
指定事業者一覧表

番号 指定年月日 商号又は名称 所在地又は住所 復興推進事業の内容 課税の特例の根拠規定 指定の有効期間

1 平成24年3月2日 レンゴー株式会社 大和町松坂平六丁目３番２ 木材関連産業 法第３７条第１項
平成２４年　３月　２日から
平成２８年　３月３１日まで

2 平成24年3月27日 東京エレクトロン宮城株式会社 大和町テクノヒルズ１番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成２４年　３月２７日から
平成３２年　３月３１日まで

3 平成24年3月27日 東京エレクトロン宮城株式会社 大和町テクノヒルズ１番 高度電子機械産業 法第３９条第１項
平成２４年　３月２７日から
平成３２年　３月３１日まで

4 平成24年4月19日 センコー株式会社 大和町松坂平六丁目１番 食品関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　４月１９日から
平成３０年　３月３１日まで

5 平成24年4月19日 東北センコー運輸株式会社 大和町松坂平六丁目１番 食品関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　４月１９日から
平成３０年　３月３１日まで

6 平成24年5月7日 日本トーカンパッケージ株式会社 大和町松坂平八丁目２番 木材関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　５月　７日から
平成３０年　３月３１日まで

7 平成24年5月9日 三本コーヒー株式会社 大和町吉岡東三丁目２番地の２６ 食品関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　５月　９日から
平成３０年　３月３１日まで

8 平成24年5月31日 フクダ電子株式会社 大和町テクノヒルズ５番 医療・健康関連産業 法第３７条第１項
平成２４年　５月３１日から
平成３０年　５月３０日まで

9 平成24年6月1日 トーアエイヨー株式会社 大和町松坂平七丁目５番 医療・健康関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　６月　１日から
平成３０年　５月３１日まで

10 平成24年7月2日 グリーンメタルズ株式会社 大和町松坂平七丁目２番１ 自動車関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　７月　２日から
平成３０年　６月３０日まで

11 平成24年9月1日 株式会社ビーアイ運送
大和町流通平５番２
　〃　松坂平八丁目１番

食品関連産業 法第３８条第１項
平成２４年　９月　１日から
平成３０年　８月３１日まで

12 平成24年9月19日 愛知車輌興業株式会社 大和町まいの三丁目３番地の２ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２４年　９月１９日から
平成２５年１２月３１日まで

13 平成24年9月28日 大興運輸株式会社 大和町まいの二丁目５番地の１ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２４年　９月２８日から
平成３０年　９月２７日まで

14 平成24年10月1日 大和蔵酒造株式会社 大和町松坂平八丁目１番 食品関連産業 法第３８条第１項
平成２４年１０月　１日から
平成３０年　９月３０日まで

15 平成24年10月1日 プライムアースEVエナジー株式会社 大和町流通平１番 自動車関連産業 法第３８条第１項
平成２４年１０月　１日から
平成３０年　９月３０日まで

16 平成24年10月1日 株式会社明治 大和町松坂平三丁目１番 食品関連産業 法第３８条第１項
平成２４年１０月　１日から
平成３０年　９月３０日まで



指定事業者一覧表

番号 指定年月日 商号又は名称 所在地又は住所 復興推進事業の内容 課税の特例の根拠規定 指定の有効期間

17 平成24年10月1日 旭陽電気株式会社 大和町テクノヒルズ３番 高度電子機械産業 法第３８条第１項
平成２４年１０月　１日から
平成３０年　９月３０日まで

18 平成24年10月1日 スズキ株式会社 大和町松坂平八丁目３番８ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２４年１０月　１日から
平成３０年　９月３０日まで

19 平成24年11月15日 スズキ納整東日本株式会社 大和町松坂平八丁目３番８ 自動車関連産業 法第３８条第１項
平成２４年１１月１５日から
平成３０年１１月１４日まで

20 平成24年12月3日 センコン物流株式会社 大和町松坂平七丁目１番１７ 医療・健康関連産業 法第３７条第１項
平成２４年１２月　３日から
平成３０年１１月３０日まで

21 平成24年12月20日 フクダ電子ファインテック仙台株式会社 大和町テクノヒルズ５番 医療・健康関連産業 法第３７条第１項
平成２４年１２月２０日から
平成３０年１２月１９日まで

22 平成24年12月20日 富士フイルム株式会社 大和町松坂平一丁目６番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成２４年１２月２０日から
平成３０年１２月１９日まで

23 平成25年1月1日 愛知車輌興業株式会社 大和町まいの三丁目３番地の２ 自動車関連産業 法第３８条第１項
平成２５年　１月　１日から
平成３０年１２月３１日まで

24 平成25年3月29日 株式会社ササキ 大和町テクノヒルズ２番２ 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成２５年　３月２９日から
平成３０年　３月２８日まで

25 平成25年3月29日 トヨタ自動車東日本㈱ 大和町松坂平五丁目１番１ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２５年　３月２９日から
平成３０年　３月２８日まで

