
青葉区の会員の皆様 (防火管理部会) 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

味の素㈱ 東北支社 食品製造業 980-0011 仙台市青葉区上杉二丁目３－１１ 022-227-3111 022-265-2484

㈱阿部和工務店
建築、機械設備業 
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

http://www.abekazu.co.jp 980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目１７－１８ 
銅谷ビル

022-264-0411 022-225-5244

㈱阿部蒲鉾店 食品製造業 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目３－１８ 022-222-6455 022-222-1533

阿部建設㈱ 建築、機械設備業 980-0001 仙台市青葉区中江二丁目２３－２０ 022-223-8115 022-223-8133

㈱阿部写真館 不動産、不動産賃貸業 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目１－１０ 022-223-2765 022-221-9737

㈱阿部ビル 不動産、不動産賃貸業 980-0001 仙台市青葉区中江二丁目２３－２０ 022-223-8117

㈱ 安　金 不動産業 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目８－３８ 022-263-5336 022-222-6280

㈱イースタンビル 不動産業 980-0802 仙台市青葉区二日町１１－１１ 022-264-0875 022-261-8279

㈱一・四・一　 不動産、不動産賃貸業 980-0014
仙台市青葉区本町二丁目１５－１ 
ルナール仙台２階

022-268-8141 022-268-8134

医療法人 香木会　伊藤病院 医療、福祉業 980-0802 仙台市青葉区二日町８－８ 022-222-8688 022-264-2210

医療法人 向仁会　永井産婦人科 医療、福祉業 http://www.nagai-obgyne.com/ 980-0824 仙台市青葉区支倉町４－３ 022-222-5582 022-262-5659

岩手根本観光㈱　居酒屋洒楽 その他 980-0014
仙台市青葉区本町一丁目2番6号 
第2志ら梅ビル7階

022-262-6821 022-265-0763

㈱イワマ靴店
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業

980-0811
仙台市青葉区一番町四丁目９－１７ 
ｲﾜﾏ靴店　三越前店3F

022-227-2151 022-227-2156

王子不動産㈱ 980-0013
仙台市青葉区花京院一丁目１－２０ 　 
花京院ｽｸｳｪｱﾋﾞﾙ14F 太平ﾋﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈱ 内

03-3546-3411 03-3546-3520

扇屋商事㈱ その他 980-0802 仙台市青葉区二日町２－２２ 022-225-1081 022-262-8760

大林ビル㈱ 不動産、不動産賃貸業 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目１０－１７ 022-262-9205 022-262-9205

奥田建設㈱ 建築、機械設備業 http://okuda.ne.jp/ 980-0871 仙台市青葉区八幡六丁目９－１ 022-275-2311～8 022-275-3273

㈱奥村組　東北支店 建築、機械設備業 981-8525 仙台市青葉区堤通雨宮町２－２５ 022-274-1231 022-273-9805

http://www.abekazu.co.jp/
http://www.nagai-obgyne.com/
http://okuda.ne.jp/


青葉区の会員の皆様 (防火管理部会) 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

㈱開盛庵 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目２－２１ 022-266-2520 022-224-5789

鹿島建設㈱ 東北支店 建築、機械設備業 https://www.kajima.co.jp/ 980-0802 仙台市青葉区二日町１－２７ 022-261-7166 022-261-9513

㈱河北新報社 放送、報道業
「河北新報オンラインニュース」は東北を中心
に国内外のさまざまなニュースを伝えるウェブ
サイトです。

https://www.kahoku.co.jp/ 980-8660 仙台市青葉区五橋一丁目２－２８ 022-211-1406 022-211-1223 ○

カメイ㈱ https://www.kamei.co.jp/ 980-8583 仙台市青葉区国分町三丁目１－１８ 022-264-6111 022-264-6020 ○

学校法人　聖ドミニコ学院 学校、教育、研究機関業
聖ドミニコ学院は、幼稚園から高等学校まで、
カトリックの精神に基づく教育を実践していま
す。

https://www.dominic.ac.jp/ 980-0874 仙台市青葉区角五郎二丁目２－１４ 022-222-6337 022-221-6203

国見台病院 医療、福祉業
昭和29年に開業しました精神科専門の病院で
す。何なりと相談して頂ければと思います。宜
しくお願い致します。

http://www.kunimidai.com/ 981-0943 仙台市青葉区国見一丁目１５－２２ 022-234-5251 022-274-1536

㈱黒澤防災
その他 
建築、機械設備業 
物品販売業

http://kuro-bousai.co.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１５－１０ 022-267-2161 022-217-3911

㈱ケイセン その他 980-0014
仙台市青葉区本町一丁目１２－１２ 
ＧＭビル5階

022-266-2002 022-264-7767

広業ビル㈱ 980-0014
仙台市青葉区本町二丁目２－３ 
鹿島広業ビル 12Ｆ

022-217-1611 022-217-1633

一般財団法人 厚生会　仙台厚生病院 医療、福祉業
https://www.sendai-kousei-
hospital.jp/

980-0873 仙台市青葉区広瀬町４－１５ 022-222-6181 022-267-0856

医療法人 光成会　宮城中央病院 医療、福祉業 980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目９－１７ 022-224-1307 022-223-3862

㈱ＪＴＢアセットマネジメント 980-0021
仙台市青葉区中央三丁目６－８ 
JTB地下1F（管理室事務所）

022-264-0923 022-215-4374

㈱江陽グランドホテル 
（総務部防災センター）

980-0014 仙台市青葉区本町二丁目３－１ 022-267-5111 022-262-6319

国家公務員共済組合連合会 
東北公済病院

医療、福祉業
仙台市の中心に位置する病院として皆様から
信頼され安心して選択される病院として医療
を展開しております。

http://www.tohokukosai.com/index.
html

980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目３－１１ 022-227-2211 022-263-8069 ○

