




今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

1 健軍商店街震災復興グループ 健軍商店街振興組合 熊本県 
熊本市 

介護福祉事業、小売業、飲食業、タクシ
ー業・貸切バス事業 等 30 

2 熊本地震の被災事業者の復旧・
復興を支援するグループ 熊本第一信用金庫 熊本県 

熊本市 

信用金庫、税理士法人、ハウスメーカー、
債権管理・回収業、介護事業、薬品小売
業、労働者派遣業 等 

79 

3 宇土市街地商店街老舗のれん会 田尻寿司 熊本県 
宇土市 

飲食業、呉服小売業、畳製造業、美容業 
等 48 

4 山都町商工会復興グループ 山都町商工会 熊本県 
山都町 

日本酒製造業、小売業、医療、介護サー
ビス事業、飲食業、自動車整備販売業、
運送業、建設業 等 

41 

5 
新生・南阿蘇村の観光サービス
を興す会 ～ただの復旧だけの
村じゃーなかよ～ 

有限会社地獄温泉清風
荘 

熊本県 
南阿蘇村 

旅館業、飲食業、不動産開発販売、建築
業、コインランドリー、ゴルフ場、助産
院、製造業、美術館、サービス業、観光
農園、タイヤ卸業 等 

104 

6 熊本木材工業団地復興・熊本県
産材普及グループ 肥後木材株式会社 熊本県 

熊本市 
木材市場運営、製材業、住宅関連機器販
売、木材のモルダー加工 等 9 

7 熊本県トヨタグループ ネッツトヨタ熊本株式
会社 

熊本県 
熊本市 

自動車・産業車輌、その他の各種車輌の
販売 等 10 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

8 益城地区総合工業団地グループ 熊本総合工業団地協同
組合 

熊本県 
益城町 

電子部品製造業、鉄筋加工業、クリーニ
ングリネンサプライ業、一般貨物運送業、
板金ダクト工事業、建材、サッシ加工業 
等 

21 

9 大津町企業連絡協議会グループ 株式会社イズミ車体製
作所 

熊本県 
大津町 

卸売業、物流業、建設業、自動車部品製
造業、非鉄金属精錬業、自動車車体製造
業 等 

48 

10 熊本市中心市街地駐車場グルー
プ 株式会社パスート２４ 熊本県 

熊本市 駐車場運営管理、婦人服小売 等 13 

11 熊本県葬祭事業協同組合「復
興」グループ 

熊本県葬祭事業協同組
合 

熊本県 
人吉市 

冠婚葬祭業、サービス業、運送業、小売
業 等 31 

12 熊本県畳工業組合 株式会社倉崎 熊本県 
熊本市 

畳製造販売業、畳関連資材の販売業、襖
等製造販売業、プロパンガス販売業 等 30 

13 熊本県工業連合会グループ 一般社団法人熊本県工
業連合会 

熊本県 
熊本市 

鋳造用模型製造業、一般貨物運送業、半
導体関連部品加工業、医療用品製造業 
等 

177 

14 オールみふね恐竜の郷復興プロ
ジェクト 料亭とらや 熊本県 

御船町 

飲食業、食品製造業、健康商品製造業、
陶磁器製造業、機械部品製造業、温泉施
設業、旅館業、医療業、 等 

89 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
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15 熊本県笑顔・経済・雇用推進グ
ループ 株式会社SYSKEN 熊本県 

