
石巻まちなか再生特区に基づく指定事業者 令和5年2月末現在

指定事業者又は指定法人の名称 所在地又は住所 事業の実施場所 復興推進事業の業種
課税の特例
の根拠条項

指定年月日 有効期間 公示年月日

ヤフーカスタマーリレーションズ株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 石巻市千石町4番42号 ICT関連産業 第37条第1項 H24.7.26 H28.3.31 H24.7.30

株式会社ティーケーシー・サクセスプランニング 石巻市中央三丁目7番13号 石巻市中央三丁目7番13号 商業 第38条第1項 H24.8.3 H29.2.16
H24.8.2

(H29.2.16
変更)

株式会社ＮＴＴ・データ・スマートソーシング 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 石巻市立町一丁目4番15号 ICT関連産業 第38条第1項 H24.11.1 H29.10.31
H24.11.14
(H25.11.1

変更)

株式会社ＮＴＴ・データ・スマートソーシング 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 石巻市立町一丁目4番15号 ICT関連産業 第37条第1項 H25.2.15 H29.3.31
H25.2.15
(H25.11.1

変更)

熊井則夫（熊井皮膚科医院） 石巻市中央一丁目10番23号 石巻市中央一丁目10番23号
医歯薬・福祉・介護
業

第37条第1項 H25.2.19 R2.12.31
H25.2.19

(R2.12.28変
更)

平　一誠（一平寿司） 石巻市立町二丁目1番9号 石巻市立町二丁目1番9号 観光関連産業 第37条第1項 H25.2.20 R1.12.31 H25.2.20

平　一誠（一平寿司） 石巻市立町二丁目1番9号 石巻市立町二丁目1番9号 観光関連産業 第38条第1項 H25.2.20 H30.12.31 H25.2.20

熊井則夫（熊井皮膚科医院） 石巻市中央一丁目10番23号 石巻市中央一丁目10番23号
医歯薬・福祉・介護
業

第38条第1項 H25.2.22 H30.12.31 H25.2.22

株式会社大もり屋本店 石巻市穀町12番25号 石巻市穀町12番25号 観光関連産業 第37条第1項 H25.3.14 R4.3.31 H25.3.14

松村敬夫（松村薬舗） 石巻市立町二丁目5番23号 石巻市立町二丁目5番23号 商業 第37条第1項 H25.3.15 H25.12.31
H25.3.15

(H25.12.20
変更)

有限会社和牛乃亀山 石巻市中央二丁目9番5号 石巻市中央二丁目9番5号 商業 第37条第1項 H25.3.26 H26.3.31
H25.3.26
(H26.3.31

変更)

菅井盛将（夢屋） 石巻市中央二丁目4番14号 石巻市中央二丁目4番14号 観光関連産業 第37条第1項 H25.3.27 R4.12.31 H25.3.27

菅井盛将（夢屋） 石巻市中央二丁目4番14号 石巻市中央二丁目4番14号 観光関連産業 第38条第1項 H25.3.27 H30.12.31 H25.3.27

斎藤柳子（美容室you） 石巻市千石町4番45号 石巻市千石町4番45号 商業 第37条第1項 H25.4.2 R3.12.31 H25.4.2

有限会社小野友 石巻市立町一丁目5番13号 石巻市穀町14番1号 商業 第38条第1項 H25.4.9 H29.2.28
H25.4.9

(H29.2.23
変更)

株式会社華音 石巻市茜平一丁目4番地18 石巻市鋳銭場4番8号 観光関連産業 第38条第1項 H25.5.14 R1.5.13
H25.5.15
(H30.4.1

変更)
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株式会社白謙蒲鉾店 石巻市立町二丁目4番29号 石巻市立町二丁目4番29号 商業 第38条第1項 H25.5.29 R1.5.28 H25.5.29

石巻市立町二丁目7番3号

田中和雄（シナリーキャッツ） 石巻市穀町6番24号 石巻市穀町6番24号 商業 第37条第1項 H25.6.11 H30.12.31 H25.6.11

株式会社エイチ・エイ・エル 石巻市立町二丁目4番36号 石巻市千石町4番3号 商業 第37条第1項 H25.7.2 H31.3.31 H25.7.2

有限会社石もり 石巻市中央二丁目10番17号 石巻市中央二丁目10番17号 観光関連産業、商業 第38条第1項 H25.7.12 R1.7.11 H25.7.12