今野不動産㈱ 不動産業
不動産の賃貸・売買・管理につきまして何んな
りとお問い合わせ下さいませ。

https://www.konno-net.co.jp 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目８－２５ 022-224-1675 022-224-1676

櫻井伊之助㈱ 不動産、不動産賃貸業 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目５－１０ 022-263-6904 022-263-6905

㈱バイタルネット 980-8581 仙台市青葉区大手町１－１ 022-266-4511 022-266-3942

サンケミファ㈱
その他製造業 
不動産、不動産賃貸業

http://www.3maru.co.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央三丁目３－３ 022-222-3011 022-227-8671

https://www.kajima.co.jp/
https://www.kahoku.co.jp/
https://www.kamei.co.jp/
https://www.dominic.ac.jp/
http://www.kunimidai.com/
http://kuro-bousai.co.jp/
https://www.sendai-kousei-hospital.jp/
https://www.sendai-kousei-hospital.jp/
http://www.tohokukosai.com/index.html
http://www.tohokukosai.com/index.html
https://www.konno-net.co.jp/
http://www.3maru.co.jp/
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㈱七十七銀行　 金融、保険業 980-8777 仙台市青葉区中央三丁目３－２０ 022-267-1111 022-266-0205

青葉通ﾌﾟﾗｻﾞ共有者代表 清水地所㈱
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

980-0021 仙台市青葉区中央三丁目２－１ 022-222-8615 022-227-1258

一般財団法人 周行会 内科佐藤病院 医療、福祉業 980-0011 仙台市青葉区上杉二丁目３－１７ 022-221-5566 022-221-8007

ショーケー㈱ 仙台支店 不動産、不動産賃貸業 980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目１１－１ 022-266-2784 022-227-8620 ○

学校法人 尚絅学院 
中学校・高等学校

学校、教育、研究機関業 http://sh.shokei.jp/ 980-0871 仙台市青葉区八幡一丁目９－２７ 022-264-5881 022-264-5901

㈱白松がモナカ本舗
物品販売業 
食品製造業

https://monaka.jp 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目８－２３ 022-222-8940 022-262-1113

㈱新仙台駅前ビル 不動産、不動産賃貸業 https://sse-b.com/ 980-0021 仙台市青葉区中央三丁目８－５ 022-266-4848 022-797-7137

株式会社ＯＰＡ仙台フォーラス
百貨店、マーケット業 
不動産業

https://www.forus.co.jp/sendai 980-8546 仙台市青葉区一番町三丁目１１－１５ 022-264-8111 022-216-4439

三井住友海上火災保険㈱東北本
部 
営業推進総務グループ

金融、保険業 980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目５－２７ 022-221-8862 022-268-6449

セコム㈱ 東北本部 その他 https://www.secom.co.jp/ 980-0811
仙台市青葉区一番町二丁目１－２ 
ＮＭＦ仙台青葉通りビル５Ｆ

022-723-1841 022-723-1844 ○

セブンビレッジビル ㈱木内商事 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目１２－４ 022-222-7413 022-222-7413

かき徳　玉澤ビル 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目９－１ 022-222-0785 022-265-3898

㈱セブン＆ワン　P-STATION その他 http://www.p-station.co.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目１０－１０ 022-221-2456 022-267-0527

仙台国際ホテル㈱
観光旅行業、宿泊業 
その他

https://www.tobu-skh.co.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目６－１ 022-268-1111 022-268-1122 ○

杜の都信用金庫 金融、保険業 980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目5-30 022-222-8151 022-225-4268

仙台ターミナルビル㈱
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

地域の人々と共に地域を想いもっと楽しい未
来を創るため未だ見たことのない新しい価値
創りに励んでいます。

https://www.stbl.co.jp/ 980-8477 仙台市青葉区中央一丁目１－１ 022-267-2196 022-267-2129 ○

東一センタービル㈱ 不動産業 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目9-18 (2F) 022-222-0280 022-399-7208

㈱仙台ビルディング 不動産、不動産賃貸業 980-0804
仙台市青葉区大町一丁目1番30号 
新仙台ビルディング10階

022-223-8187 022-225-8564

http://sh.shokei.jp/
https://monaka.jp/
https://sse-b.com/
https://www.forus.co.jp/sendai
https://www.secom.co.jp/
http://www.p-station.co.jp/
https://www.tobu-skh.co.jp/
https://www.stbl.co.jp/
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仙台プレイビル　メトロ商事㈱
不動産、不動産賃貸業 
その他

仙台市で貸しビル業・看板広告業・遊技場経
営などの事業を展開しています。

http://www.metro-miyagi.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１－３ 022-227-6078 022-227-6141

㈱セント
物品販売業 
出版印刷、広告業

https://www.sento.co.jp 981-0902 仙台市青葉区北根四丁目２－２０ 022-274-6440 022-274-6393

㈱仙都会舘 不動産、不動産賃貸業 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目２－１０ 022-222-4187 022-222-4188

セントラル警備保障㈱ 仙台支社 その他 https://www.we-are-csp.co.jp/ 980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目４－２８ 022-264-1821 022-266-5783

