第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
岩沼臨空工業団地協議会グ
ループ

グループ類型
構成員（補助対象事業者）
③地域に重要な企業集積型 株式会社イーストコア

業種（事業内容）
サービス業（産業廃棄物収集・運搬、再生資源原料加工、建設）

株式会社平間環境

サービス業（産業廃棄物処理）

有限会社サン・クリーン仙台

サービス業（産業廃棄物処理）

有限会社岩沼環境保全

サービス業（産業廃棄物処理）

有限会社長渕商店

サービス業（産業廃棄物処理）

北東物産株式会社

卸売業（再生資源卸売）

株式会社イマイ自動車

卸売業（自動車中古部品製造・販売、資源リサイクル）

株式会社タケザワ

小売業、サービス業（外構資材販売、工事、金網製造）

大徳産業株式会社

製造業（化粧合板製造）

大伸産業株式会社

製造業（住宅用建材製造）

有限会社石伸

製造業、小売業（墓石施工販売、建築用施工販売）

株式会社みやちゅう

製造業（建設・造園資材製造販売）

株式会社高生工業所

製造業（プラント製造、機械設置）

三光総業株式会社

製造業（金属建具製造）

桃美興産株式会社

製造業（ステンレス、スチール建築金物製造）

大東グラビヤ株式会社

製造業（軟包装材）

株式会社エムラインサービス

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社津田鈑金塗装

サービス業（自動車板金塗装業）

株式会社エスパイラー

建設業（基礎工事）

相模産業株式会社

不動産賃貸業（不動産賃貸業）

有限会社高繁工業

運輸業（一般貨物運送業）

田中鉄鋼販売株式会社

卸売業（鋼材）

東建工業有限会社

製造業（鋼材）

関包スチール株式会社

製造業、卸売業（鋼材）

有限会社丸カ運送

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社スチール

卸売業（ステンレス鋼）

佐藤鐵鋼株式会社

卸売業（鋼材）

新興金属株式会社

卸売業（ステンレス鋼）

株式会社オシノ

製造業（炭素、黒鉛）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
雄勝・北上・河北地区住環境改
善グループ

女川町観光産業再興グループ

女川町建設再興グループ

グループ類型
構成員（補助対象事業者）
③地域に重要な企業集積型 山下憲一(あさじや金物店)

業種（事業内容）
小売業（建築資材・家庭金物小売）

有限会社カワキタ板金工業

建設業（屋根工事、板金工事）

髙橋義則(髙橋鉄工所)

建設業（鉄骨住宅、工場建築）

佐藤林春(佐藤建築)

建設業（住宅等大工工事業）

山下仁(山下住建設)

建設業（木造住宅等建、リフォーム工事業）

高橋照雄(昭和電気商会)

建設業（一般電気工事）

杉山幸三(杉山電気工事)

建設業（電気配線工事）

青沼辰一(青沼産業)

建設業（建築基礎工事、外構工事）

千葉貞助(千葉左官)

建設業（ブロック、タイル、左官工事）

大槻敏也(大槻組)

建設業（土木、とび・土工、石、舗装工事等）

那須野明(那須野建具製作所)

製造業（建具・建設用資材製作）

③地域に重要な企業集積型 株式会社女川観光ホテル

宿泊業（旅館）

阿部彰喜(民宿亀丸)

宿泊業（民宿）

野口善雄(食事処おじか)

飲食業（飲食店）

渡邊哲(酒飯処かぐら)

飲食業（飲食店）

株式会社御前屋

不動産業（宿泊施設）

③地域に重要な企業集積型 有限会社報武工務店

建設業（建築工事）

有限会社神田建設

建設業（土木工事）

ナガノ工業株式会社

建設業（管工事）

村上幸保(村上左官)

建設業（左官工事）

伊藤茂(伊藤建築)

建設業（建築工事）

木村直治(木村畳店)

製造業（畳製造）

平塚栄作(緑泉園)

建設業（造園工事）

佐藤孝義(佐藤建築)

建設業（大工工事）

株式会社千葉塗装

建設業（塗装工事）

阿部誠喜(阿部設備)

建設業（設備工事）

有限会社コンノ内装

建設業（内装工事）

女川町コミュニティ再興グループ ③地域に重要な企業集積型 横山亮助(理容ヨコヤマ)

サービス業（理容）

近江雅行(三陸無線商会)

小売業（家電販売・電気工事）

有限会社アイティス

小売業（家電販売・電気工事）

鈴木良徳(女川電化センター)

小売業（家電販売・電気工事）

有限会社マルサン

小売業（衣類・寝具・作業服販売）

和泉進一(小岩井牛乳女川販売店)

