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復興庁では、2012年度以降毎年、岩手・宮城・福島の 3県

の企業や団体が、業種や地域の特性、培ってきた知見や創

意工夫を活用した、さまざまな「挑戦」を紹介しています。

本年度も30の事業者を取材し、産業復興事例集として編さ

んしました。こうした取り組みを被災地内外の企業や自治

体で共有することによって、今後の事業創出や復興の加速

化につながることを期待しています。
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ユニークな商品・サービス
地域が持つ特性や課題などに着目し、商品開発およびサービス
提供を行う企業・団体を紹介。世の中のニーズを捉えた事例、
唯一無二のバリューを世に送り出した事例にスポットを当てま
す。

コロナに負けない
コロナ禍において活路を見出し、成長し続けている企業を紹介。
先が見えない中で潮流を敏感に察知した成功事例に加え、さら
なる躍進のための経営方針を打ち立てる企業にも迫ります。

独自ブランドの構築・新事業
独自性の強いブランド・商品を生み出した企業に加え、変
化を恐れず新事業に挑戦している企業を紹介。
ブランディング、商品開発、新事業に関する着想を得た
ポイントや、成功を収めた理由にも迫ります。

地域プロモーション
精力的な事業活動によって地域の魅力を世の中に広めている
企業を紹介。ヒット商品を生み出す発想や付加価値戦略だけ
でなく、地域創生を図る取り組みや、海外へ向けた発信にも着
目します。

事業を後世へ
長期的な視点を持ち、持続可能な活動を行う企業・団体を紹介。
優れた技術を継承していくための人材教育、経営方針のアップ
デートなど、企業や産業の未来を見据えた事例にスポットを当
てます。

［SDGs］2030 年に向けて
SDGs（持続可能な開発目標）は世界共通の目標として、
日本の企業も取り組みをはじめています。東日本大震
災から約 10年、復興の道は今後も続きますが、10年、
20年先の未来を見据えている被災企業も増えています。
今回の事例集では、各企業の目標を SDGsと照らし合わ
せて紹介する手法を試みました。
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外資系企業
東北で事業活動を行う外資系企業を紹介。復興以外にも地域
人口減少など課題を抱える東北に対する取り組みを解説しま
す。また東北という土地が持つポテンシャルや、東北で事業
活動を行ううえで掲げるビジョンをクローズアップします。

01　株式会社フィリップス・ ジャパン
　　　　（宮城県仙台市） ������������������������������������������������90
02　アクセンチュア・イノベーションセンター
　　 福島（福島県会津若松市） �������������������������������������92
03　株式会社ピュアロンジャパン
　　（ピクスロンジャパン株式会社）（福島県いわき市） ��94

11



27

岩手県・宮城県・福島県 県別索引

岩手県

01　世嬉の一酒造株式会社（岩手県一関市） ���������������� 20
02　特定非営利活動法人りくカフェ（岩手県陸前高田市） � 22
03　岩手アカモク生産協同組合（岩手県山田町） ���������� 24
09　有限会社三陸とれたて市場（岩手県大船渡市） ��������� 38
10　共和水産株式会社（岩手県宮古市） ���������������������� 40
15　森下水産株式会社（岩手県大船渡市）��������������������� 52
16　株式会社バンザイ・ファクトリー
　　　　 （岩手県大船渡市） �������������������������������������������� 54
21　岩手モリヤ株式会社（岩手県久慈市） ������������������� 66
22　株式会社幸呼来 Japan（岩手県盛岡市） ��������������� 68
26　株式会社十文字チキンカンパニー（岩手県二戸市） �� 78

宮城県
04　舞台アグリイノベーション株式会社
　　　　（宮城県仙台市） ���������������������������������������������� 26
05　株式会社 MAKOTO（宮城県仙台市） ��������������������� 28
06　株式会社佐藤金属（宮城県岩沼市） ���������������������� 30
11　株式会社デ・リーフデ北上（宮城県石巻市） ���������� 42
12　ヤグチ電子工業株式会社（宮城県石巻市） ������������� 44
17　農業生産法人株式会社 GRA（宮城県山元町） ���������� 56
18　有限会社オイカワデニム（宮城県気仙沼市） ������������ 58
23　宮城県漁業協同組合 志津川支所 戸倉カキ部会
　　　　（宮城県南三陸町） ��������������������������������������������� 70
24　株式会社みらい造船（宮城県気仙沼市） ������������������ 72
27　株式会社松島蒲鉾本舗（宮城県松島町） ���������������� 80

福島県

07　東北協同乳業株式会社（福島県本宮市） ���������������� 32
08　有限会社キャニオンワークス（福島県浪江町） ������� 34
13　アンフィニ株式会社（福島県楢葉町） ������������������� 46
14　株式会社ワンダーファーム（福島県いわき市） ��������� 48
19　株式会社ももがある（福島県福島市） ������������������� 60
20　株式会社磐城高箸（福島県いわき市）��������������������� 62
25　株式会社三義漆器店（福島県会津若松市） ���������������� 74
28　有限会社福島路ビール（福島県福島市） ���������������� 82
29　株式会社いわき遠野らぱん（福島県いわき市） ��������� 84
30　コドモエナジー株式会社（福島県川内村） ������������� 86

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

24

23

25

26

28

30

29

106



監修委員

座長

東北学院大学 教養学部 地域構想学科
教授

柳井 雅也

一般財団法人 ダイバーシティ研究所
代表理事

田村 太郎

日本女子大学 家政学部 家政経済学科
准教授

額田 春華

株式会社エスト・コミュニケーションズ
代表取締役

弓削 徹

問い合わせ先

復興庁 企業連携推進室
（産業復興事例集担当）

Tel: 03-6328-0267
Email: kigyo-rs@cas.go.jp

107