㈱錢高組　東北支店 建築、機械設備業 980-0811
仙台市青葉区一番町四丁目７－１７ 
SS.仙台ビル内

022-261-3431 022-261-3521

信金中央金庫　東北支店 金融、保険業 980-0804 仙台市青葉区大町一丁目２－６ 022-225-8386 022-261-5577

創文印刷出版㈱
その他製造業 
出版印刷、広告業

980-0821 仙台市青葉区春日町８－３４ 022-222-0181 022-266-4246

大正製薬㈱ 北日本支店 980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目１－１０ 022-267-2561 022-266-6589

大星ビル管理㈱ 東北支店 その他 https://www.taisay.co.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目３－１ 022-227-1581 022-227-1585

㈱エス・キューヴ
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

一期一会の気持ちを持って、皆様をサポートさ
せて戴きます。

http://www.s-cube.info 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目１２－５ 
凱旋門ビル

022-224-1492 022-267-2755

㈱竹中工務店　東北支店 建築、機械設備業 https://www.takenaka.co.jp/ 980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目４－３３ 
定禅寺ビル

022-262-1711 022-211-0114

㈲多楽茶屋ビル 不動産、不動産賃貸業 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目６－６ 022-265-2982 022-265-2982

第一ビル㈱ 不動産、不動産賃貸業 https://www.dai1bldg.co.jp/ 980-8485
仙台市青葉区中央一丁目２－３ 
仙台ﾏｰｸﾜﾝ 11階

022-265-4311 022-265-4315

㈱第一ビルディング　東北支店 不動産業 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目６－１ 022-221-1378 022-268-3870

イオン東北㈱　イオン仙台店　 百貨店、マーケット業 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目３－６ 022-261-1251 022-261-1278

台原高柳病院 医療、福祉業 981-0911 仙台市青葉区台原六丁目３－３３ 022-273-2525 022-272-0661

千歳コーポレーション㈱ 
仙台三菱ビルディング

その他 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目２－１ 022-225-3750 022-225-3750

http://www.metro-miyagi.jp/
https://www.sento.co.jp/
https://www.we-are-csp.co.jp/
https://www.taisay.co.jp/
http://www.s-cube.info/
https://www.takenaka.co.jp/
https://www.dai1bldg.co.jp/
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中央市場商業協同組合 その他

戦後の露天商たちが作った中央公設市場が
前身。毎日の買い物から娯楽まで楽しめる横
丁です。飲食店や雑貨店など個性派ショップ
が所狭しと並ぶ。

http://www.iroha-yokocho.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目３－２８ 022-223-3151 022-223-3152

学校法人 角川学園 
専門学校 花壇自動車大学校

学校、教育、研究機関業
「整備士教育を通して自動車産業の発展と車
社会の安全に貢献する」を教育理念とする自
動車整備士養成校

http://www.kadan-atcs.or.jp/ 980-0815 仙台市青葉区花壇８－１ 022-222-3838 022-266-7904

角川ビルデング㈱ 不動産業
角川ビルは平成23年3月11日東日本大震災を
期に平成24年12月以降耐震及び耐火の改築
工事で生れ変った

980-0021 仙台市青葉区中央二丁目７－３０ 022-222-5136 022-222-5139

㈱トーニチ
建築、機械設備業 
不動産、不動産賃貸業

980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目２－１３ 022-268-5821 022-268-5831

野村不動産㈱ 
 都市開発第一事業本部

不動産業 https://www.nomura-re.co.jp 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目２－２ 
　東芝仙台ビル1Ｆ

022-264-7385 022-215-1945 ○

東 照 宮 宗教団体等 981-0908 仙台市青葉区東照宮一丁目６－１ 022-234-3247 022-272-9852

㈱ 東 放 その他
http://www.sendai-
toho.com/index.html

980-0871 仙台市青葉区八幡一丁目２－５ 022-223-6767 022-262-6776

東邦ビル㈱ 不動産、不動産賃貸業 960-8041 福島県福島市大町４－４ 024-522-0091 024-522-0105

医療法人 東北会　東北会病院 医療、福祉業
地域と共に110余年 アルコール依存症、うつ
病、ストレス障害その他 心の病の回復をお手
伝いします。

http://www.tohokukai.com 981-0933 仙台市青葉区柏木一丁目８－７ 022-234-0461 022-274-2643

東北学院大学（施設課） 学校、教育、研究機関業 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/ 980-8511 仙台市青葉区土樋一丁目３－１ 022-264-6431 022-264-6345 ○

国立大学法人 東北大学（事務局） 学校、教育、研究機関業 http://www.tohoku.ac.jp/japanese 980-8577 仙台市青葉区片平二丁目１－１ 022-217-6041 022-217-5906

東北電力ネットワーク㈱ 
仙台電力センター(駅前事務所)

電気、ガス、水道業 980-8455 仙台市青葉区中央四丁目１－６ 022-214-6101 022-213-0790

東北電力㈱　総務部　　 電気、ガス、水道業 https://www.tohoku-epco.co.jp/ 980-8550 仙台市青葉区本町一丁目７－１ 022-799-6071 022-227-8197

東北福祉大学 学校、教育、研究機関業 https://www.tfu.ac.jp 981-8522 仙台市青葉区国見一丁目８－１ 022-233-3111 022-233-3113

㈱東北プリント 出版印刷、広告業 http://www.tohokuprint.co.jp/ 980-0822 仙台市青葉区立町２４－２４ 022-263-1166 022-224-3986

東北医科薬科大学
医療、福祉業 
学校、教育、研究機関業

https://www.tohoku-mpu.ac.jp/ 981-8558 仙台市青葉区小松島四丁目４－１ 022-234-4181 022-275-2013 ○