小売業（乳製品・保険商品販売）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
グループ類型
構成員（補助対象事業者）
（女川町コミュニティ再興グルー （③地域に重要な企業集積型） 有限会社芳文堂
プ）
株式会社アベキ

気仙沼チーム3R（資源循環グ
ループ）

仙塩地域復興グループ

小売業（図書・文具・情報機器販売）
小売業（石油製品販売）

鈴木由男(山丁)

小売業・漁業（水産加工・販売（ホタテ・カキ））

鈴木幸義(マルモ鈴木商店)

小売業・卸売業（鮮魚販売）

宮丸漁業株式会社

小売業・漁業（鮮魚販売）

有限会社マルカネ青木食品

小売業・製造業（豆腐製造・販売）

まるご鈴木興業株式会社

宿泊業（旅館）、サービス業（清掃）

株式会社御前屋

小売業（総合スーパー）

③地域に重要な企業集積型 株式会社ハマナス

運輸業、サービス業（一般・産業廃棄物収集運搬、処理）

有限会社気仙沼クリーンサービス

運輸業（一般・産業廃棄物収集運搬）

佐々木産業株式会社

運輸業、サービス業（一般・産業廃棄物収集運搬、処理）

有限会社ワールドクリーン

運輸業（一般・産業廃棄物収集運搬）

松林商事株式会社

運輸業（一般・産業廃棄物収集運搬）

株式会社おおえ商会

運輸業（一般・産業廃棄物収集運搬）

③地域に重要な企業集積型 内海清太郎(内海設備店)

建設業（給排水衛生設備工事業）

株式会社渡邉金物

小売業（建築資材）

有限会社遠藤工務店

建設業（住宅改修、住宅新築）

株式会社大友組

建設業（土木、建築）

有限会社松元板金店

建設業（建築板金、屋根、外壁、雨樋）

株式会社共和電業

建設業（電気工事業）

有限会社新井企業

運輸業、サービス業（産業廃棄物収集・運搬、ビルメンテナンス）

株式会社鈴正

卸売業（金属再生資源）

有限会社成澤商会

サービス業（自動車解体業）

仙台圏自動車リサイクル資源循 ③地域に重要な企業集積型 株式会社青南商事
環促進グループ
有限会社カーパーツマルサ

仙台港蒲生地区色彩関連業震
災復興グループ

業種（事業内容）

製造業、小売業、サービス業（金属類加工販売、自動車解体、産業廃棄物処理）
サービス業（自動車解体）

有限会社カーサービス・オオトモ

サービス業（自動車解体）

有限会社平地商会

卸売業（自動車中古部品）

③地域に重要な企業集積型 大阪印刷インキ製造株式会社

製造業（印刷インキ製造・販売）

株式会社東京カツラ

製造業（ゴムローラ・ゴム商品の製造・販売）

株式会社秀建築デザイン

製造業（内装仕上工事・家具製造）

有限会社鈴木硝子店

建設業（硝子加工・工事）

株式会社ハシモト

製造業（ウエス製造・販売）

太陽工業株式会社

製造業（家具装備品設計製造）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
グループ類型
構成員（補助対象事業者）
仙台港フェリー輸送事業再生グ ③地域に重要な企業集積型 ホッコウ物流株式会社
ループ
宇徳ロジスティクス株式会社

仙台新港周辺特殊金属加工業
振興グループ

仙台東部流通地域のトラック事
業の再生

多賀城・七ヶ浜地域コミュニティ
再生グループ

業種（事業内容）
運輸業（一般貨物運送業）
運輸業（一般貨物運送業）

有限会社ファースト流通

運輸業（一般貨物運送事業）

佐藤運送有限会社

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社佐藤産業

運輸業（一般貨物運送業）

③地域に重要な企業集積型 有限会社エムイージー

製造業（電気炉設計製造、保守点検修理）

有限会社マルワステンレス工業

製造業（建築板金加工・金属加工品製造）

株式会社ピーアイ工業

建設業（電気工事業・管工事業）

株式会社ルニハウス

建設業（一般建築工事業）

中央プラント建設株式会社

建設業（プラント設備工事、保守管理業務）

有限会社ケイワイ工業

製造業、サービス業（コンクリート二次製品用鋼製型枠の設計、製造、修理）

今野運輸株式会社

運輸業（一般貨物運搬重量物・工作機械搬入搬出据付・倉庫業）

エネックスジャパン株式会社

卸売業（産業用・医療用高圧ガス、産業資器材卸売販売）

有路純一(有路ホイストサービス)