26 平成25年4月1日 中央運輸株式会社 大和町流通平４番１ 医療・健康関連産業 法第３８条第１項
平成２５年　４月　１日から
平成３０年　３月３１日まで

27 平成25年4月1日 株式会社スズケン 大和町まいの二丁目１番地の１ 医療・健康関連産業 法第３８条第１項
平成２５年　４月　１日から
平成３０年　３月３１日まで

28 平成25年6月14日 仙台小林製薬株式会社 大和町松坂平四丁目３番 医療・健康関連産業 法第３７条第１項
平成２５年　６月１４日から
平成３３年　６月１３日まで

29 平成25年8月22日 大友運送株式会社 大和町流通平７番１ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２５年　８月２２日から
平成３１年　８月２１日まで

30 平成25年12月6日 株式会社読売新聞東京本社 大和町テクノヒルズ５１番 木材関連産業 法第３７条第１項
平成２５年１２月　６日から
平成３３年１２月　５日まで

31 平成26年1月8日 株式会社中外 大和町松坂平三丁目６番 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２６年　１月　８日から
平成３５年　１月　７日まで

32 平成26年2月5日 日本トーカンパッケージ株式会社 大和町松坂平六丁目３番２ 木材関連産業 法第３８条第１項
平成２６年　２月　５日から
平成３５年　２月　４日まで
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33 平成26年4月1日 レンゴー株式会社 大和町松坂平八丁目２１番 木材関連産業 法第３８条第１項
平成２６年　４月　１日から
平成３１年　３月３１日まで

34 平成26年4月30日 株式会社コバヤシ 大和町テクノヒルズ５２番 食品関連産業 法第３７条第１項
平成２６年　４月３０日から
平成３３年　３月３１日まで

35 平成26年9月29日 プライムアースEVエナジー株式会社 大和町流通平１番 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２６年　９月２９日から
平成３２年　９月２８日まで

36 平成27年1月1日 東京エレクトロン株式会社 大和町テクノヒルズ１番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成２７年　１月　１日から
平成３６年１２月３１日まで

37 平成27年1月1日 東京エレクトロン株式会社 大和町テクノヒルズ１番 高度電子機械産業 法第３９条第１項
平成２７年　１月　１日から
平成３２年１２月３１日まで

38 平成27年1月28日 大和薬品工業株式会社 大和町松坂平八丁目３番２ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２７年　１月２８日から
平成３３年　１月２７日まで

39 平成28年2月26日 グリーンメタルズ株式会社 大和町松坂平七丁目２番１ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２８年　２月２６日から
平成３３年　３月３１日まで

40 平成28年3月2日 セレスティカ・ジャパン株式会社 大和町吉岡字雷神２番地 高度電子機械産業 法第３８条第１項
平成２８年　３月　２日から
平成３３年　２月２８日まで

41 平成28年3月4日 タツタ電線株式会社 大和町テクノヒルズ２番 クリーンエネルギー関連産業 法第３７条第１項
平成２８年　３月　４日から
平成３３年　３月　３日まで

42 平成28年4月28日 株式会社タイワ 大和町テクノヒルズ５１番 高度電子機械産業 法第３８条第１項
平成２８年　４月２８日から
平成３４年　４月２７日まで

43 平成28年6月21日 株式会社東信鋼鉄 大和町松坂平八丁目３番３ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２８年　６月２１日から
平成３３年　６月２０日まで

44 平成28年10月12日 関西ペイント株式会社 大和町松坂平八丁目３番１ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２８年１０月１２日から
平成３４年１０月１１日まで

45 平成28年11月30日 株式会社東名プレート 大和町松坂平八丁目３番３ 自動車関連産業 法第３７条第１項
平成２８年１１月３０日から
平成３３年１１月２９日まで

46 平成29年11月1日 旭陽電気株式会社 大和町テクノヒルズ５６番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成２９年１１月　１日から
平成３５年１０月３１日まで

47 平成30年2月15日 富士フイルムオプティクス株式会社 大和町松坂平一丁目６番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成３０年　２月１５日から
平成３９年　３月３１日まで

48 平成30年3月8日 株式会社ワイ・デー・ケー 大和町テクノヒルズ５５番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成３０年　３月　８日から
平成３６年　３月３１日まで
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49 平成31年3月29日 富士フイルムオプティクス株式会社 大和町松坂平一丁目６番 高度電子機械産業 法第３８条第１項
平成３１年　３月２９日から
平成３７年　３月２８日まで

50 平成31年4月19日 三徳化学工業株式会社 大和町テクノヒルズ５３番，５４番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
平成３１年　４月１９日から
令和　７年　４月１８日まで

51 令和1年6月17日 株式会社東北田村工機 大和町松坂平二丁目７番 木材関連産業 法第３７条第１項
令和　元年　６月１７日から
令和　７年　６月１６日まで

52 令和2年2月10日 株式会社アルコム 大和町テクノヒルズ２９番 高度電子機械産業 法第３７条第１項
令和　２年　２月１０日から
令和　７年　８月３１日まで

53 令和2年2月10日 株式会社アルコム 大和町テクノヒルズ２９番 高度電子機械産業 法第３８条第１項
令和　２年　２月１０日から
令和　７年　８月３１日まで