独立行政法人 労働者健康安全機
構 
東北労災病院

医療、福祉業 https://www.tohokuh.johas.go.jp/ 981-8563 仙台市青葉区台原四丁目３－２１ 022-275-1111 022-275-4431

http://www.iroha-yokocho.jp/
http://www.kadan-atcs.or.jp/
https://www.nomura-re.co.jp/
http://www.sendai-toho.com/index.html
http://www.sendai-toho.com/index.html
http://www.tohokukai.com/
https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/
http://www.tohoku.ac.jp/japanese
https://www.tohoku-epco.co.jp/
https://www.tfu.ac.jp/
http://www.tohokuprint.co.jp/
https://www.tohoku-mpu.ac.jp/
https://www.tohokuh.johas.go.jp/
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同和興業㈱ その他 980-0811
仙台市青葉区一番町四丁目６－１ 
仙台第一生命タワービル

022-224-0271 022-238-8989

ホテルセントラル仙台 観光旅行業、宿泊業
JR仙台駅より徒歩3分!ビジネス、観光の拠点
にふさわしいホテルです。ホテル前にはセブン
イレブンあり便利。

http://www.hotel-central.co.jp 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目２－６ 022-711-4111 022-711-4110

学校法人 南光学園　東北高等学校 学校、教育、研究機関業 https://www.tohoku.ed.jp 981-8543 仙台市青葉区小松島四丁目３－１ 022-234-6361 022-234-6639

山一仙台中央ビル管理事務所
賃貸仲介･管理、売買仲介、土地の有効活用
提案、建築、相続ｻﾎﾟｰﾄ等不動産に関するﾜﾝ
ｽﾎﾟｯﾄｻｰﾋﾞｽ提案。

http://www.yamaichi-j.co.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目６－１８ 022-211-4833 022-211-4833

日本銀行　仙台支店 金融、保険業
https://www3.boj.or.jp/sendai/index
.html

980-0811 仙台市青葉区一番町三丁目４－８ 022-214-3111 022-212-1325

中央日本土地建物㈱代行 
中央日土地ビルマネジメント㈱

不動産業 980-0811
仙台市青葉区一番町三丁目１－１ 
仙台ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰ

022-262-0035 022-262-0036

日本放送協会仙台拠点放送局 放送、報道業 https://www.nhk.or.jp/sendai/ 980-8435 仙台市青葉区本町2-20-1 022-211-1004 022-263-0613 ○

カプセルホテル㈱リーブス 観光旅行業、宿泊業
仙台駅より歩いて25分、近くに官公庁や国分
町を控えた絶好の立地。24時間いつでもOK。
ﾚﾃﾞｨｰｽﾌﾛｱ完備。

http://sendai-leaves.com/ 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目９－２０ 022-261-8020 022-261-8038

農林中央金庫　仙台支店 金融、保険業 980-0011
仙台市青葉区上杉一丁目２－１６ 
ＪＡビル宮城内

022-711-7531 022-711-7545

野村證券㈱ 仙台支店 金融、保険業 980-8730 仙台市青葉区中央ニ丁目１－１ 022-221-3111 022-261-4750

㈱橋本店 建築、機械設備業 https://www.hashimototen.co.jp 980-0822 仙台市青葉区立町２７－２１ 022-714-7020 022-714-7030

一般財団法人　早坂愛生会病院 医療、福祉業
当院は、広瀬川沿いの静かな文教地区にあ
る、長期で入院できる療養型の病院です。

http://www.ai-byoin.jp 980-0855 仙台市青葉区川内澱橋通３８ 022-261-1611 022-222-7506

㈱あいあーる　パレスへいあん その他
https://www.heian-
sendai.co.jp/palace/

980-0014 仙台市青葉区本町一丁目２－２ 022-265-5111 022-265-8082

東日本興業㈱
建築、機械設備業 
金融、保険業 
不動産、不動産賃貸業

http://www.hnk-i.co.jp 980-8534 仙台市青葉区一番町三丁目７－１ 022-225-1659 022-225-4217

東日本旅客鉄道㈱仙台支社 
（総務部安全企画室）

観光旅行業、宿泊業 
鉄道、自動車運輸等交通機関業

980-0022
仙台市青葉区五橋1-1-1 
ＪＲ東日本仙台支社ビル7Ｆ

022-211-0906

東日本旅客鉄道㈱　ＪＲ仙台病院 医療、福祉業 980-8508 仙台市青葉区五橋一丁目１－５ 022-266-9671 022-380-2362

東日本旅客鉄道㈱　仙台駅 鉄道、自動車運輸等交通機関業 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目１－１ 022-266-9666 022-213-1539

㈱百反 
ＡＢＣ本店クリスロード館

その他 http://www.100tan.com 980-0021 仙台市青葉区中央二丁目２－２７ 022-262-0446 022-262-5920

http://www.hotel-central.co.jp/
https://www.tohoku.ed.jp/
http://www.yamaichi-j.co.jp/
https://www3.boj.or.jp/sendai/index.html
https://www3.boj.or.jp/sendai/index.html
https://www.nhk.or.jp/sendai/
http://sendai-leaves.com/
https://www.hashimototen.co.jp/
http://www.ai-byoin.jp/
https://www.heian-sendai.co.jp/palace/
https://www.heian-sendai.co.jp/palace/
http://www.hnk-i.co.jp/
http://www.100tan.com/
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㈱日専連ライフサービス 
（日専連ビーブ）

金融、保険業 980-6109
仙台市青葉区中央一丁目３－１ 
アエル 9階

022-267-9277 022-267-5008

㈱ファミリーマート 
東北リージョン

981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45-10F 022-342-0933 022-272-5586

