
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（二次募集分）

No. 事業者名 所在地（本社） No. 事業者名 所在地（本社）

1 株式会社ISHII STEEL 多賀城市 41 有限会社狩野製作所 大崎市

2 KYOSAI図書出版株式会社 仙台市若林区 42 亀山桂太（亀山藤太石材店） 石巻市

3 株式会社ＭＲＴＥＣ 東松島市 43 川内印刷株式会社 登米市

4 會澤高圧コンクリート株式会社 北海道日高郡新ひだか町 44 北上建鉄株式会社 石巻市

5 有限会社愛隣オフセット印刷社 気仙沼市 45 株式会社黄海製本 仙台市宮城野区

6 葵工業株式会社 長野県千曲市 46 有限会社木村屋商事 石巻市

7 株式会社アカマ店装 気仙沼市 47 木村勇義（木村丑三郎石材店） 石巻市

8 アクティス株式会社 刈田郡蔵王町 48 有限会社共栄精密 遠田郡美里町

9 株式会社アクトジャパン 仙台市青葉区 49 株式会社協神 仙台市若林区

10 渥美和夫（渥美木工） 東松島市 50 工藤電機株式会社 仙台市太白区

11 株式会社アプト 大崎市 51 有限会社熊谷鉄工 東松島市

12 阿部賢悦（阿部木工所） 東松島市 52 熊谷操（丸友建具） 気仙沼市

13 株式会社安部工芸 仙台市泉区 53 株式会社グリーンマン 大崎市

14 有限会社阿部総業 亘理郡亘理町 54 株式会社クレオ 刈田郡蔵王町

15 阿部哲夫（阿部商店） 石巻市 55 ケミカルシステムランドスケープ株式会社 石巻市

16 アルファイーエムエス株式会社 仙台市泉区 56 有限会社髙彩堂 東松島市

17 株式会社イーストコア 塩竈市 57 株式会社コーシン 宮城郡利府町

18 有限会社飯野工業 遠田郡美里町 58 株式会社コスモス 大崎市

19 池田東北株式会社 黒川郡大郷町 59 株式会社後藤製作所 仙台市宮城野区

20 有限会社一條建具製作所 仙台市太白区 60 小松擇子（小松プラン） 遠田郡美里町

21 株式会社イトイン 仙台市若林区 61 衣川喜光（衣川機械彫刻所） 石巻市

22 有限会社岩渕石材店 気仙沼市 62 有限会社今野鉄工所 亘理郡亘理町

23 株式会社エイト・テクノロジー 多賀城市 63 今野慎靖（今野木工所） 本吉郡南三陸町

24 株式会社エースパッケージ 埼玉県幸手市 64 有限会社坂本椅子製作所 仙台市若林区

25 株式会社エムアンドオー 登米市 65 有限会社佐久間工業 石巻市

26 遠藤利明（遠藤鉄工所） 仙台市宮城野区 66 桜電子株式会社 亘理郡山元町

27 遠藤 守（ニュースタイル） 本吉郡南三陸町 67 佐々木 章（佐々木工芸社） 東松島市

28 遠藤祐蔵（遠藤砲金鋳造所） 東松島市 68 笹原商事株式会社 石巻市

29 有限会社及川印刷所 石巻市 69 株式会社幸工業 亘理郡亘理町

30 合資会社及川鉄工所 名取市 70 有限会社サトウエレクトロ二クス 石巻市

31 株式会社オオタケ産業 名取市 71 株式会社佐藤鉄工所 気仙沼市

32 有限会社大矢工業 東松島市 72 有限会社山栄工業 多賀城市

33 沖津俊一（沖津製硯部） 石巻市 73 三誠製機株式会社 東松島市

34 株式会社オシノ 名取市 74 有限会社三南合金工業所 仙台市宮城野区

35 小野精工株式会社 岩沼市 75 三洋テクニックス株式会社 仙台市宮城野区

36 オリジナルケーエス株式会社 仙台市若林区 76 有限会社三陸ブロック 気仙沼市

37 角田高千穂電気株式会社 角田市 77 株式会社シーズ 仙台市若林区

38 角田レミコン株式会社 角田市 78 シーフレンド株式会社 石巻市

39 加藤和浩（加藤製作所） 大崎市 79 有限会社シェルズ 宮城郡松島町

40 加藤鉄工株式会社 群馬県桐生市 80 塩釜水産飼料株式会社 塩竃市
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81 有限会社志賀石材店 塩竈市 121 有限会社田口製本所 仙台市若林区

