




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 熊本観光復興どぎゃんかなるよ
グループ 株式会社ひかり 福岡県 

福岡市 
ホテル等施設設備の保有会社、ビジネス
ホテルの運営 等 19 

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 

87 

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 51 

4 熊本酒造組合復興グループ 瑞鷹株式会社 熊本県 
熊本市 

全酒類の卸売・小売販売、酒類の製造販
売 等 12 

5 熊本県公安委員会指定自動車教
習所復興グループ 

株式会社菊陽自動車学
校 

熊本県 
菊陽町 自動車教習所 等 10 

6 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 

42 

7 
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 

117 



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 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 

9 熊本都市圏公共交通グループ 九州産交バス株式会社 熊本県 
熊本市 

鉄道、路線バス、貸切バス、旅行業、自
動車学校、高速バス 等 6 

10 玉名温泉観光旅館協同組合・玉
名市、和水町観光振興連合会 有限会社竹水苑 熊本県 

玉名市 
旅館業、土産物販売、飲食店各種商品卸
売業 等 10 

11 がんばるけん！！R57阿蘇乙姫 ペンションスヌーピー 熊本県 
阿蘇市 

ペンションの管理運営、民宿の管理運営、
観光牧場の管理運営、タクシー事業の管
理運営 等 

13 

12 南小国の観光と黒川温泉のスク
ラム 株式会社南城苑 熊本県 

南小国町 
旅館業、飲食店、公衆浴場、小売業、サ
ービス業、食品製造小売り 等 26 

13 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 

14 湯の里日奈久振興グループ 日奈久水産株式会社 熊本県 
八代市 

旅館業、自転車販売修理業、ＬＰガス販
売業、公衆浴場、飲食業 等 37 
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15 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 49 

16 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 

174 

17 松橋駅通り商店会 あくたがわ仏壇漆器
店 

熊本県 
宇城市 

仏壇仏具小売業、売飲食業、美容業、医
薬品一般売業、旅館業、サービス業 等 32 

18 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 

107 

19 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 

20 山鹿温泉の観光を宿泊関連から
復興するグループ 

山鹿ニューグランド
ホテル株式会社 

熊本県 
山鹿市 旅館業 13 

21 塩屋町・新鳥町商店街復興グル
ープ 有限会社博栄堂印房 熊本県 

熊本市 

花卉類小売業、衣料品小売業、米穀小売
業、布団・衣料品小売業、保育園、酒類
小売業、飲食業 等 

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 

22 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 

68 

23 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 

83 

24 熊本南工業団地協同組合グルー
プ 

熊本南工業団地協同組
合 

熊本県 
嘉島町 

鋳造事業、製缶事業、経営管理・不動産
管理、機械器具製造 等 27 

25 阿蘇・内牧温泉郷を復興させる
会 

阿蘇温泉観光旅館協同
組合 

熊本県 
阿蘇市 

宿泊業、飲食店営業、土産物販売、医療
業、介護業 等 42 

26 "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 

44 

27 西原村みらい復興グループ 有限会社西日本ライフ
サービス 

熊本県 
西原村 

保険代理店業、結婚式業、飲食業、宿泊
業、映像制作業、鉄骨製造業 等 17 

28 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 
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29 八代本町アーケード街グループ 合資会社ユゲキン商店 熊本県 
八代市 

婦人雑貨小売業、飲食業、呉服和風小物
販売業、靴小売業、紳士服販売業、服飾
雑貨販売業 等 

13 

30 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 

31 熊本ゴルフツアー復興広域第2
組合 中央ゴルフ株式会社 熊本県 

菊池市 ゴルフ場運営 4 

32 熊本地区生コンクリート協同組
合グループ 

熊本地区生コンクリー
ト協同組合 

熊本県 
熊本市 

販売生コンクリートの製造、建築工事 
等 17 

33 熊本都市圏高齢者健康支援グル
ープ 熊本医療ガス株式会社 熊本県 

熊本市 

医療用ガス・医療機器販売、医薬品販売、
医薬品卸、豆腐製造卸業、野菜・鮮魚販
売、介護、福祉用具販売レンタル,病院 
等 

16 

34 立上ろう熊本のタクシー復興隊 一般社団法人熊本県タ
クシー協会 

熊本県 
熊本市 

一般旅客運送業、保険事業、タクシー乗
車券発行、クレジットカード業務、空港
の乗場管理 等 

21 

35 くまもと歯科医院地域経営力向
上グループ 

医療法人共愛会 共愛
歯科医院 

熊本県 
益城町 

歯科医院病医院への経営指導、医療機器
レンタル歯科技工所 等 16 
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36 グランドゼロ益城 老舗二代目
社長グループ 有限会社葬祭公社 熊本県 