㈱フクヤジャパン
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業

　アパレル・雑貨等業界で常に斬新な企画と
時代のニーズをとらえた店舗開発で社会貢献
を図ります。

980-0021 仙台市青葉区中央二丁目４－１０（６F） 022-264-1121 022-222-2724

富国生命保険相互会社 仙台支社 金融、保険業
2023年の創業100周年に向けて、「ＴＨＥ　ＭＵ
ＴＵＡＬ」プロジェクトに取り組んでおります。

https://www.fukoku-life.co.jp 980-0803 仙台市青葉区国分町一丁目２－１ 022-222-0718 022-222-6738

㈱ 藤 崎（総務部防災保安担当） 百貨店、マーケット業 https://www.fujisaki.co.jp/ 980-8652 仙台市青葉区一番町三丁目２－１７ 022-261-5157 022-215-3879 ○

藤装建㈱ 建築、機械設備業 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１５－２５ 022-225-0510 022-225-0233

㈱復建技術コンサルタント その他
弊社は令和３年６月に創立７５周年を迎えまし
た。今後も社是である技術・人格・社会貢献に
邁進致します。

https://www.fgc.jp/ 980-0012 仙台市青葉区錦町一丁目７－２５ 022-262-1234 022-265-9309

㈱佛壇の佐正 物品販売業 https://sasho.jp/ 980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目８‐３５ 022-261-3111 022-261-3115

合資会社　ブラザー軒 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目２－２０ 022-222-1171 022-222-1175

宝来産業㈱
不動産業 
金融、保険業 
不動産、不動産賃貸業

安心できる明日をお手伝い https://hourai-sangyo.co.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目１－１ 022-227-0002 022-227-5610

公立学校共済組合仙台宿泊所 
ホテル白萩

観光旅行業、宿泊業
公立共済「やすらぎの宿」杜の都仙台で、みな
様のご利用に、安全・安心・くつろぎの時間を
お届けします。

https://www.hotel-shirahagi.com 980-0012 仙台市青葉区錦町二丁目２－１９ 022-265-3411 022-222-6692

ホテルメイフラワー仙台 観光旅行業、宿泊業
仙台駅より徒歩10分　ホテル２Ｆ、男女別サウ
ナ、お風呂有り。全客室ＷＩＦＩ対応

https://hpdsp.jp/hotelmayflower/ 980-0014 仙台市青葉区本町一丁目１３－２８ 022-262-5411 022-262-5415

前田建設工業㈱ 東北支店 建築、機械設備業 http://www.maeda.co.jp 980-0802 仙台市青葉区二日町４－１１ 022-225-8862 022-224-6586

三井不動産㈱ 東北支店 https://www.mitsuifudosan.co.jp/ 980-0014
仙台市青葉区本町二丁目４－６ 
仙台本町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6F

022-711-1131 022-221-4661

㈱仙台三越 百貨店、マーケット業
三越伊勢丹グループの百貨店です。昭和８年
開店の仙台地元の百貨店として、これからも
宜しくお願い致します。

https://www.mitsukoshi.mistore.jp/s
endai.html

980-8543 仙台市青葉区一番町四丁目８－１５ 022-225-7111 022-221-3240 ○

三菱地所㈱ 東北支店 不動産業 https://www.mec.co.jp 980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目６－１ 
仙台パークビル 6F

022-261-1361 022-225-2508

㈱三原本店 物品販売業 https://www.miharahonten.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町三丁目5-24 022-224-0010 022-224-0536

学校法人　宮城学院 https://www.mgu.ac.jp/ 981-8557 仙台市青葉区桜ヶ丘九丁目１－１ 022-279-1311 022-279-4707 ○

https://www.fukoku-life.co.jp/
https://www.fujisaki.co.jp/
https://www.fgc.jp/
https://sasho.jp/
https://hourai-sangyo.co.jp/
https://www.hotel-shirahagi.com/
https://hpdsp.jp/hotelmayflower/
http://www.maeda.co.jp/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sendai.html
https://www.mec.co.jp/
https://www.miharahonten.jp/
https://www.mgu.ac.jp/
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カンタム情報システム㈱
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業

オフィスの困り事。なんでもご相談下さい真摯
に対応致します。

http://www.qis.co.jp/ 980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目３－４０ 022-225-7857 022-225-3312

㈱宮城県建設会館 980-0824 仙台市青葉区支倉町２－４８ 022-225-8851 022-225-8870

一般社団法人　宮城県歯科医師会
医療、福祉業 
学校、教育、研究機関業

https://www.miyashi.or.jp/ 980-0803 仙台市青葉区国分町一丁目５－１ 022-222-5960 022-225-4843

宮城県住宅供給公社
不動産業 
不動産、不動産賃貸業 
その他

980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目１－２０ 022-261-6161 022-261-0831

宮城県米穀肥料商業協同組合 物品販売業 980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目４－２７ 022-222-3473 022-222-3491 ○

㈱宮城食糧会館 不動産、不動産賃貸業 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目８－３ 022-227-0171 022-227-7366

みやぎ生活協同組合　柏木店 百貨店、マーケット業 981-0933 仙台市青葉区柏木一丁目２－４５ 022-276-6322 022-276-6356

みやぎ生活協同組合　桜ヶ丘店 981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘二丁目１９－１ 022-279-9661 022-279-4651

㈱ヒューモス
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

https://www.humos.co.jp 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目１０－１ 022-221-6262 022-221-9592

