田商店） 食品製造業（煮タコ、ウニ・ホタテ加工品の製造販売、塩蔵ワカメ製造）

有限会社かみたいら 食品製造業（ホタテ、カキ、海藻類の加工及び販売）

有限会社ムラカミ 食品製造業（ワカメ、コンブの塩蔵加工等）

株式会社カネマ 食品製造業（マグロ加工品製造、生鮮マグロ・カツオ・メカジキ・サンマの生鮮出荷）

株式会社斉吉商店 食品製造業（サンマ佃煮、海鮮主、業務用製品、惣菜（サンマ笹寿司他）の製造）

有限会社マルナリ水産 食品製造業（サンマ昆布巻他の加工品製造）

有限会社カネエイ阿部商店 食品製造業（サンマ・サバ調味加工品の製造）

小野寺哲郎（丸萬水産） 食品製造業（塩辛原料となるイカ１次加工品の製造）

株式会社かねせん 食品製造業（笹蒲鉾、揚げ蒲鉾、蒸し蒲鉾の製造販売）

阿部覚治（サンダイ阿部商店） 食品製造業（花かつお・タコしゃぶしゃぶ・煮干し・干しシラス他の製造販売）

村上正男（マルチ村上商店） 食品製造業（カツオ・マグロ角煮、カツオ生利節、サンマ加工品の製造）
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（気仙沼水産業グループ） 有限会社いちまる 食品製造業（笹蒲鉾、御祝儀蒲鉾の製造販売）