益城町 
葬祭業、飲食業、生花販売、精肉卸、お
茶製造販売 等 12 

37 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 

38 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 96 

39 熊本県「食の安全確保」グルー
プ 株式会社東臣 熊本県 

大津町 給食受託業、精肉卸小売業 5 

40 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 34 

41 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 33 

42 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 103 
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43 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 

44 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 

45 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 

46 大津町地域再生ネットワークプ
ロジェクト 吉良食品株式会社 熊本県 

大津町 

食品加工業、美容業、飲食業、写真業、
小売業、葬祭業、自動車整備販売製造業、
理容業、農業、学習塾 等 

36 

47 東陽道・東大グループ 東陽道株式会社 熊本県 
熊本市 産業廃棄物処分業、建設業 2 

48 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 

78 

49 支え合い熊本都市圏復興チーム 合同会社モデルイノベ
ーション 

熊本県 
熊本市 

行政書士業、司法書士業、社会保険労務
士業、経営コンサルタント業、老人福祉、
介護事業 等 

13 
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50 熊本県地質調査業協会グループ 株式会社アバンス 熊本県 
熊本市 

建設コンサルタント、地質調査業、一般
土木、建設工事 等 34 

51 
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 

36 

52 南熊本ビルGR 有限会社南熊本実業 熊本県 
熊本市 卸売業、小売業、サービス業 等 24 

53 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 

54 熊本を食を通じて復興させるグ
ループ 株式会社雄和 熊本県 

熊本市 
飲食業、精肉加工販売、酒類の卸売小売 
等 22 

55 愛歯パートナーラボグループ 株式会社愛歯 熊本県 
菊陽町 歯科技工業、事務委託 6 

56 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 

24 
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57 熊本県陸上養殖業者地域復興グ
ループ 杉野淡水 熊本県 

嘉島町 

アユ・コイ・ウナギ・ニシキゴイ・ヤマ
メ・ニジマス・金魚の養殖、公衆浴場、
ボーリング事業 

25 

58 宇城都市圏生活再建支援グルー
プ 株式会社同仁堂 熊本県 

熊本市 

サービス業、小売業、パン製造販売、飲
食業、中古自動車販売、婦人服販売、メ
ガネ販売、総合スーパー、エステ、アミ
ューズメント経営  

23 

59 下通繁栄会 下通繁栄会 熊本県 
熊本市 

呉服販売、学生服の製造販売、飲食業、
エステティック業、メガネ補聴器、美容
用品販売、精肉店、洋菓子の製造販売 
等 

135 

60 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 

201 

61 託麻西南繁栄会及び託麻地区を
支える会グループ 有限会社明星印刷所 熊本県 

熊本市 
印刷業、飲食業、葬祭業、小売業、めっ
き加工業 等 24 

62 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 31 

63 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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64 熊本市中心部活性化グループ 株式会社橋本 熊本県 
熊本市 

法律・税理士事務所、美容室、小売業、
調剤薬局 等 16 

65 宇城地域木材供給協力グループ 有限会社松永製材所 熊本県 
美里町 材木店製材業、おが粉生産販売 等 5 

66 熊本職人育成グループ 有限会社彩巧堂 熊本県 
熊本市 飲食業、広告美術業 4 

67 熊本市東部事業革新による震災
復興グループ 株式会社宇佐美工業 熊本県 

熊本市 
建設業、測量業、販売業、広告業、飲食
業 等     18 

68 熊本の元気・にぎわいを取り戻
すグループ 

株式会社司ホールディ
ングス 

熊本県 
玉名市 

理美容業、飲食業、サービス業、運送業、
販売業、医業 等     146 

69 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 61 

70 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 36 



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 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       136 