82 株式会社しげよしファーム 東松島市 122 武田印刷株式会社 岩沼市

83 清水好和（清水畳店） 東松島市 123 田中産業株式会社 仙台市若林区

84 有限会社庄子畳店 仙台市若林区 124 株式会社タ二コーポレーション 石巻市

85 株式会社上東五和 東松島市 125 田端印刷株式会社 仙台市若林区

86 昭和電装株式会社 香川県高松市 126 千葉孝順（千葉孝機業場） 栗原市

87 株式会社白孔雀 石巻市 127 株式会社千葉出版印刷 仙台市青葉区

88 新生印刷株式会社 仙台市若林区 128 千葉総合印刷株式会社 本吉郡南三陸町

89 信和エンジニアリング株式会社 石巻市 129 千葉友宏（石の友わ） 石巻市

90 菅原清正（菅力木工所） 気仙沼市 130 千葉正仁（千葉畳製作所） 牡鹿郡女川町

91 菅原泰男（菅原紙器店） 石巻市 131 長南マイクロパーツ株式会社 塩竈市

92 菅原 渉（菅原印刷） 気仙沼市 132 有限会社悌慈 石巻市

93 株式会社鈴木印刷所 石巻市 133 有限会社テクノアシスト 石巻市

94 有限会社スズキエッチンググラス 岩沼市 134 テクノウィング株式会社 仙台市泉区

95 鈴木久策（鈴木石材店） 石巻市 135 株式会社デジタルプレイス 石巻市

96 株式会社鈴木製作所 仙台市宮城野区 136 東亜パッキング工業株式会社 東京都港区

97 株式会社鈴木製作所 多賀城市 137 東研工業株式会社 仙台市若林区

98 有限会社スマッシュ 仙台市宮城野区 138 株式会社東幸電機製作所 東松島市

99 株式会社セイトウ社 仙台市若林区 139 株式会社東誠社 仙台市宮城野区

100 正和工業株式会社 遠田郡美里町 140 東曹産業株式会社 東京都千代田区

101 有限会社清和製作所 登米市 141 株式会社東部環境 東松島市

102 有限会社成和フロント工業 多賀城市 142 有限会社東北図面工業社 仙台市青葉区

103 有限会社仙台エナミ工業 多賀城市 143 東北三吉工業株式会社 青森県三戸郡五戸町

104 株式会社仙台規範 仙台市宮城野区 144 有限会社東北レーベルシステム 仙台市宮城野区

105 千代クレーンメンテナンス株式会社 名取市 145 株式会社トラスト 亘理郡山元町

106 仙台高速オフセット株式会社 仙台市若林区 146 株式会社ドルック東北 仙台市宮城野区

107 株式会社仙台酸素 仙台市宮城野区 147 中田亘（中田鉄工所） 気仙沼市

108 株式会社仙台紙工印刷 仙台市宮城野区 148 有限会社中村印刷 加美郡加美町

109 株式会社仙台木材市場 仙台市宮城野区 149 南部屋印刷株式会社 栗原市

110 有限会社大一生コン 亘理郡山元町 150 ニシウミ電機商事株式会社 仙台市若林区

111 タイガー産業株式会社 沖縄県浦添市 151 株式会社日幸電機製作所 神奈川県川崎市中原区

112 大全電機株式会社 仙台市若林区 152 ニューマグネ株式会社 宮城郡七ヶ浜町

113 大丸カイエイ株式会社 石巻市 153 沼田辰雄（沼田鉄工） 岩沼市

114 株式会社タカシン 青森県平川市 154 株式会社農協印刷センター 仙台市宮城野区

115 有限会社髙長印刷所 石巻市 155 橋本四郎（橋本鉄工所） 気仙沼市

116 高橋健治（高電工業所） 塩竃市 156 橋本文衛（ハシモト工業） 石巻市

117 株式会社髙橋工業 気仙沼市 157 有限会社服部製作所 塩竈市

118 有限会社高橋製畳 石巻市 158 株式会社ハナブサ精機 名取市

119 髙橋長治（高橋畳店） 東松島市 159 株式会社ハマオカ建装 仙台市宮城野区

120 髙橋 靖郎（総合印刷 靖文社） 石巻市 160 有限会社林電気工事店 石巻市
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161 有限会社パルコム 気仙沼市 201 山下大介（HARDY） 石巻市