㈱宮城文化協会
その他製造業 
出版印刷、広告業

http://www.bunkaweb.com 981-0932 仙台市青葉区木町５－２９ 022-272-0185 022-273-2590

㈱山一商店 不動産、不動産賃貸業 980-0811 仙台市青葉区一番町三丁目１－２４ 022-262-8354 022-267-1023

㈱やまふく 不動産、不動産賃貸業 980-0014 仙台市青葉区本町三丁目１－１７ 022-221-5476 022-221-5478

㈲ 祐 起 不動産、不動産賃貸業 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目１１－１７ 022-223-8804 022-215-1838

㈱与五郎寿司 不動産、不動産賃貸業 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目１５－２０ 022-223-5387 022-223-4017

㈱ヨックシステム
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

ヨックシステムは飲食業界に特化した情報力と
ネットワークで飲食店様・ビルオーナー様をサ
ポート致します！

https://www.yoc-sys.co.jp/ 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目２－２１ 
吉岡屋ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ 3F

022-263-1726 022-263-1727

立正佼成会　仙台教会 宗教団体等 http://www.co-creation-net.org/ 980-0002 仙台市青葉区福沢町８－１８ 022-213-5055 022-213-6077

大樹生命保険㈱ 
アジュール仙台管理事務所

980-0014 仙台市青葉区本町一丁目１－１ 022-711-3757 022-711-3758

ドーミーインEXPRESS 仙台広瀬通 観光旅行業、宿泊業
https://www.hotespa.net/hotels/se
ndai/

980-0021 仙台市青葉区中央二丁目１０－１７ 022-715-7077 022-715-7078

http://www.qis.co.jp/
https://www.miyashi.or.jp/
https://www.humos.co.jp/
http://www.bunkaweb.com/
https://www.yoc-sys.co.jp/
http://www.co-creation-net.org/
https://www.hotespa.net/hotels/sendai/
https://www.hotespa.net/hotels/sendai/
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ホテルＪＡＬシティ仙台 観光旅行業、宿泊業
仙台駅北側徒歩13分。館内には会議、宴会場
と和洋各ﾚｽﾄﾗﾝ、最上階には夜景を見渡せる
バー備えております。

https://www.sendai.jalcity.co.jp 980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目２－１２ 022-711-2580 022-711-2582

山川建設㈱ その他 http://yamakawakensetsu.co.jp 980-0002 仙台市青葉区福沢町９－１３ 022-222-3521 022-222-3534

馬 渕 ㈱ 物品販売業 http://www.e-mabuchi.net 980-0021
仙台市青葉区中央二丁目３－６ 
イオン仙台店 7階

022-227-3456 022-223-2001

土屋不動産㈱
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

当社は、中心部商店街のテナント募集・ビル
管理を主力業務としております。お気軽に御
相談下さい。

http://www.tsuchiya-estate.com 980-0811
仙台市青葉区一番町三丁目１－１６ 
パームシティ131

022-262-6394 022-224-5742

みやぎ生活協同組合　台原店 百貨店、マーケット業 981-0911 仙台市青葉区台原五丁目１－２ 022-271-1281 022-275-2428

㈱エンドーチェーン
百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

https://www.e-beans.jp 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１－１ 022-266-2222 022-227-4193

㈱トインクス その他 http://www.toinx.co.jp/ 980-0021
仙台市青葉区中央二丁目９－１０ 
ｾﾝﾄﾚ東北

022-799-5555 022-799-5561

アエル㈱
百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

https://www.sendai-aer.jp 980-6104
仙台市青葉区中央一丁目３－１ 
アエル4F

022-723-8001 022-723-8002

学校法人　東北文化学園大学 学校、教育、研究機関業 981-8550 仙台市青葉区国見六丁目４５－１ 022-233-3330 022-233-9452

㈱クロップス その他 http://www.sendai-aer.com/ 980-6116
仙台市青葉区中央一丁目３－１ 
アエル 16F

022-724-1111 022-724-1115

㈱三越伊勢丹ｱｲﾑﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ　 
仙台営業所

その他 https://imi-f.iing.co.jp/ 980-8543 仙台市青葉区一番町四丁目8番15号 022-221-4060 022-221-9874

リッチモンドホテル仙台 観光旅行業、宿泊業 https://richmondhotel.jp/sendai/ 980-0013 仙台市青葉区花京院一丁目４－１２ 022-722-0055 022-722-0056

東京美装興業㈱ 東北支店 その他 980-0014
仙台市青葉区本町二丁目１５－１ 
ﾙﾅｰﾙ仙台ﾋﾞﾙ 7階

022-227-2551 022-262-5004

㈱千松島
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業 
その他

https://www.chimatsushima.com/ 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目１１－１１ 022-222-4402 022-222-4407

東北電力ネットワーク㈱　宮城支社 電気、ガス、水道業
東北電力ﾈｯﾄﾜｰｸ㈱は電力の安定供給の使
命を果たしお客様•地域社会に安心•安全•快適
な暮らしを送り届けます。

https://nw.tohoku-epco.co.jp/ 980-6004
仙台市青葉区中央四丁目６－１ 
SS30　4階

022-225-2238 022-266-2722

カメイ商事㈱
観光旅行業、宿泊業 
金融、保険業 
不動産、不動産賃貸業

https://kamei-shoji.jp/ 980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目１－１８ 
ｶﾒｲﾋﾞﾙ 1F

022-268-7311 022-268-7318

東京法令出版㈱ 東北支社 出版印刷、広告業 http://www.tokyo-horei.co.jp/ 980-0012 仙台市青葉区錦町一丁目１－１０ 022-216-5871 022-216-5684