有限会社マリンジャパネット 食品製造業（フカヒレ原料・半製品・加工品の製造、卸）

斉藤孝志（マルチュウ斉藤商店） 食品製造業（カツオ等の煮魚加工品の製造）

有限会社ケイ 食品製造業（サンマ佃煮の製造）

吉田久雄（カネヒデ吉田商店） 食品製造業（サメ1次加工品、フカヒレ加工品の製造）

昆野文男（日渡水産） 食品製造業（カツオ生利節・荒節・削り節の製造、塩辛用イカ1次加工品の製造）

畠山孝志（かねたけ畠山商店） 食品製造業（カツオ削り節・若節、サンマみりん干し・一夜干しの製造）

東和水産株式会社 小売業，倉庫業（マグロ延縄用餌料の販売、加工原料販売・保管）

有限会社林健商店 食品製造業（カツオ・サバ生利節の製造）

長山正孝（国光長山商店） 食品製造業（イカ塩辛・煮タコ製造、魚介類の販売）

有限会社カネテツ春日商店 食品製造業（塩辛用のイカ1次加工）

千田裕（マルエイ千田商店） 食品製造業（サンマキムチ、サンマ甘露煮の製造）

気仙沼さかなの駅株式会社 小売業（生鮮魚（マグロ、カツオ、サンマ他）、冷凍魚、加工品の販売）

有限会社気仙沼生鮮館やまひろ 食品製造業，小売業（加工品製造（サンマみりん干し、イカ塩辛他）、鮮魚小売り）

有限会社小野敏商店 食品製造業（小売店・料理店への鮮魚販売、煮タコ・干物（サンマ、サバ、アジ）他の製造）

三陸飼料株式会社 製造業（水産加工残渣を原料とする魚粕・魚油の製造）

有限会社三喜 製造業（肥料の製造販売）

有限会社小野健商店 サービス業（魚問屋（水揚げ業務代行）、各中央卸売市場への販売、冷凍食品製造販売）

株式会社丸勇鈴伊 サービス業（廻船魚問屋（水揚げ業務代行）、仲買）

有限会社サンワイ商事 小売業（ロープ・テグス・浮球他漁業資材の販売・仕立加工）

株式会社まるいち加工 氷雪製造業（漁船や水産加工業者へ氷を販売）

株式会社臼眞倉庫 倉庫業，運送業（加工食品原材料等の保管、缶詰・加工食品等の保管・輸送）

有限会社魚心会運送 運送業（鮮魚・冷凍魚の輸送）

有限会社亀甲運輸 運送業（鮮魚・冷凍食品・その他の運送）

株式会社マキノ運輸 運送業（冷凍・チルド水産加工品の輸送）

株式会社カナエ 製造業（発泡スチロール製品（魚箱他）の製造）

株式会社マルサパック 製造業（発泡スチロール容器・段ボール紙器・木箱等の製造販売）

株式会社三浦徳三商店 小売業（各種包装資材（段ボール・発泡スチロール・ポリ容器等）の販売）

株式会社カネサン 製造業（段ボールの製造販売）

有限会社藤田製函店 小売業（発泡スチロール製魚箱・包装資材卸、木製魚箱製造販売）

有限会社エポックメーキング サービス業（水産加工品包装資材の販売、ラベル・袋等の企画・デザイン）

高橋修一（高橋商店） 小売業（発泡スチロール・段ボール・クラフトテープその他包装資材の販売）
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为食（パン・米飯）供給グループ ④水産（食品）加工業型 株式会社宮城総合給食センター 食料品製造業（学校給食用米飯製造，産業用米飯製造，学校給食用パン配送）

株式会社加賀屋 食料品製造業（学校給食用米飯製造，学校給食用パン配送）

株式会社オルブロート 食料品製造業（学校給食用米飯製造，パン冷凍生地製造）

有限会社相澤製菓 食料品製造業（学校給食用米飯販売，学校給食用パン配送，パン菓子製造）

株式会社富士製菓舗 食料品製造業（学校給食用米飯製造，学校給食用パン配送，パン菓子製造）

大村清一（大勇堂） 食料品製造業（学校給食用米飯製造，学校給食用パン配送，パン菓子製造）

斎藤正博（山沖本店） 食料品製造業（学校給食用米飯製造，学校給食用パン配送，製パン卸）

有限会社朝日堂 食料品製造業（学校給食用米飯製造，学校給食用パン配送）

株式会社カトーマロニエ 食料品製造業（学校給食用パン製造，パン，和菓子，洋菓子製造）

有限会社ささもり菓子舗 食料品製造業（学校給食用パン配送，パン菓子製造）

株式会社JA加美よつばラドファ 食料品製造業（学校給食用米飯製造，白飯パックライス製造）

本場仙台味噌・醤油グループ ④水産（食品）加工業型 株式会社佐々重 小売業（仙台味噌醤油販売，つゆ・たれ等販売），不動産賃貸業（加工工場賃貸）

合資会社亀兵商店 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

株式会社阿部幸商店 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

太田與八郎（太田與八郎商店） 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

株式会社福井商店 不動産賃貸業（店舗，加工工場賃貸）

永田醸造株式会社 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

有限会社森昭 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

玉松味噌醤油株式会社 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造，つゆ・たれ等製造）

有限会社金華山醸造 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

株式会社スエヒコ末永商店 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

手代木亮一（手代木醤油店） 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

鎌田醤油株式会社 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

川敬醸造株式会社 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造），酒類販売

ヤマカノ醸造株式会社 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造，つゆ・たれ等製造）

株式会社徳田屋 食料品製造業（仙台味噌醤油醸造）

宮城県酒造協同組合 ④水産（食品）加工業型 宮城県酒造協同組合 清酒製造業者同業者組合（原料米共同購入，Ｐ函共同利用，清酒販売）

仙台伊澤家勝山酒造株式会社 食料品製造業（清酒醸造，ハム・ソーセージ製造）

合資会社内ヶ崎酒造店 食料品製造業（清酒醸造，酒類醸造），酒類卸

有限会社佐々木酒造店 食料品製造業（清酒醸造）

株式会社佐浦 食料品製造業（清酒醸造，焼酎醸造，リキュール醸造等）
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（宮城県酒造協同組合） 株式会社一ノ蔵 食料品製造業（清酒醸造）