建設業（天井クレーン設置、電気工事、メンテナンス）

株式会社アイハラ重機

建設用クレーン賃貸業（オペレーター付きクレーンリース業）

株式会社ユウデンエンジニアリング

建設業（電気工事業・機械器具設置工事業）

③地域に重要な企業集積型 仙台トラック事業協同組合

組合（共同配車、共同購買、ETC共同精算）

株式会社サンユー

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社庄子運送

運輸業（一般貨物運送業）

東日運送株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社ラインサービス

運輸業、建設業（一般貨物運送業、電気通信設備建設工事）

株式会社東配

運輸業（一般貨物運送業）

日本運輸倉庫株式会社

運輸業（倉庫業）

築館運輸株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

大郷運輸株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

三喜運輸株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社東北酸素

運輸業（一般貨物運送業）

東北乳運株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

宮城乳運株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

③地域に重要な企業集積型 阿部聡(カットインアリーナ)

サービス業（理容）

今泉康(そば処寿々喜支店)

飲食業（そば）

斎藤ハルエ(ダスキン明月)

サービス業（清掃用具レンタル）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
グループ類型
構成員（補助対象事業者）
（多賀城・七ヶ浜地域コミュニティ （③地域に重要な企業集積型） 阿部弘(ヘアー＆リラックスアベ)
再生グループ）
平山美智子(ヘアーショップライン)

業種（事業内容）
サービス業（理容）
サービス業（理容）

清水隆(ヘアーファクトリーハートランド)

サービス業（理容）

佐藤邦子(ヘアサロンさとう)

サービス業（理容）

吉岡節子(亜希フラワー)

小売業（生花）

伊藤喜代勝(伊藤販売店)

小売業（乳製品）

有限会社栄太楼

製造業、小売業（和洋菓子）

上中直子(赤間商店)

小売業、不動産業（食品販売、不動産賃貸）

有限会社一年三組

小売業、サービス業（文具、クリーニング）

星敏子(おしゃまんべ)

飲食業（居酒屋）

三浦一浩(酒飯処 楽)

飲食業（居酒屋）

佐藤宗明(美容室クール)

サービス業（美容）

中澤邦夫(クリーニング専科 ナカザワ)

サービス業（クリーニング）

木村福子(ハッピー美容室)

サービス業（美容）

株式会社仙台給食センター

製造業、小売業（弁当、仕出し、折詰）

清水斉治(清水石材店)

製造業、小売業（墓石、記念碑、外構）

第一油業株式会社

小売業（自動車用品）

有限会社ファースト自動車

サービス業（自動車整備業）

有限会社明華園

飲食業（中国料理）

株式会社円満堂

製造業、小売長（洋菓子）

東海林由美子(MAKELAND)

サービス業（美容）

有限会社ビーアンドジェイコーポレーション

飲食業（冷麺、焼肉）

有限会社城伸寿司

飲食業（寿司）

紅林敬之(うまいホルモン金ちゃんの店 海うみぶた豚)

飲食業（焼肉）

有限会社桂月堂

小売業、医療業（スポーツ用品、接骨院）

株式会社あんしん

サービス業（保険代理業）

株式会社鈴喜

小売業（LPガス、灯油、酒類）

有限会社吉野屋酒店

小売業（酒類）

佐藤貞子(佐藤魚店)

小売業（魚介類）

有限会社坂本商店

小売業、建設業（燃料販売、管工事）

太宰勉(太宰商店)

小売業（石油、ガス）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
グループ類型
構成員（補助対象事業者）
（多賀城・七ヶ浜地域コミュニティ （③地域に重要な企業集積型） 有限会社鈴市商店
再生グループ）
有限会社橋沼商店

登米市福興協力輸送部会

業種（事業内容）
小売業（LPガス、ガス機器・石油機器）
小売業（LPガス、燃料、ガス機器）

有限会社イトー光熱

小売業（LPガス、灯油、各種燃料機器）

有限会社エクステンション

サービス業（理容）

品川正則(品川理容所)

サービス業（理容）

有限会社ワタナべ

サービス業（保険代理業）

相澤真(おおしろ接骨院)

医療業（接骨院）

藤原啓子(とりふじ弁当)

製造業、小売業（弁当）

赤塚武男(赤塚精肉店)

小売業（食肉）

株式会社セイルヨット

小売業、サービス業（外洋ヨット販売、修理、管理）

前田展男(前田商店)

宿泊業、飲食業（旅館、仕出し）

株式会社稲妻呉服店

小売業（呉服婦人服）

有限会社ごんじろう

小売業（総合衣料品、贈答品）

三嶋重昭(三嶋重昭商店)