パナソニック㈱ ｴﾚｸﾄﾘｯｸﾜｰｸｽ社 
人事・総務部　総務グループ

980-0014
仙台市青葉区本町二丁目４－６ 
仙台本町三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ3F

022-261-2320 022-215-2247

https://www.sendai.jalcity.co.jp/
http://yamakawakensetsu.co.jp/
http://www.e-mabuchi.net/
http://www.tsuchiya-estate.com/
https://www.e-beans.jp/
http://www.toinx.co.jp/
https://www.sendai-aer.jp/
http://www.sendai-aer.com/
https://imi-f.iing.co.jp/
https://richmondhotel.jp/sendai/
https://www.chimatsushima.com/
https://nw.tohoku-epco.co.jp/
https://kamei-shoji.jp/
http://www.tokyo-horei.co.jp/


青葉区の会員の皆様 (防火管理部会) 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

㈱オンワード樫山東北エリア担当
物品販売業 
その他製造業

https://www.onward.co.jp/ 980-0802 仙台市青葉区二日町１２－３４ 022-262-8411 022-262-8416

㈱ロフト　仙台ロフト 百貨店、マーケット業 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目１０－１０ 022-726-6215 022-726-6289

ホテルモントレ㈱ 観光旅行業、宿泊業
https://www.hotelmonterey.co.jp/se
ndai/

980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１－８ 022-265-7110 022-265-5255

㈱仙台放送 https://www.ox-tv.co.jp 980-8433 仙台市青葉区上杉五丁目８－３３ 022-267-1212 022-267-5710

㈱オカムラ　仙台支店 その他製造業 980-0013
仙台市青葉区花京院一丁目１－２０ 
花京院ｽｸｴｱ 12F

022-712-1491 022-712-1537

㈱ＮＴＴドコモ 東北支社 980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目１－２ 022-752-5011 022-752-5360

㈱文化堂 不動産業 980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目3-40 022-221-5431 022-267-5501

ダイワボウ情報システム㈱ 仙台支店
物品販売業 
その他

980-0811
仙台市青葉区一番町四丁目６－１ 
仙台第一生命ﾀﾜｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

022-212-6450 022-212-6431

JR東日本東北総合ｻｰﾋﾞｽ㈱ 仙台支店
百貨店、マーケット業 
物品販売業 
不動産業

https://www.livit.jregroup.ne.jp/ 980-0021
仙台市青葉区中央4-10-3 
キャピタルタワー２階

022-281-9234 022-281-9239

㈱宮城県農協情報センター
不動産、不動産賃貸業 
その他

980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目２－１６ 022-264-8611 022-213-9273 ○

㈱伊達の牛たん本舗 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１０－１１ 022-722-5225 022-221-7288

㈱ニチレイフーズ　東北支社 980-0822
仙台市青葉区立町２７－２１ 
仙台橋本ﾋﾞﾙヂﾝｸﾞ 4階

022-711-2109 022-711-2183

ＦＬＣＳ㈱ 東北支店 金融、保険業 980-0811 仙台市青葉区中央三丁目2番23号 022-222-8842 022-222-4694

㈱パルコ　仙台店 百貨店、マーケット業 http://sendai.parco.jp 980-8484
仙台市青葉区中央一丁目２－３ 
仙台ﾏｰｸﾜﾝﾋﾞﾙ

022-774-8021 022-774-8080

相互タクシー㈱ 鉄道、自動車運輸等交通機関業 982-0261 仙台市青葉区折立二丁目８－５ 022-226-1641 022-226-0884

仙台大学附属　明成高等学校 学校、教育、研究機関業
新たな４つの学科(スポーツ創志科,福祉未来
創志科,食文化創志科,普通科)で実学を学び
新校舎で生徒の夢の実現を目指します。

http://www.hgm.ed.jp/ 981-8570 仙台市青葉区川平二丁目２６ー１ 022-278-6131 022-277-5130

仙台大原簿記情報公務員専門学校 学校、教育、研究機関業 https://obs-sendai.ac.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目２－２５ 022-722-8621 022-722-8625

東洋緑化㈱ その他 http://www.toyo-ryokka.co.jp/ 981-0933
仙台市青葉区柏木一丁目１－８ 
ﾎﾟﾗﾘｽﾋﾞﾙ

022-274-1873 022-274-1171

https://www.onward.co.jp/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
https://www.hotelmonterey.co.jp/sendai/
https://www.ox-tv.co.jp/
https://www.livit.jregroup.ne.jp/
http://sendai.parco.jp/
http://www.hgm.ed.jp/
https://obs-sendai.ac.jp/
http://www.toyo-ryokka.co.jp/
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エクシオグループ㈱　東北支店 建築、機械設備業 https://www.exeo.co.jp/ 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目５－１ 022-354-8000 022-222-5671

㈱東京法規出版　東北支社 出版印刷、広告業 980-0013
仙台市青葉区花京院二丁目１－１４ 
花京院ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ

022-217-7960 022-217-7961

㈱エフエム仙台 放送、報道業 http://www.datefm.co.jp 980-8420 仙台市青葉区本町二丁目１０－２８ 022-265-7711 022-265-7795