162 有限会社ビスポーク 栗原市 202 山田家具工業株式会社 仙台市宮城野区

163 有限会社日野製材所 登米市 203 有限会社ユウビテック 大崎市

164 有限会社日野縫製 気仙沼市 204 株式会社有隣社 石巻市

165 平塚富男（平塚商店） 石巻市 205 我妻冷温工業株式会社 仙台市宮城野区

166 株式会社ファッション中川 遠田郡涌谷町 206 株式会社ワタジュン 仙台市泉区

167 株式会社フェイス 仙台市宮城野区 207 有限会社渡辺設備工業 岩沼市

168 福内木工有限会社 名取市 208 渡辺 博（渡国木工所） 本吉郡南三陸町

169 福栄肥料株式会社 兵庫県尼崎市 209 有限会社渡部板金工業 気仙沼市

170 有限会社福田印刷 宮城郡松島町 210 青葉化成株式会社 仙台市若林区

171 株式会社富士精密 遠田郡美里町 211 株式会社味仙 仙台市若林区

172 フジタ工業株式会社 気仙沼市 212 熱海 秀人（あたみ荘） 石巻市

173 株式会社藤野硝子 仙台市若林区 213 株式会社阿部蒲鉾店 仙台市青葉区

174 有限会社フジワラ技研 石巻市 214 阿部 輝夫（まるあ阿部商店） 塩竈市

175 藤原公治（藤研精工） 東松島市 215 阿部 護（阿部水産） 石巻市

176 冨士原 實（冨士原機械工業） 石巻市 216 有限会社粟野商店 大崎市

177 株式会社放電 大崎市 217 石森 敏夫（マルト石森水産） 石巻市

178 北都工業株式会社 東松島市 218 有限会社伊勢丸水産 石巻市

179 堀内電気株式会社 仙台市太白区 219 伊藤株式会社 本吉郡南三陸町

180 有限会社堀越総業 栗原市 220 有限会社宇都宮食品 石巻市

181 本田精機株式会社 仙台市宮城野区 221 内海 清志（内海商店） 石巻市

182 前田コンクリート工業株式会社 山形県酒田市 222 有限会社ウツミ水産 宮城郡利府町

183 前田製管株式会社 山形県酒田市 223 遠藤 昭一郎（遠藤商店） 塩竈市

184 有限会社マルワステンレス工業 仙台市宮城野区 224 遠藤水産株式会社 塩竈市

185 三浦 伝（KOYO生化学研究所） 仙台市若林区 225 遠藤 俊郎（遠藤水産） 石巻市

186 株式会社ミツワ紙工所 東京都新宿区 226 株式会社円満堂 塩竈市

187 有限会社南鋼板 岩沼市 227 及川 孝男（カネセ及川商店） 石巻市

188 みやぎ金属工業有限会社 宮城郡利府町 228 株式会社奥松島水産 東松島市

189 宮城第一メタル株式会社 仙台市宮城野区 229 株式会社小野作商店 本吉郡南三陸町

190 株式会社みやちゅう 仙台市若林区 230 株式会社カキヤ 白石市

191 宮本 孝太郎（宮清石材店） 石巻市 231 株式会社菓匠三全 仙台市青葉区

192 有限会社麦嶋鉄工建設 石巻市 232 株式会社勝野製菓宮城 栗原市

193 明治合成株式会社 大崎市 233 有限会社カネタ須藤商店 塩竈市

194 有限会社明倫社 仙台市宮城野区 234 有限会社カネマルスガイ 石巻市

195 メルコジャパン株式会社 茨城県日立市 235 カネヨ山野辺水産株式会社 塩竈市

196 本吉スーツ有限会社 気仙沼市 236 狩野食品株式会社 大崎市

197 株式会社桃生石産 石巻市 237 株式会社からくわ精肉店 気仙沼市

198 有限会社森鉄工 名取市 238 株式会社菅野食品 遠田郡涌谷町

199 有限会社柳川商事 登米市 239 株式会社北上京だんご本舗 仙台市宮城野区

200 有限会社ヤマキ工業 宮城郡松島町 240 株式会社きちみ製麺 白石市
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241 グリーンライブ株式会社 栗原市

242 五光食品株式会社 塩竈市

243 佐々木 正勝（ササキベーカリー） 大崎市

244 株式会社庄子屋醤油店 仙台市青葉区

245 有限会社スエヒロ 仙台市若林区

246 株式会社仙台丸福水産 岩沼市

247 有限会社ダイシン食品 東松島市

248 タイへイ株式会社 千葉県匝瑳市

249 株式会社千鳥屋製麺所 仙台市宮城野区

250 千葉 茂喜（天門屋） 本吉郡南三陸町

251 有限会社千葉海苔店 気仙沼市

252 津田 礼一（津田海苔店） 石巻市

253 ナカリ株式会社 加美郡加美町

254 株式会社林食品 石巻市

255 株式会社文丸水産 石巻市

256 ほーむず珈琲株式会社 仙台市青葉区

257 株式会社北光物産 栗原市

258 ボン・リー宮城株式会社 宮城郡利府町

259 株式会社松倉 大崎市

260 株式会社間宮商店 塩竈市

261 株式会社マルイ 仙台市宮城野区

262 株式会社丸市 東京都港区

263 丸栄水産工業株式会社 本吉郡南三陸町

264 株式会社マルケン菊地商店 塩竈市

265 マルヒ食品株式会社 大崎市

266 有限会社マルミ・サントー 塩竈市

267 三浦 明夫（浜見水産） 気仙沼市

268 三浦 克雄（みうら蒟蒻店） 大崎市

269 三浦 慶市（みうら海産物店） 石巻市

270 三浦 幸男 本吉郡南三陸町

271 有限会社門馬うなぎ店 亘理郡亘理町

272 株式会社ヤマカ勝又商店 塩竈市

273 株式会社山根商店 宮城郡松島町

274 有限会社和光 多賀城市

275 有限会社亘理屋 塩竈市