製造業、小売業（塩蔵わかめ、昆布、海苔）

株式会社ワークマンハウスしらかば

宿泊業、建設業（旅館、土木工事）

株式会社多賀城フラワー

卸売業、小売業（生花）

関山昇(関山商店)

小売業（ＬＰガス、灯油、燃料機器）

有限会社角田商店

小売業（ＬＰガス、灯油、燃料機器）

③地域に重要な企業集積型 有限会社豊栄運輸

運輸業（一般貨物運送業、解体業）

豊里運輸株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社北上運送

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社米山運送

運輸業（一般貨物運送業）

迫トラック株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社聖運輸

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社深堀自動車

運輸業、サービス業（一般貨物運送業、自動車整備業）

株式会社大一物流

運輸業（一般貨物運送業、倉庫業）

宮石運輸株式会社

運輸業（一般貨物運送業）

株式会社コウシン運輸

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社真山運輸

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社狩野商事運輸

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社清建物流

運輸業（一般貨物運送業、倉庫業）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
南三陸町コミュニティグループ

グループ類型
構成員（補助対象事業者）
③地域に重要な企業集積型 菅原実(弁慶鮨)

宮城県南地域における生活環
境の保全及び公衆衛生の向上
を担うグループ

サービス業（鮨屋）

須藤勉(民宿あおしま荘)

宿泊業（民宿）

佐々木昌則(民宿向)

宿泊業（民宿）

渡辺富夫(渡辺海苔店)

小売業（海産物加工販売）

三浦邦昭(ヤマナカ三浦魚店)

小売業（鮮魚販売）

佐々木章生(田中前)

飲食業（飲食店）

佐々木長司(リッチーINC)

飲食業（飲食店）

佐々木真(食通さとみ)

飲食業（飲食店）

渡邉弘子(理容ワタナベ)

サービス業（理容）

小山直(理容ポプラ)

サービス業（理容）

阿部れい子(スタイリングルーム プラス)

サービス業（理容）

小畑康弘(CUT HOME KING)

サービス業（理容、理容エステ）

佐々木満(民宿潮風)

宿泊業（民宿）

宮城県クリーニング復興グルー ③地域に重要な企業集積型 株式会社リヴァイヴ
プ
株式会社リヴァイヴ関東

宮城県内水産加工業の復興及
び「塩」の安定供給グループ

業種（事業内容）

サービス業（リネンサプライクリーニング）
サービス業（リネンサプライクリーニング）

株式会社アドヴァンス

サービス業（リネンサプライ・ホームクリーニング）

有限会社ヤマキ

サービス業（ホームクリーニング（外交）、リネンサプライクリーニング）

小松敬蔵(小松ランドリー)

サービス業（ホームクリーニング）

株式会社マルヨシ

サービス業（ホームクリーニング）

③地域に重要な企業集積型 第一商事株式会社

製造業（塩）

日本塩回送株式会社

運輸業（一般貨物輸送業、海運業、倉庫業）

宮城塩業株式会社

不動産賃貸業（不動産賃貸業）

株式会社東日本ソルト

卸売業（塩、食品）

③地域に重要な企業集積型 協業組合ケンナン

サービス業（浄化槽保守点検、清掃業）

協業組合名亘清掃事業公社

サービス業（一般廃棄物処理）

協業組合亘理清掃公社

サービス業（一般廃棄物処理）

岩沼再生資源事業協同組合

組合（共同購買）

株式会社阿武隈環境

サービス業（一般・産業廃棄物処理）

有限会社小野運輸

運輸業（一般貨物運送業、一般・産業廃棄物収集・運搬）

株式会社横山産業

運輸業、建設業（一般貨物運送業、産業廃棄物収集・運搬、土木・とび）

有限会社大和一般輸送商会

運輸業（一般貨物運送業）

有限会社安田工務店

建設業（土木、建築）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
山元町商業者「福幸」グループ

亘理沿岸地域住宅復興支援絆
グループ

グループ類型
構成員（補助対象事業者）
③地域に重要な企業集積型 有限会社橋元商店

業種（事業内容）
小売業（酒・たばこ・食品・雑貨・ガス器具販売・工事）

引地雅之(金八寿司)

飲食業（寿司、その他季節料理）

有限会社ヤマヒコ

小売業（弁当製造販売配達仕出し弁当食堂委託）

株式会社オオワダ

小売業（LPガス・ガソリンの販売）

有限会社あぶくま総合

小売業、サービス業（コンビニエンスストア）

岩佐豊(岩佐自動車工業)

サービス業（自動車農業機械整備、新車中古車販売）

有限会社鈴や

小売業、印刷業（文具事務用品日用雑貨小売り、軽印刷）

③地域に重要な企業集積型 橋本達也(橋本建築)

