
中小企業施設設備復旧支援事業費補助金
交付決定先一覧表

No. 事業者名 所在地（本社） No. 事業者名 所在地（本社）

1 ＡＳＫ仙台株式会社 仙台市若林区 41 熊谷 幸一（中新鉄工） 気仙沼市

2 株式会社ＡＺＯＴＨ 仙台市宮城野区 42 有限会社熊谷材木店 石巻市

3 Ｍｉｏテクノロジー株式会社 気仙沼市 43 倉福工業株式会社 神奈川県川崎市幸区

4 株式会社ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 東京都品川区 44 株式会社グランテック 栗原市

5 有限会社アイケープラン 名取市 45 ケイテック株式会社 加美郡加美町

6 株式会社相澤製作所 仙台市若林区 46 有限会社ケイワイ工業 大崎市

7 株式会社アズタ 名取市 47 弘進リトレッド株式会社 仙台市宮城野区

8 安住電機株式会社 亘理郡山元町 48 有限会社郷右近印刷 仙台市宮城野区

9 有限会社いしかわ工芸 仙台市宮城野区 49 株式会社工陽社 塩竈市

10 有限会社石渡ダクト工業所 仙台市若林区 50 株式会社コスメティック・アイーダ 神奈川県大和市

11 イタバシニット株式会社 東京都板橋区 51 後藤 博章（博昌製作所） 東松島市

12 株式会社一條興業 多賀城市 52 小宮山印刷工業株式会社 東京都新宿区

13 有限会社歌津工業 本吉郡南三陸町 53 株式会社サカエ設備工業 石巻市

14 有限会社エース工芸 仙台市宮城野区 54 佐藤 雄一（佐藤畳店） 石巻市

15 株式会社エスデーファイブ 仙台市若林区 55 佐藤勝八郎（佐藤造船所） 石巻市

16 有限会社エフ・エス工業 石巻市 56 有限会社サムク 亘理郡山元町

17 遠藤 昭弘（コスモスセイコー） 石巻市 57 有限会社三揚鉄工所 石巻市

18 株式会社オイルプラントナトリ 名取市 58 有限会社シーケーテック 石巻市

19 有限会社大内製作所 名取市 59 シーレックス株式会社 東京都台東区

20 大倉工業株式会社 多賀城市 60 有限会社篠原機械工業 岩沼市

21 大越工業株式会社 東京都練馬区 61 株式会社秀建築デザイン 仙台市宮城野区

22 株式会社大崎タイムス社 大崎市 62 株式会社昭特製作所 神奈川県川崎市高津区

23 太田 正（太田畳店） 亘理郡亘理町 63 株式会社昭和きかん 気仙沼市

24 株式会社大槻電機製作所 仙台市青葉区 64 新光コンクリート工業株式会社 岩沼市

25 大野電子開発株式会社 東松島市 65 新光電子株式会社 大崎市

26 株式会社折居技研 大崎市 66 新生自動車工業株式会社 多賀城市

27 有限会社海上天幕加工店 石巻市 67 株式会社鈴木アドプロセス 仙台市若林区

28 株式会社春日 石巻市 68 株式会社スズキ産業 石巻市

29 有限会社加藤ステンレス 仙台市宮城野区 69 株式会社スタ・ディア 石巻市

30 有限会社河北シャーリング 仙台市若林区 70 株式会社スペース 仙台市宮城野区

31 有限会社カマタ工業 東松島市 71 株式会社セーフティー 石巻市

32 加美電子工業株式会社 加美郡加美町 72 株式会社仙台スプリング製作所 仙台市青葉区

33 株式会社川村精工 名取市 73 有限会社仙台ヒラケイ 仙台市若林区

34 木村 軍治（木村製網所） 石巻市 74 有限会社大協平版印刷 仙台市若林区

35 木村 淳（タイセイ工業） 牡鹿郡女川町 75 大成農材株式会社 広島県広島市中区

36 株式会社キムラ精機 神奈川県横浜市都筑区 76 大東グラビヤ株式会社 岩沼市

37 有限会社キューマウェットスーツ 石巻市 77 大徳産業株式会社 岩沼市

38 共栄電資株式会社 東京都新宿区 78 太平自動販売機サービス株式会社 多賀城市

39 協和鉄工株式会社 東松島市 79 株式会社高瀬木型 仙台市宮城野区

40 有限会社協和木工所 石巻市 80 株式会社高野コンクリート 本吉郡南三陸町



中小企業施設設備復旧支援事業費補助金