熊本市 

飲食業、冠婚葬祭業、貸衣装業、ホテル
業、卸売業、菓子販売業、介護事業、建
設業、獣医業、衣服小売業 

50 

16 城南工業団地立地企業グループ 株式会社システムラ
イン 

熊本県 
熊本市 

自動車部品製造業、自動車部品提供、建
設機械・資材の商品供給、高純度化学製
品の提供 等 

7 

17 日吉商興会南区日吉力合液状化
震災復興グループ 株式会社吉本商事 熊本県 

熊本市 

ガス・水道、保険業、歯科、化粧品卸業、
居酒屋、病院、接骨院、水道工事、神社、
縫製業 等 

65 

18 「志を合わせて栄える会」合志
市栄工業団地復興グループ 

熊本中央リース株式
会社 

熊本県 
熊本市 

共同施設の管理・組合員の共同購入、建
設機械ﾘｰｽ･ﾚﾝﾀﾙ、テナント賃貸業、金属
加工処理 等 

18 

19 鶴屋・駕町商店街等復興企業グ
ループ 株式会社鶴屋百貨店 熊本県 

熊本市 

小売業、飲食業、医院、サービス業、金
融業、ビル管理業、病院、割賦購入斡旋
業・金貸業、商店街振興組合 等 

80 

20 阿蘇ファームロード観光復興グ
ループ 

株式会社阿蘇ファー
ムランド 

熊本県 
南阿蘇村 

健康施設運営事業、伝統芸能・猿回しの
実演、ドームハウスの企画・製造・販売、
総合製作事業、冷暖房装置の製造・販売 
等 

13 

21 "子飼商店街"グループ 子飼繁栄会商店街振
興組合 

熊本県 
熊本市 

商店街振興組合、呉服と婦人服の小売業、
総合スーパー、クリーニング取次業、履
物小売業、石油製品小売業、からし蓮根
製造小売業 等 

43 
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22 光ビル防災型、町中道の駅構築
事業 金田 光生 熊本県 

宇土市 

光ビル総合管理、自転車・電気・植物工
場、スナック、パン製造販売、野菜販売 
等 

11 

23 熊本時計修理センターグループ 有限会社熊本時計修理
センター 

熊本県 
宇土市 時計の修理、飲食業 等 4 

24 県北観光振興グループ 株式会社荒木観光ホテ
ル別館 

熊本県 
熊本市 旅館経営 等 16 

25 くまもと健康支援応援グループ 医療法人清和会 熊本県 
熊本市 医療業、社会福祉事業 等 44 

26 熊本地方卸売市場(田崎市場)グ
ループ 

熊本地方卸売市場協同
組合連合会 

熊本県 
熊本市 

青果物卸売業、水産加工品、魚介類等の
卸、小売業食品製造 等 43 

27 新町古町城下町立寄りどころ 清永本店 熊本県 
熊本市 

冷暖房機小売業、ピアノ教室、飼料卸小
売、飲食業、仏具小売、婦人服製造販売、
障がい者就労継続支援B型 等 

18 

28 熊本福幸（復興）大サーカス 有限会社ウチダ 熊本県 
熊本市 

結婚式場、飲食業、衛生商品搬入、小売
業 等 97 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
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29 天明地区復旧・復興グループ 株式会社創輝建設 熊本県 
熊本市 

農業土木業、美容室、小売、海産加工、
燃料小売、整骨院 32 

30 東京エレクトロン九州サプライ
チェーン 

東京エレクトロン九州
株式会社 

熊本県 
合志市 

半導体製造装置、FPD製造装置製造業卸
売業、金属精密加工業 等 10 

31 熊本県印刷工業組合震災復興グ
ループ 中央印刷紙工株式会社 熊本県 

熊本市 印刷業 等 32 

32 ソニーセミコンダクタマニュフ
ァクチャリング株式会社 

ソニーセミコンダクタ
マニュファクチャリン
グ株式会社 

熊本県 
菊陽町 

半導体の設計開発製造、超硬合金を主と
する耐摩耗精密工具類の設計製造販売、
ウエハ搬送機事業クリーンルーム用衣類、
容器、装置、部品の販売 等 

7 

33 イズミ熊本地区復興グループ 株式会社イズミ 広島県 
広島市 

小売業、医院、飲食業、卸売業、サービ
ス業、製造卸 等 106 

34 熊本県物産振興協会震災復興グ
ループ 

一般社団法人熊本県物
産振興協会 

熊本県 
熊本市 

ジャム製造販売、観光農園経営、蜂蜜加
工品、お茶、乾物の製造加工、わらび餅
の販売、オリジナル商品製造販売、海苔
の加工販売、化粧品販売 等 

35 

35 熊本地震復興トラックグループ 公益社団法人熊本県ト
ラック協会 

熊本県 
熊本市 

一般貨物自動車運送事業、貨物自動車運
送事業、自動車販売、レッカー輸送・車
検・整備・板金、豚用飼料製造・運送 
等 

24 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 
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36 熊本県技能士会グループ 一般社団法人熊本県技
能士会連合会 