72 上通商栄会 河島 一夫 熊本県 
熊本市 

飲食業、美容業、サービス業、小売業、
卸売業 等       119 

73 新市街商店街 熊本市新市街商店街振
興組合 

熊本県 
熊本市 サービス業、飲食業、小売販売業 等 35 

74 HIヒロセスーパーコンボグルー
プ 

株式会社ホームインプ
ルーブメントひろせ 

大分県 
大分市 

青果小売業水産等卸・小売業惣菜の製造
販売、共済・福祉・葬祭事業 14 

75 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 84 

76 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 

77 喜びのタネをまこうダスキン復
興グループ 合資会社ダスキン熊本 熊本県 

熊本市 清掃用具レンタル、清掃サービス業 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 

78 くまもと未来復興グループ 税理士法人未来税務会
計事務所 

熊本県 
熊本市 医療機関、飲食、小売、土木建設 等 11 

79 「しんきんの絆」地域復興グル
ープ 熊本信用金庫 熊本県 

熊本市 金融業・製造業・サービス業 15 

80 網田漁協復興事業グループ 網田漁業協同組合 熊本県 
宇土市 海苔養殖業 18 

81 丸國グループ 株式会社丸國商会 熊本県 
熊本市 食品及び一般商品用包装資材の販売 4 

82 未来を見つめるタクシー復興グ
ループ 

一般社団法人熊本県タ
クシー協会 

熊本県 
熊本市 

一般旅客自動車運送（タクシー）、タク
シー関係団体 10 

83 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 

84 弘仁会グループ 医療法人弘仁会 熊本県 
熊本市 

医療従事者養成所、グループホーム、介
護施設 6 



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 くまもと工芸振興グループ くまもと工芸振興グル
ープ 

熊本県 
熊本市 木彫・陶芸・革工芸 等 7 

86 阿蘇郡西原村小森畑村医療ゾー
ン のむら内科クリニック 熊本県 

熊本市 医療業 2 

87 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 

88 阿蘇・西原コミュニティーグル
ープ 

有限会社エステート西
原 

熊本県 
西原村 飲食業 等 17 

89 熊本暮らし復興応援グループ 有限会社前田屋 熊本県 
甲佐町 

小売業、飲食業、サービス業、建設業、
製造業 等 12 

90 

地域総力をあげた連携で取り組
む観光ツーリズムの新たな息吹
『Walkers・Are・Welcome構
想』実現化グループ 

レストラン木香里 熊本県 
美里町 飲食業、宿泊業、食品加工 16 

91 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 26 



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 

93 熊本癒しで元気！ ヘアージュース 熊本県 
菊陽町 理容業、美容業、小売業 8 

94 下益城郡医師会復興グループ 一般社団法人下益城郡
医師会 

熊本県 
宇城市 医療業 25 

95 山鹿市企業連絡協議会熊本地震
復興グループ 九州三和鉄軌株式会社 熊本県 

山鹿市 工場製品製造業、木製品製造業 等 15 

96 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 33 

97 城南はってん委員会 下田 泰紀 熊本県 
熊本市 建設業、飲食業、自動車整備業 等 53 

98 宇土地区医師会復興グループ 一般社団法人宇土地区
医師会 

熊本県 
宇土市 医療業 15 



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 
歴史ある小川の街なかの灯りを
消さない元気な商人（あきん
ど）グループ 

合名会社中村商店 熊本県 
宇城市 小売業、サービス業、食品製造業 29 

100 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 

101 熊本地域の履物卸売・小売業復
興グループ 南九州月星株式会社 熊本県 

熊本市 履物卸売業、履物小売業 2 

102 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 46 

103 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 61 

104 ゆめマート復興グループ 株式会社ゆめマート 熊本県 
熊本市 小売業 32 

105 やきやき屋 マヨたこ八代店 熊本県 
氷川町 飲食業、建設業 3 



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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106 三勢共同体 株式会社三勢 熊本県 
熊本市 建物総合管理業 5 

107 新規創業者復興グループ 合同会社yard 熊本県 
熊本市 専門サービス業 42 

108 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 15 

109 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 232 

110 新市街13復旧復興グループ 布田 尊士 熊本県 
熊本市 貸家業 32 

111 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 59 

112 県堺クリニックグループ 医療法人藤杏会 熊本県 
荒尾市 医療業 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 
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113 寿司日本料理葵おもてなしグル
ープ 有限会社葵 熊本県 