交付決定先一覧表

No. 事業者名 所在地（本社） No. 事業者名 所在地（本社）

81 高橋印刷株式会社 仙台市宮城野区 121 株式会社マルハラ 塩竈市

82 高橋精密工業株式会社 東京都大田区 122 三浦 順（遠山工業） 石巻市

83 髙橋 忠幸（髙橋石材店） 石巻市 123 株式会社宮城化成 栗原市

84 髙橋 渡（高橋畳店） 石巻市 124 宮城造船鉄工株式会社 塩竈市

85 拓洋商事株式会社 塩竈市 125 株式会社ミヤギタノイ 刈田郡七ヶ宿町

86 株式会社タケイ工芸 仙台市宮城野区 126 株式会社村上紙工所 仙台市宮城野区

87 有限会社田中畳店 石巻市 127 有限会社メガ製作所 石巻市

88 中央工業株式会社 多賀城市 128 茂木鈴夫（茂木畳店） 石巻市

89 株式会社堤焼乾馬窯 仙台市泉区 129 森 啓（東北工業） 東松島市

90 株式会社ツネザワ工業 気仙沼市 130 森田電機産業株式会社 東京都港区

91 東北大蔵電気株式会社 宮城郡利府町 131 ヤマセ電気株式会社 加美郡色麻町

92 東北三和鋼器株式会社 柴田郡柴田町 132 有限会社山元研磨工業 亘理郡山元町

93 東北紙工株式会社 仙台市若林区 133 横江コンクリート株式会社 大崎市

94 株式会社東北田村工機 黒川郡大和町 134 若生孝志（若生畳工店） 塩竈市

95 東北パイプターン工業株式会社 東松島市 135 株式会社MCF食品 石巻市

96 株式会社東北プリント 仙台市青葉区 136 有限会社穴澤水産 石巻市

97 東北プレス工業株式会社 大崎市 137 阿部 秀次（いかや） 牡鹿郡女川町

98 東和化成株式会社 名取市 138 石川食品株式会社 東松島市

99 戸枝 敏（戸枝木工所） 多賀城市 139 株式会社イチマス飛田商店 塩竈市

100 トーテック株式会社 東松島市 140 伊藤 正俊（わかば農場） 登米市

101 有限会社日成工業 名取市 141 株式会社魚力商店 塩竈市

102 株式会社ニムコ 仙台市宮城野区 142 有限会社栄太楼 塩竈市

103 株式会社ハシモト 茨城県土浦市 143 株式会社エッグ・ワン 仙台市若林区

104 有限会社畠山機械製作所 気仙沼市 144 株式会社エムケーコーポレーション 仙台市青葉区

105 株式会社花坂ハウス工業 東松島市 145 遠藤 仁（マルキ遠藤商店） 石巻市

106 引地 完治（坂元製作所） 亘理郡山元町 146 株式会社及善商店 本吉郡南三陸町

107 有限会社等工業所 石巻市 147 株式会社大場商店 栗原市

108 日野 正隆（日野特殊プリント） 石巻市 148 岡田食品工業株式会社 仙台市若林区

109 有限会社日和技化工業 青森県八戸市 149 小野寺 俊助（やまこ商店） 気仙沼市

110 ヒラク興産株式会社 多賀城市 150 有限会社小野寺製麺 東松島市

111 株式会社フォトニックラティス 仙台市青葉区 151 株式会社海祥 仙台市若林区

112 双葉印刷株式会社 気仙沼市 152 加川椎茸株式会社 角田市

113 古川電気工業株式会社 仙台市宮城野区 153 有限会社片倉商店 牡鹿郡女川町

114 株式会社豊栄堂印刷所 仙台市宮城野区 154 有限会社川村海産 気仙沼市

115 有限会社豊洋電子精機 仙台市太白区 155 株式会社甘仙堂 名取市

116 北都レスター株式会社 仙台市宮城野区 156 株式会社菅野商店 塩竈市

117 細川製畳株式会社 遠田郡涌谷町 157 菅野食品株式会社 仙台市宮城野区

118 株式会社増田 気仙沼市 158 株式会社北上食品工業 登米市

119 株式会社松下塗装 登米市 159 有限会社キマル木村商店 石巻市

120 丸澤機工株式会社 東京都大田区 160 協同シーフーズ株式会社 牡鹿郡女川町
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161 株式会社こだま 仙台市泉区 201 株式会社平和堂 石巻市