石巻市中央三丁目6番26号

遠藤実（小料理ふなや） 石巻市穀町159番18 石巻市穀町159番18 観光関連産業 第37条第1項 H25.9.11 R3.12.31 H25.9.11

株式会社とり文 石巻市中央二丁目7番18号 石巻市中央二丁目7番18号 観光関連産業 第38条第1項 H25.10.8 R1.7.31 H25.10.16

有限会社スポーツショップマツムラ 石巻市中央三丁目6番6号 石巻市中央三丁目6番6号 商業 第37条第1項 H25.12.13 R5.12.12
2013/12/13
(H30.5.21

変更)

株式会社萬楽堂 石巻市立町二丁目4番23号 石巻市立町二丁目4番23号 商業 第37条第1項 H25.12.13 R5.12.12 H25.12.13

株式会社萬楽堂 石巻市立町二丁目4番23号 石巻市立町二丁目5番46号 商業 第38条第1項 H25.12.13 H29.5.31
2013/12/13
(H29.5.31

変更)

石巻市立町二丁目4番23号

株式会社横瀬会計事務所 石巻市千石町2番48号 石巻市千石町2番48号 商業 第38条第1項 H25.12.13 H30.12.12 H25.12.13

高橋喜好（BARREL） 石巻市駅前北通り一丁目13番2号 石巻市立町一丁目7番1号 商業 第37条第1項 H25.12.27 R5.12.26 H25.12.27

株式会社アトム 愛知県名古屋市中区錦二丁目2番2号 石巻市穀町12番25号 観光関連産業 第37条第1項 H26.1.24 H26.3.31 H26.1.24

株式会社福来館 石巻市立町二丁目7番6号 石巻市立町二丁目7番6号 商業 第37条第1項 H26.3.7 H26.8.31 H26.3.7

株式会社街づくりまんぼう 石巻市中瀬2番7号 石巻市中瀬2番7号 商業 第42条第1項 H26.3.31 H31.3.30 H26.4.1

山本壽一（山本歯科医院） 石巻市中央一丁目6番17号 石巻市中央一丁目6番17号
医歯薬・福祉・介護
業

第37条第1項 H26.6.30 H28.12.31
H26.6.30

(H28.12.28
変更)

有限会社春潮楼 石巻市中央二丁目8番16号 石巻市中央二丁目8番16号 観光関連産業 第37条第1項 H26.7.31 R2.12.31 H26.7.31
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本吉哲子 石巻市千石町1番4号 石巻市鋳銭場22番9号 商業 第37条第1項 H26.12.26 R6.12.25 H26.12.26

松山泰秀（ｽﾀﾐﾅﾎﾙﾓﾝ食堂食樂石巻中央店） 石巻市中央二丁目2番3号 石巻市中央二丁目2番3号 観光関連産業 第37条第1項 H26.12.26 R2.12.31 H27.1.5

プログレス合同会社（法人に変更） H29.2.1 R2.12.31 H29.2.1

辺見　剛（フィッシュボーン） 石巻市穀町12番18号 石巻市穀町12番18号 観光関連産業 第37条第1項 H27.1.20 H27.12.31 H27.1.27

山本壽一（山本歯科医院） 石巻市中央一丁目6番17号 石巻市中央一丁目6番17号
医歯薬・福祉・介護
業

第38条第1項 H27.2.3 H28.12.31
H27.1.27

(H28.12.28
変更)

阿部純一（ベルコルポ） 石巻市中央二丁目1番18号 石巻市中央二丁目1番18号 観光関連産業 第37条第1項 H27.2.27 R7.2.26 H27.3.3

株式会社ソーワダイレクト 石巻市千石町2番10号 石巻市千石町2番10号 観光関連産業 第38条第1項 H27.3.23 H29.7.31
H27.3.25
(H29.6.30

変更)