八代市 飲食業、飲食料小売店、クリーニング店 4 

114 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 

115 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 

116 九味食品熊本ブロック フンドーキン醤油株式
会社 

大分県 
臼杵市 食品製造、卸売業 3 

117 南阿蘇ゴルフ＆リゾート復興グ
ループ 株式会社熊本緑研 熊本県 

熊本市 ゴルフ場、温泉施設、美術館 6 

118 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 

119 八代郡医師会 一般社団法人八代郡医
師会 

熊本県 
鏡町 医療業 11 



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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120 宇城地域復興グループ 有限会社宇城会計セン
ター 

熊本県 
宇城市 税理士、タクシー、車両板金、寿司店 13 

121 「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 

122 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 36 

123 熊本市及び周辺地区中小企業等
経済雇用促進グループ 

有限会社エクセルバラ
ンス 

熊本県 
熊本市 製造、サービス業 276 

124 上益城郡、医療・福祉関係グル
ープ 

医療法人永田会 東熊
本病院 

熊本県 
益城町 医療・介護・医療関係 38 

125 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 220 

126 熊本県登録販売者協会と取引業
者復興グループ 

有限会社サンリーブ大
森薬店 

熊本県 
玉東町 医薬品、化粧品、健康食品販売業 6 



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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127 熊本市南東部建築業の未来を担
う復興支援グループ 有限会社レイケン 熊本県 

熊本市 建設業 9 

128 熊本地震の被災事業者を支え合
うけんしんグループ 熊本県信用組合 熊本県 

熊本市 金融業、旅館業、建設業 等 61 

129 熊本地震で発生した災害廃棄物
の再生利用を遂行するグループ 

有価物回収協業組合石
坂グループ 

熊本県 
熊本市 再資源リサイクル業 4 

130 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 

131 熊本東・北区建設等関連復興グ
ループ 濱田金属 熊本県 

熊本市 建設業 5 

132 鍼灸マッサージを広める会 一般社団法人熊本鍼灸
マッサージ師会 

熊本県 
熊本市 鍼灸マッサージ師 10 

133 三共ビル・梅香園ビル・テナン
ト復興グループ 株式会社三共都市開発 熊本県 

熊本市 卸・小売業、サービス業 等 26 
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134 アレストグループ地域いきいき
健康安全復興事業 

株式会社中西コーポレ
ーション 

熊本県 
八代市 スポーツクラブ・スイミングスクール 2 

135 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 25 

136 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 18 

137 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 28 

138 熊本を元気にする健康産業グル
ープ 

合同会社モデルイノベ
ーション 

熊本県 
熊本市 医薬品卸売業等 5 

139 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 12 

140 健軍校前電停商店グループ 有限会社大森商会 熊本県 
熊本市 販売業、施工修理 4 
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141 玉名郡市医師会 地域医療・介
護復興グループ 

一般社団法人玉名郡市
医師会 

熊本県 
玉名市 医療業、介護業 等 25 

142 託麻インターゴルフグループ 有限会社託麻インター
ゴルフ練習場 

熊本県 
熊本市 サービス業 5 

143 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 30 

144 
不動産賃貸事業者を中心とした
熊本市内に跨る地域密着型事業
者グループ 

株式会社奥羽興産 熊本県 
熊本市 

飲食業、派遣業、コンサルティング業、理
容業、エステ業、教育事業、IT事業、建築
業、保険業 等 

31 

145 熊本県福祉頑張会 株式会社アースセービ
ング 

熊本県 
熊本市 

介護業、障害者就労支援業、 
福祉関連業、青果業 7 

146 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 39 

147 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 27 
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148 白藤九品寺ルート産業復旧復興
グループ 有限会社スエマツ 熊本県 

熊本市 
建設設計業、一般生活用品小売業、葬祭業
設計業務、自動車販売、美容業 等 15 

149 染色組合復興グループ 吹田刺繍店 熊本県 
熊本市 呉服整理・加工、家紋刺繍 5 

150 熊本県農業機械商組グループ 西山 忠彦 熊本県 
熊本市 

農業機械の販売（卸含む）、農業機械の整
備 2 

151 熊本の子どもたちを元気に！ク
ジ王復興グループ 

有限会社コデラプラン
ニング 

熊本県 
熊本市 御・小売業 8 

152 熊本復興と海の未来を志す、海
洋国日本応援団グループ 三角商事有限会社 熊本県 

宇城市 船具販売業・船舶修理業・海運業 等 10 

153 くまもと健康なくらしのお手伝
いグループ 株式会社新生堂薬局 福岡県 

福岡市 ドラッグストア、薬局 4 

154 熊本県東部地域にえがおを届け
るグループ 株式会社えがお 熊本県 

熊本市 小売業、飲食業 等 22 
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155 二本木地場商店復興グループ 有限会社青木葬儀社 熊本県 
熊本市 青果食料品小売、車体整備店、葬儀場 4 