162 有限会社後藤水産 石巻市 202 株式会社宝来 気仙沼市

163 コンセプトリンク株式会社 石巻市 203 有限会社マツダ製麺 仙台市若林区

164 株式会社さ印さんりく 青森県青森市 204 松本 久忠（丸松製麺工場） 塩竈市

165 株式会社サトー 東松島市 205 株式会社丸一阿部商店 牡鹿郡女川町

166 佐藤 俊夫（佐藤精肉店） 仙台市青葉区 206 丸一龍神丸水産株式会社 牡鹿郡女川町

167 株式会社三和食品 山形県最上郡最上町 207 有限会社まるえ遠藤水産 石巻市

168 株式会社塩釜水産食品 塩竈市 208 株式会社マルカ高橋水産 石巻市

169 株式会社志田金 塩竈市 209 有限会社マルキチ阿部商店 牡鹿郡女川町

170 株式会社庄司 仙台市若林区 210 有限会社まるご食品 仙台市太白区

171 株式会社白松がモナカ本舗 仙台市青葉区 211 有限会社丸繁商店 気仙沼市

172 白雪とうふ株式会社 仙台市若林区 212 株式会社丸信須田商店 石巻市

173 株式会社シルバーベル 仙台市宮城野区 213 株式会社マルセン食品 本吉郡南三陸町

174 菅原精米工業株式会社 加美郡加美町 214 マルト食品株式会社 亘理郡亘理町

175 有限会社スギハラ 塩竈市 215 マルニ食品株式会社 仙台市若林区

176 鈴木 浩（鈴木商店） 牡鹿郡女川町 216 マルニ食品株式会社 登米市

177 有限会社鈴幸水産 宮城郡松島町 217 有限会社丸延水産 気仙沼市

178 株式会社精華堂霰総本舗 東京都江東区 218 マルマ佐々木水産株式会社 塩竈市

179 株式会社成洋 塩竈市 219 株式会社丸光製麺 気仙沼市

180 合資会社仙台屋製麺所 塩竈市 220 有限会社ミートよねくら 気仙沼市

181 有限会社大永商店 柴田郡村田町 221 有限会社みどりのふるさとファーム 遠田郡美里町

182 太子食品工業株式会社 青森県三戸郡三戸町 222 株式会社ミナト水産 気仙沼市

183 株式会社大平昆布 栗原市 223 宮城くみあい醤油株式会社 遠田郡美里町

184 有限会社髙木商店 熊本県宇土市 224 株式会社味莱 塩竈市

185 有限会社タツミ食品 石巻市 225 武蔵 勉（武蔵商店） 亘理郡亘理町

186 田所 林一（マルタの果汁工場田所（林）商店） 亘理郡山元町 226 明興水産株式会社 塩竈市

187 有限会社丹野畜産 仙台市宮城野区 227 株式会社麺舗かのまたや 石巻市

188 千葉 淳也（マサキ食品） 気仙沼市 228 山田 孝伸（山田商店） 石巻市

189 有限会社趙さんの味 仙台市宮城野区 229 山田乳業株式会社 白石市

190 津田 清美（のり工房矢本） 東松島市 230 山田 雅裕（山田商店） 牡鹿郡女川町

191 株式会社トーチク 仙台市若林区 231 有限会社ヤマヒコ 亘理郡山元町

192 有限会社富谷もやし店 黒川郡富谷町 232 株式会社湧水 刈田郡蔵王町

193 有限会社長石商店 東松島市 233 有限会社ユニオンフーズ 気仙沼市

194 日東コーン株式会社 東京都中央区 234 株式会社ライシー宮城 栗原市

195 有限会社梅花堂 塩竈市 235 株式会社リヤンド松浦 石巻市

196 株式会社パルポー 気仙沼市 236 ワイケイ水産株式会社 牡鹿郡女川町

197 ヒノデサン株式会社 名取市 237 株式会社和田商店 牡鹿郡女川町

198 兵藤 國光（兵藤最中皮店） 栗原市 238 渡辺 均（一山食品） 石巻市

199 有限会社フヂヤ 気仙沼市

200 株式会社フレッシュ・フーズ 石巻市