石巻市立町一丁目7番23号

医療法人社団　二宮外科 石巻市住吉町一丁目1番5号 石巻市住吉町一丁目1番5号
医歯薬・福祉・介護
業

第38条第1項 H27.5.1 H31.4.30 H27.4.30

長澤　勉（楼蘭） 石巻市中央二丁目3番19号 石巻市中央二丁目3番19号 観光関連産業 第37条第1項 H27.11.26 R7.11.25 H27.11.30

株式会社海光商事 気仙沼市田中前三丁目8番地6 石巻市穀町112番 商業 第37条第1項 H27.12.15 R2.7.31 H27.12.17

木村清文（和食　桂） 石巻市中央二丁目7番41号 石巻市中央二丁目7番41号 観光関連産業 第37条第1項 H27.12.28 R2.12.27 H28.1.6

株式会社　縁の和食桂（法人に変更） R1.6.4 R1.6.30 R1.6.4

株式会社魚長商店 石巻市中央一丁目11番3号 石巻市中央一丁目11番3号 商業 第37条第1項 H28.1.14 R2.2.29
H28.1.18
(R2.5.29

変更)

株式会社陶芸丸寿かんけい丸 石巻市中央三丁目6番12号 石巻市中央三丁目6番12号 商業 第37条第1項 H28.1.15 R3.1.14 H28.1.19
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鈴木　崇也
石巻市立町一丁目5番11号
平孝ビル１Ｆ

石巻市立町一丁目5番11号
平孝ビル１Ｆ

観光関連産業 第38条第1項 H28.6.15 H29.1.4 H28.6.15

石巻市立町二丁目2番18号
菊友ビル二番館１Ｆ

石巻市立町二丁目2番18号
菊友ビル二番館１Ｆ

石巻市立町一丁目2番11号
名阪プリンス街１Ｆ

石巻市立町一丁目2番11号
名阪プリンス街１Ｆ

株式会社D.I.O（法人に変更） H28.12.28 R4.6.14 H28.12.28

柏山　彰（味彩しん家） 石巻市立町二丁目5番45号 石巻市立町二丁目5番45号 観光関連産業 第37条第1項 H28.7.15 R4.7.14 H28.7.19

阿部智美（ケ・セラ・セラ） 石巻市立町一丁目3番13号 石巻市立町一丁目3番13号 観光関連産業 第37条第1項 H28.9.1 R4.8.31 H28.9.1

株式会社海光商事 気仙沼市田中前三丁目8番地6 石巻市穀町112番 商業 第38条第1項 H28.12.26 R2.7.31 H28.12.26

永沼清人（クローバー） 石巻市穀町16番10号 石巻市穀町16番10号 観光関連産業 第37条第1項 H29.3.28 R5.3.27 H29.3.28

株式会社元気いしのまき 石巻市中央二丁目11番11号 石巻市中央二丁目11番11号 商業、観光関連産業 第37条第1項 H29.10.6 R5.11.30 H29.10.16

株式会社三政商店 石巻市泉町三丁目5番8号 石巻市中央二丁目11番11号 商業 第37条第1項 H29.10.6 R8.10.5 H29.10.24

株式会社feel 石巻市千石町2番1号 石巻市千石町2番1号 商業 第37条第1項 H29.10.6 R5.2.28 H29.10.31

品川　真範 石巻市穀町12番18号石巻駅前ビル2階 石巻市穀町12番18号石巻駅前ビル2階 商業 第38条第1項 H31.4.24 R7.4.23 H31.4.24

前田　拓馬 石巻市穀町12番18号石巻駅前ビル2階 石巻市穀町12番18号石巻駅前ビル2階 商業 第38条第1項 H31.4.24 R7.4.23 H31.4.24

名阪商業　株式会社 石巻市立町一丁目2番11号 石巻市中央二丁目104番地5 商業 第37条第1項 R1.5.17 R11.5.16 R1.5.17

株式会社　向山靴店 石巻市中央二丁目4番19号 石巻市中央二丁目4番19号 商業 第37条第1項 R1.9.6 R11.9.5 R1.9.6

佐藤　定市 石巻市中央二丁目4番19号 石巻市中央二丁目4番19号
医歯薬・福祉・介護
業

第37条第1項 R2.3.27 R12.3.26 R2.3.27

米倉　純一 石巻市中央二丁目4番23号 石巻市中央二丁目4番23号 商業 第37条第1項 R3.5.21 R13.5.20 R3.5.21

有限会社　亀七呉服店 石巻市中央二丁目4番23号 石巻市中央二丁目4番23号 商業 第37条第1項 R3.5.21 R13.5.20 R3.5.21

名阪商業　株式会社 石巻市立町一丁目2番11号 石巻市立町一丁目2番11号 商業 第38条第1項 R3.6.14 R9.6.13 R3.6.14
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