三井ガーデンホテル仙台 観光旅行業、宿泊業
https://www.gardenhotels.co.jp/sen
dai/

980-0014 仙台市青葉区本町二丁目４－６ 022-214-1131 022-214-1132

医療法人財団あおば会 
介護老人保健施設　ハート五橋

医療、福祉業 980-0022 仙台市青葉区五橋一丁目１－５ 022-721-1020 022-721-1025

㈱ヨーヨー その他 980-0871 仙台市青葉区八幡一丁目５－１１ 022-223-2511 022-223-2662

ニッタン㈱ 東北支社 その他製造業 https://www.nittan.com/ 980-0021
仙台市青葉区中央一丁目６－３５ 
東京建物仙台ﾋﾞﾙ 4F

022-266-6111 022-266-6119

森ﾄﾗｽﾄ・ﾎﾃﾙｽﾞ＆ﾘｿﾞｰﾄ㈱ 
ウェスティンホテル仙台

観光旅行業、宿泊業 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目９－１ 022-722-1234 022-722-1270 ○

㈱ＮＴＴデータ東北 その他 980-0811
仙台市青葉区一番町一丁目９－１ 
仙台ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ 21F

022-721-5533 022-721-5544

森トラスト㈱ 不動産、不動産賃貸業 980-0811
仙台市青葉区一番町一丁目９－１ 
仙台ﾄﾗｽﾄﾀﾜｰ 5F

022-211-9155 022-211-9133

学校法人　宮城学院　さくら寮 学校、教育、研究機関業 981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘二丁目１８－１ 022-341-2911 022-341-2911

㈱ラウンド・ワン 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目４－３０ 022-726-6455 022-227-7455

公益財団法人　宮城県対がん協会 医療、福祉業 980-0011 仙台市青葉区上杉五丁目７－３０ 022-263-1525 022-263-1548

仙台ワシントンホテル 観光旅行業、宿泊業
ＪＲ仙台駅に近く、仙台空港や東北自動車道
からのアクセスも良好で、ビジネス・観光に最
適なホテルです。

https://washington-
hotels.jp/sendai/

980-0021 仙台市青葉区中央四丁目１０－８ 022-745-2223 022-745-3333

日本電気㈱東北支社 
第一都市ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部
平野様) 
吉川様

その他製造業 
その他

980-6025 仙台市青葉区中央四丁目６－１ 022-267-8762 022-267-8763

東北ミサワホーム㈱
建築、機械設備業 
不動産業

https://tohoku.misawa.co.jp/ 980-0811
仙台市青葉区一番町一丁目３－１ 
ＴＭビル8階

022-706-0330 022-706-0339

㈱印刷館 出版印刷、広告業 982-0261 仙台市青葉区折立一丁目１１－７ 022-226-2255 022-226-2270

㈱富士防災 その他 https://fuji-safety.co.jp/ 981-0965 仙台市青葉区荒巻神明町2-15 022-725-3241 022-725-3242

https://www.exeo.co.jp/
http://www.datefm.co.jp/
https://www.gardenhotels.co.jp/sendai/
https://www.gardenhotels.co.jp/sendai/
https://www.nittan.com/
https://washington-hotels.jp/sendai/
https://washington-hotels.jp/sendai/
https://tohoku.misawa.co.jp/
https://fuji-safety.co.jp/
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(公財)仙台市スポーツ振興事業団 その他 980-0012 仙台市青葉区錦町一丁目３番９号 022-215-3201 022-215-3575

仙台市老人福祉施設協議会 
青葉東支部

医療、福祉業 981-0934
仙台市青葉区西勝山14番10号 
特別養護老人ホームせんじゅ内

022-277-9455 022-303-5277

東北送配電サービス㈱ その他 https://www.t-sohaiden.co.jp 980-0014
仙台市青葉区本町二丁目5-1 
オーク仙台ビル5階

022-221-6140 022-799-2503

あんしん通信防災 建築、機械設備業 981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘一丁目13-7 022-342-4095

(一社)国分町街づくりプロジェクト その他 980-0803
仙台市青葉区国分町2-10-11 
第3吉岡屋ビル4階

022-723-2671 022-723-2672

イガグリ防災設備
◌防火対象物点検◌防災管理点検が得意で
す。宜しくお願い致します。

989-2445 岩沼市桑原3-6-18-201 080-6017-8019 0223-29-2980

ホテル京阪仙台 観光旅行業、宿泊業
ﾋﾞｼﾞﾈｽ,観光,ﾚｼﾞｬｰ等幅広い用途で快適にご
利用いただける「丁度いいホテル」をコンセプト
にしたﾎﾃﾙです。

https://www.hotelkeihan.co.jp/send
ai/

980-0021 仙台市青葉区中央3丁目3-5 022-263-0321 022-265-6411

㈱Ａ・Ｕアソシエ 980-0001 仙台市青葉区中江1丁目15-1 022-395-8842 022-395-8843

合同会社 
サポートサービスオレンジ

医療、福祉業 
運送、配達業 
その他

"福祉～医療～コミュニティー＆防災"身近な
課題にリーズナブルにお手伝い！遠くの親戚
よりオレンジに！

https://support-orange.com 980-0003 仙台市青葉区小田原8-11-6-1305 070-6951-5616 022-774-1191

カゴメ㈱ 東北支店 食品製造業 https://www.kagome.co.jp/ 980-0021
仙台市青葉区中央3丁目5-17 
ミレーネＴ仙台ビル2Ｆ

022-208-7526 022-208-7527

綜合警備保障㈱　宮城支社 980-6006
仙台市青葉区中央四丁目6-1 
ＳＳ３０住友生命仙台中央ビル６階

022-716-2700 022-223-3007

https://www.t-sohaiden.co.jp/
https://www.hotelkeihan.co.jp/sendai/
https://www.hotelkeihan.co.jp/sendai/
https://support-orange.com/
https://www.kagome.co.jp/