156 みんなでがんばる阿蘇谷復興・
事業再生グループ 阿蘇乃やまぼうし 熊本県 

阿蘇市 
建設設計・建設業、クリーニング業、飲
食・宿泊業、コンサル業 12 

157 鹿児島・熊本協働復興グループ 株式会社昴 鹿児島県 
鹿児島市 

学習塾他、飲食業、ホテル経営、食品卸、
建設業、リース業 等 15 

158 診断士・社労士による経営力向
上グループ 

中小企業診断士・社会
保険労務士みのだ事務
所 

熊本県 
熊本市 

経営コンサルティング、美容業、自動車販
売、内装工事業 等 8 

159 健軍地域のタケナカテント復興
グループ 有限会社タケナカ 福岡県 

福岡市 音楽教室、車検整備 等 3 

160 地イキイキ熊本市東区支援の中
小企業 梅木 健一郎 熊本県 

熊本市 製造・建設・サービス業 8 

161 栄通繁栄会 佃 義憲 熊本県 
熊本市 飲食店 等 38 



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 

162 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 66 

163 中商協グループ補助金 熊本市中心商店街等連
合協議会 

熊本県 
熊本市 飲食業、小売業、建設業 等 76 

164 
熊本市を中心とした「生活サー
ビス」事業者による地域密着型
グループ 

株式会社プラスト・ア
ール 

熊本県 
熊本市 

リフォーム建設業、デザイン業、学習塾、
美容業、製菓業、日本語学校、福祉サービ
ス業、旅行業、飲食業、観賞魚の輸入販売
保育園、歯科医療、保険代理業、経営コン
サルティング、福祉用品販売 等 

84 

165 「アドバンスくまもと！」～熊
本県地域経済連携グループ～ 行政書士恵法務事務所 熊本県 

熊本市 製造業、販売業、サービス業等 92 

166 玉名ビジネスホテル鈴鹿と取引
業者復興グループ 有限会社美鈴不動産 熊本県 

玉名市 
観光サービス業、ブロック製造・販売業 
等 8 

167 支え合い熊本都市支援復興チー
ム2 

行政書士法人アドミン
イノベーション 

熊本県 
熊本市 

美容院業、理容院業、鮮魚小売業、税理士
業、行政書士業 等 10 

168 オーリック・杉之原復興グルー
プ 株式会社オーリック 鹿児島県 

鹿児島市 卸売業、倉庫業 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 

169 熊本県生活基盤・工業基盤復興
グループ 岩谷産業株式会社 福岡県 

福岡市 
家庭用ＬＰガス・産業用ガス卸売、家庭用
ＬＰガス等販売 5 

170 がんばろう西区！復興プラン 木村 和子 熊本県 
熊本市 サービス業 3 

171 向山・春竹校区日向往還ふれあ
い育みプロジェクト せのうえ電機店 熊本県 

熊本市 家電製品小売工事業・食品製造販売業 2 

172 人吉駅前通り賑わい作りの会 有限会社おおがスイミ
ングスクール 

熊本県 
人吉市 

ビジネスホテル、公衆浴場、スイミングス
クール 5 

173 白山電車通り復興グループ「フ
ェニックス白山」 

合資会社吉本味噌醤油
醸造元 

熊本県 
熊本市 製造業、小売業、サービス業 8 

174 岩本事務所復興グループ 岩本俊雄税理士事務所 熊本県 
熊本市 税理士業、飲食業、ガソリンスタンド 等 10 

175 球磨川沿い観光復興グループ 有限会社石亭の館 熊本県 
人吉市 旅館・飲食業 6 



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 

176 南区液状化対策グループ 有限会社ユートホーム 熊本市 
南区 建築業 等 2 

177 宇土トマトゆめファームグルー
プ ゆめファーム 熊本県 

宇土市 農業 4 

178 地域復興熊本東グループ 株式会社新富商事 熊本県 
熊本市 自動車販売整備部品・建築・美容 等 9 

179 被災者のインフラを支える坂本
設備グループ 有限会社坂本設備 熊本県 

熊本市 設備業・税理士業 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 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 70 

２ 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 34 