熊本県 
熊本市 

技能団体、建築大工業、型枠大工、広告、
広告美術、部第美術、室内装飾、業界組
合、調理技能士、和裁技能士、大工技能
士、左官技能事業所、職業訓練 等 

48 

37 西原村産業・コミュニティー復
興グループ 

有限会社ライフプラン
ニング 

熊本県 
西原村 

協同組合、飲食業、二輪車卸・小売業、
自動車板金塗装業、リサイクル用品販売、
ゴルフ場、内装業、食品小売業、宿泊業、
金型の製造・販売、菓子製造 等 

79 

38 小川町商店街の伝統的町屋と体
験のまちづくりの会 熊日新聞販売所 熊本県 

宇城市 

小売業、蒲鉾製造、飲食業、新聞販売、
陶芸、竹細工工房、乗馬クラブ、農産加
工食品製造、理容業、建築設計事務所 
等 

25 

39 県民生活の足、復旧・復興の自
動車を守るグループ 有限会社アクティー 熊本県 

合志市 自動車板金塗装 等 29 

40 熊本総合医療支援グループ 医療法人社団誠療会 熊本県 
熊本市 医療業、ビル管理業 等 14 

41 
川尻地区を中心とした多様な業
種に跨る地域密着型事業者グル
ープ 

有限会社栗崎米穀 熊本県 
熊本市 

建設設計、写真撮影、時計メガネの修理
販売、飲食業、家具販売、園芸植物販売、
製菓・製パンの製造販売、金物・カギの
修理販売、酒販売、米穀の集荷販売、刃
物製造販売 等 

35 

42 菊池地区の観光開発と経済復興
プロジェクト 永田会計事務所 熊本県 

熊本市 

ゴルフ場、製造業、建設業、小売業、旅
行業、養殖構製造販売業、建設資材卸業 
等 

17 
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43 熊本県菓子工業組合早期震災復
興グループ 株式会社熊本菓房 熊本県 

熊本市 菓子製造・販売 等 13 

44 熊本市・食のコミュニティグル
ープ 株式会社永田パン 熊本県 

熊本市 

パン製造販売、飲食業、ワイン販売、食
器レンタル、包装資材等の印刷、スポー
ツウェアの製造 等 

23 

45 熊本都市圏生活再建支援グルー
プ 

株式会社九州フラワー
サービス 

熊本県 
熊本市 

雑貨卸、衣料品小売り、メガネ小売り、
印鑑販売、呉服の販売、薬品販売、温浴
施設の賃貸、温浴施設運営 等 

71 

46 益城町商工会 未来創成グルー
プ 熊本交通運輸株式会社 熊本県 

益城町 

運送業、電気工事業、サービス業、建設
業、ガス販売、中古車販売、広告代理店、
製造業、塗装業、製造業、造園業、飲食
業 等 

164 

47 ホワイト急便・熊本復興グルー
プ 中園化学株式会社 熊本県 

熊本市 

クリーニング業、理美容業、クリーニン
グ機器製造修理、農業、損保代理店、障
がい者就労移行支援業 等 

44 

48 阿蘇地域コミュニティ復興グル
ープ 

有限会社ホテルサンク
ラウン大阿蘇 

熊本県 
阿蘇市 

小売業、飲食業、自動車修理・車検整
備・中古車販売、製造業、宿泊業 等 29 

49 菊陽町商工振興復興グループ 株式会社オーケーフー
ズ 

熊本県 
菊陽町 

豆腐、油揚げ製造販売、写真業、美容業、
電気工事、土木工事自動車販売整備業、
化粧品製造卸売小売 等 

26 
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50 熊本地域活性企業グループ 株式会社坂本 熊本県 
熊本市 飲食業、食肉卸業 3 

51 Car Shop Shinonomeグループ Car Shop Shinonomeグ
ループ 

熊本県 
氷川町 

自動車販売・修理・車検、板金塗装、車
輌運搬 5 

52 熊本電工団地グループ 有限会社住信ホーム 熊本県 
熊本市 

建設工事業、サッシ製造業、電気工事業、
管工事業、ダクト工事業、資材卸売業 9 

53 ウスイ会復興プロジェクトチー
ム 税理士法人碓井会計 熊本県 

熊本市 

税理士業、会計業務等の受託、学習塾運
営、瓦製造販売、紙器製造加工、建築金
物販売、ゴルフ練習場経営 等 

15 

54 高瀬商店街復興グループ 吉永商店 熊本県 
玉名市 製造業、販売業、小売業、飲食業 等      34 

55 熊本県自動車整備ネットワーク
グループ 松田自動車整備工場 熊本県 

大津町 自動車整備業 等 60 

56 21世紀フューチャーグループ 有限会社西日本ライフ
サービス 

熊本県 
西原村 

美容業、保険業、サービス業建設業、販
売業 等 31 
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57 熊本県中小企業活性協力会 東秀優税理士行政書士
事務所 