株式会社新澤醸造店 食料品製造業（清酒醸造）

株式会社山和酒造店 食料品製造業（清酒醸造）

合名会社川敬商店 食料品製造業（清酒醸造）

合名会社寒梅酒造 食料品製造業（清酒醸造）

萩野酒造株式会社 食料品製造業（清酒醸造）

株式会社角星 食料品製造業（清酒醸造），酒類卸

株式会社男山本店 食料品製造業（清酒醸造）

株式会社平孝酒造 食料品製造業（清酒醸造，焼酎醸造）

墨廼江酒造株式会社 食料品製造業（清酒醸造）

有限会社大沼酒造店 食料品製造業（清酒醸造）

閖上水産加工業組合 ④水産（食品）加工業型 株式会社佐々直 食品製造業（水産練り製品（笹かまぼこ・揚げかまぼこ等）・鮮魚粕漬けの製造）

株式会社ささ圭 食品製造業（笹かまぼこ等の製造）

有限会社マルタ水産 食品製造業（素干し製品（小女子・真がれい等）・赤貝塩漬け・切身等の製造）

有限会社丸七佐藤水産 食品製造業（漬け魚，切り身の加工）

有限会社浜口商店 食品製造業（乾燥なまこ、アンコウ・メコチ加工品の製造）

有限会社まるしげ 食品製造業，飲食業（鮮魚の販売、干物等製造、飲食店経営）

株式会社さくらい水産 食品製造業（紅鮭切り身，塩辛等）

有限会社菊田水産 食品製造業（魚介販売，一塩干がれい）

有限会社ライジン 食品製造業（いか塩辛等の製造、牛たんソーセージ等のパッケージ包装）

マルヤ水産株式会社 食品製造業（レトルト食品・冷凍食品の製造販売，和風レストランの経営）

養殖水産資源復興推進グループ ④水産（食品）加工業型 株式会社岡清 食品製造業（水産食料品製造業・小売業）

マルアラ株式会社及川商店 食品製造業（水産食品加工業）

株式会社マルジン三浦水産 食品製造業（ホタテ貝柱加工，活ホタテ加工，カキ加工）

有限会社丸畠水産 食品製造業（水産加工業）

株式会社マルキン 食品製造業（カキ・ホタテ・銀鮭等の加工並びに生鮮出荷）

有限会社佐々隆 食品製造業（水産加工業）

有限会社丸和イトウ水産 食品製造業（ホタテ，カキ，ホヤ等加工販売）

有限会社丸よ山岸水産 食品製造業（ホタテ・カキ・ムール貝等の加工販売）

有限会社大勝水産 食品製造業（水産加工業）

高橋七男（ヤマタ丸七水産） 食品製造業（水産加工業）



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3次認定グループ及び補助対象事業者一覧（宮城県）  

⑤商店街型 株式会社ジョイショッピングプラザ 不動産賃貸業（スーパーストアの経営）

株式会社タカハシ住建 小売業（住宅機器販売）

有限会社メガネはタカハシ 小売業（眼鏡販売）

有限会社武山呉服店 小売業（衣料品販売）

株式会社爽陽 小売業（書籍販売）

株式会社ミヤギ電機 小売業（家電販売）

武川浩士（いせたつ陶苑） 小売業（陶磁器販売）

三浦孝之（菅原屋造花仏具店） 小売業（造花、仏具販売）

佐藤きよ子（佐藤荒物店） 小売業（日用品販売）

有限会社ビューティーサロンムツミ サービス業（美容室）

株式会社アベ美装 サービス業（広告企画・製作）

株式会社田口セイコー堂 小売業（時計・宝石販売）

株式会社サトー家具商会 小売業（家具販売）

有限会社ドリームティ・エーグループ 飲食業（レストラン）

登米市佐沼中央・大通り商店街
グループ