建設業（住宅建築、リフォーム）

有限会社菊地工業

建設業（土木工事、とび）

株式会社MS商事

建設業（土木建築工事）

みなと通信株式会社

建設業（電気通信工事）

太田正(太田畳店)

製造業、小売業（畳）

山本直樹(山本畳店)

製造業、小売業（畳）

有限会社光栄鉄工

建設業（鉄骨工事）

株式会社アサヒビルメンテナンス

建設業、サービス業（リフォーム、清掃業）

有限会社森看板工芸

製造業（看板）

有限会社菊地建設

建設業（建築工事、大工工事）

玉田清(玉田建築)

建設業（建築工事）

株式会社芦名組

建設業（土木工事、舗装工事）

阿部一敏(阿部工業)

建設業（基礎工事、外構工事）

有限会社門脇総合設備

建設業（土木工事、とび、管工事）

木村設備工業株式会社

建設業（管工事業、水道・消防施設工事）

興信管工株式会社

建設業（上下水道・給排水・浄化槽工事、土木工事）

有限会社佐正建設

建設業（住宅建築、基礎工事）

有限会社佐藤製材

製造業、建設業、不動産業（木材製造、住宅建築、土地建物売買・仲買）

有限会社濵野工務店

建設業（総合建設業）

鎌田久(鎌田建築)

建設業（木造建築）

有限会社マルコ重機
③地域に重要な企業集積型
亘理ふるさと沿岸復興グループ
鳥の海ふれあい市場協同組合

建設業（クレーン工事業）
小売業（地場産品の販売）

合資会社常南タクシー

運輸業（タクシー）

小巻宏平(小巻ガス電器店)

小売業（LPガス販売、家電販売）

第６次認定グループ及び補助対象事業者一覧（平成２５年２月２２日決定分）（宮城県）
グループ名
（亘理ふるさと沿岸復興グルー
プ）

グループ類型

構成員（補助対象事業者）

（③地域に重要な企業集積型） 菊地秀喜(菊地食品店)

業種（事業内容）
小売業（鮮魚加工・販売）

齋藤邦男(仙台インターネット通信社)

製造業、情報通信業（通信接続サービス、印刷・看板製作）

有限会社シーズインク

小売業（インテリア雑貨・アクセサリー販売）

宍戸一男(宍栄商店)

小売業（燃料、酒類、日用品販売）

株式会社たかぎ呉服店

小売業（衣料品販売）

高橋勉(ベンちゃん屋)

小売業（鮮魚加工・販売）

太田榮子(浜寿し)

小売業、サービス業（寿司・季節料理製造・販売）

有限会社健生堂高橋接骨院

医療業（接骨院）

最上光三(中国料理 万里)

サービス業（中国料理）

村上親義(お菓子のアトリエ リモージュ)

小売業（洋菓子製造・販売）

亀谷真粧美(理容室カメヤ)

サービス業（理容）

有限会社丸八佐惣商店

卸売業・小売業（生鮮食品・食料品販売）

菊池みよし(荒浜ヤ 菊池)

小売業（鮮魚・食料品販売）

武蔵勉(武蔵商店)

卸売業・小売業（水産物加工・販売）

菊池康(魚 きくち)

小売業（鮮魚販売、仕出し）

山川みゆき(見晴)

飲食業（飲食店）

有限会社横田商店

小売業（酒類、食品、雑貨販売）

斎藤哲雄(マリンショップサイトウ)

製造業（船舶販売・修理）

加藤文夫(末家焼窯元ひろ窯)

小売業（陶磁器製造・販売）

菊地護(丸舟商店)

小売業（青果物、酒・タバコ、食品販売）

木村司(ヘアーワークスキムラ)

サービス業（理容）

玉田秀一(フラミンゴ)

小売業（海産弁当・魚介類の製造・販売・飲食）

佐藤茂(佐藤輪業商会)

小売業、サービス業（水産物加工・販売、自転車修理）

稲垣彰(順天堂針灸院)

医療業（針灸治療）

阿羅昭典(阿羅新聞店)

小売業（新聞販売）

森保次(作間屋支店)

小売業（菓子製造・販売）

有限会社きくしん

小売業、サービス業（釣具・釣餌・海産物・弁当販売、遊漁船）

有限会社きくしん不動産

不動産業（土地売買・仲介）

残間祥夫(リアルサーフ)

小売業（マリンスポーツ用品販売）

有限会社はままつ

宿泊業（旅館）

有限会社岩間商事

小売業（家具・家電・ギフト販売）

塚部慶子(旬魚寿司の店 あら浜)

サービス業（旬魚・寿司店）