熊本県 
熊本市 

飲食業、理美容業、サービス業、販売業、
小売業、卸売業 等       134 

58 美容組合グループ 熊本県美容業生活衛生
同業組合 

熊本県 
熊本市 美容関連業 94 

59 杉水連絡会復興グループ 株式会社テクニックサ
ービス 

熊本県 
大津町 サービス業、卸売業、建築業、運送業 5 

60 あいたいビルテナント復興委員
会 株式会社あいたい 熊本県 

熊本市 飲食業、アパレル販売業 等 6 

61 がんばるばい!!くまもと交流ネ
ットワークグループ 

がんばるばい！！くま
もと交流ネットワーク
グループ 

熊本県 
嘉島町 石油販売業、液化ガス半浴び業 等 66 

62 熊本県漬物工業協同組合 有限会社山一食品 熊本県 
阿蘇市 漬物佃煮加工販売 18 

63 熊本郊外接客業コミュニティ復
興グループ 

ブーランジュリーニュ
イテジュール 

熊本県 
熊本市 飲食業、理美容業、小売業 6 
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64 甲斐田ビル早期復興グループ 甲斐田ビル株式会社 熊本県 
熊本市 経営コンサルティング 等 34 

65 松橋町センター通り商店会 LE・MONDE（る・も
んど） 

熊本県 
宇城市 飲食業、小売業、娯楽施設運営 等 13 

66 阿蘇地域観光産業早期復興グル
ープ 

有限会社総合インテリ
ア丸装 

熊本県 
阿蘇市 観光関連業、飲食店 等 11 

67 菊池地区の経済復興グループ 永田会計事務所 熊本県 
熊本市 サービス業、製造業、販売業 24 

68 熊本の地産地消推進グループ 農業生産法人株式会社
岩村屋 

熊本県 
玉名市 農業、飲食店、食品製造業 5 

69 熊本県ものづくり工業会・産業
技術振興協会グループ 

熊本県産業技術振興協
会 

熊本県 
熊本市 工業製品製造業、食品製造業 36 

70 熊本県アパレル・ユニフォーム
事業復興グループ 株式会社アパレル福屋 熊本県 

熊本市 アパレル産業、小売業 9 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

71 ケーシーシー熊本復興支援グル
ープ 坂本 幸喜 熊本県 

大津町 高齢者介護施設の経営 4 

72 熊本電工団地協同組合グループ 熊本電工団地協同組合 熊本県 
熊本市 電気工事業 10 

73 近代経営研究所グループ 株式会社近代経営研究
所 

熊本県 
熊本市 医療法人、飲食業 45 

74 くまもと福幸の花Projectグル
ープ 

株式会社ザッパージャ
パン 

熊本県 
熊本市 花き業 59 

75 京町本丁繁栄会復興支援グルー
プ ぐれえす 熊本県 

熊本市 飲食業、理容業、英会話教室 12 

76 熊本市医師会復興グループ 一般社団法人熊本市医
師会 

熊本県 
熊本市 医療業 228 

77 水道町親和会復興グループ 有限会社よねはくビル 熊本県 
熊本市 テナント事業、サービス業、小売り業 58 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

78 八代市医師会グループ 一般社団法人八代市医
師会 

熊本県 
八代市 医療業、看護師等養成 17 

79 嘉島町オランジュリープロジェ
クト 有限会社うさぎ倶楽部 熊本県 

嘉島町 小売業、住宅関連その他生活関連事業 12 

80 JAグループ熊本復旧・復興プ
ロジェクト 

熊本県農業協同組合中
央会 

熊本県 
熊本市 

農畜産物の販売、生産資材・生活用品の
販売 等 22 

81 熊本県建具木工協同組合 熊本県建具木工協同組
合 

熊本県 
熊本市 木製建具、家具製造 23 

82 県庁正門通り繁栄会復興グルー
プ 有限会社ホリ文具 熊本県 

熊本市 サービス業 等 41 

83 「光と希望と未来創造」シャワ
ー通り復興グループ 有限会社有田 熊本県 

熊本市 衣料品等小売業、店舗設計業 16 

84 ドラッグストアモリグループ 株式会社ドラッグスト
アモリ 

福岡県 
朝倉市 小売業、卸売業 4 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

85 菊池郡市医師会医療介護連携グ
ループ 

一般社団法人菊池郡市
医師会 

熊本県 
菊池市 医療業 39 

86 災害時歯科医療及び介護施設等
の高齢者支援グループ 

一般社団法人熊本県歯
科医師会 

熊本県 
熊本市 歯科医療 230 

87 玉名ラーメン協議会加盟店及び
取引業者復興グループ 玉名ラーメン協議会 熊本県 

玉名市 飲食業 27 

88 大津からいも復興プロジェクト 古庄 里美 熊本県 
大津町 飲食業、製造業 等 40 

89 宇城市商工会地域コミュニティ
復興グループ 

和風れすとらん うえ
だ屋 

熊本県 
宇城市 小売業、工業製品製造業 24 

90 熊本・食と観光の復活うまかも
んグループ 坂本孝臣税理士事務所 熊本県 

熊本市 飲食業、広告業 等 15 

91 鹿本医師会復興グループ 一般社団法人鹿本医師
会 

熊本県 
山鹿市 医業 21 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

92 
熊本エリア歯科医院の治療技術
と経営効率を向上させ復興を支
援するグループ 

栃原歯科医院 熊本県 
熊本市 歯科医院 6 

93 チーム小屋敷ー熊本地震復興支
援グループー 

小屋敷順子税理士事務
所 

熊本県 
熊本市 サービス業 9 

94 熊本公共インフラ復興グループ 三州建設株式会社 熊本県 
熊本市 運送業、建設業、産廃収集・運搬業 9 

95 復旧復興による地域経済雇用創
出会 

株式会社Ｅｈマネージ
メント研究所 

熊本県 
熊本市 

コンサルティング業、造園業、小売業、
医療、学習塾、卸売業、製造業、弁護士 
等 

21 

96 経営力基盤強化グループ 税理士法人さくら優和
パートナーズ 

熊本県 
熊本市 税理士事務所 等 42 

97 二之町復興グループ お食事処なわや 熊本県 
八代市 小売業、飲食業 等 6 

98 菊池地区活性化グループ 永田 伸一 熊本県 
菊池市 旅館業、製造業、建設業 24 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

99 東横イン熊本新八代復興グルー
プ 株式会社ホテル熊本 東京都 

大田区 ホテル業 等 3 

100 新南部及び下南部地域の介護維
持・復興グループ 源川 雅博 熊本県 

熊本市 介護サービス事業 等 3 

101 熊本南地区復興活性化グループ 株式会社岩永組 熊本県 
熊本市 建設業 7 

102 尚亜ビル復興グループ 株式会社尚亜 熊本県 
熊本市 医療、教育 等 7 

103 阿蘇郡市医師会復興グループ 阿蘇郡市医師会 熊本県 
阿蘇市 医療 7 

104 がんばれ玉名温泉旅館ホテル合
同連合会 株式会社さつき別荘 熊本県 

玉名市 サービス業（温泉旅館業） 5 

105 小規模事業者復興支援ネットワ
ーク 伊藤琢行政書士事務所 熊本県 

熊本市 行政書士、サービス業 45 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【熊本県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

106 玉名のキズナめし復興グループ 有限会社善 熊本県 
玉名市 飲食業 5 



今回補助金交付を行う構成員が含まれるグループ【大分県】 

No. グループ名 グループ代表者名 代表者 
所在地 業種 構成員数 

1 ゆふいん商工業復興グループ R.M.Sイマヨシ 大分県 
由布市 旅館・ホテル業、小売業、飲食業 等 42 

2 九重町観光関連復興グループ 九重町商工会 大分県 
九重町 旅館・ホテル業、小売業、飲食業 等 69 

3 別府商工復興グループ 株式会社やまよし 大分県 
別府市 

小売業、卸売業、飲食業、自動車整備業 
等 32 


