青葉区宮城地区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

業種

平成28年02月17日現在

ＰＲコメント

ＵＲＬ

愛子幼稚園

郵便番号
989-3127

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

仙台市青葉区愛子東六丁目４－１５

022-392-2504

022-392-2935

仙台市青葉区芋沢字平３６－２

022-394-7585

022-394-7590

989-3121

仙台市青葉区郷六字龍沢２６－３

022-226-2111

022-226-1730

989-3204

仙台市青葉区南吉成七丁目１４－１

022-719-1717

022-719-1718

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原２７

022-392-3711

022-392-3075

カナフレックスコーポレーション㈱
仙台工場

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原４７－１１

022-392-2481

022-391-1048

㈱カワチ薬品 南吉成店

989-3204

仙台市青葉区南吉成一丁目１５－３

022-277-4021

022-277-4031

http://saicollo.jp/

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原１５－２

022-392-5339

022-392-2718

○

http:///www.johgi.or.jp

989-3213

仙台市青葉区大倉字上下１

022-393-2011

022-393-2013

○

989-3212

仙台市青葉区芋沢字新田５４－４

022-394-5721

022-394-7286

○

http://www.shikouen.com

989-3213

仙台市青葉区大倉字大原新田２６－１２

022-393-2061

022-393-2461

http://www.heisei-oph.or.jp

989-3121

仙台市青葉区郷六字沼田１３－３

022-302-1071

022-302-1056

989-3212

仙台市青葉区芋沢字新田５６－２

022-394-4555

022-394-4557

989-3213

仙台市青葉区大倉字上下４－２

022-393-2159

022-393-2159

989-3213

仙台市青葉区大倉字上下６

022-393-2147

022-393-2712

989-3121

仙台市青葉区郷六字葛岡１０

022-226-2141

022-226-2142

989-3128

仙台市青葉区愛子中央四丁目１６－１

022-391-5519

022-391-6145

○

989-3212

仙台市青葉区芋沢字沢田１－５

022-394-3271

022-394-3270

○

989-3213

仙台市青葉区大倉字大原新田１６－５１

022-393-2334

022-393-2335

○

学校法人愛子学園 大沢幼稚園 学校、教育、研究機関業

園生活での園児が「友だち大好き」に
重点を置き、社会性とコミュニケーショ http://www.ohsawa-ayashigakuen.jp 989-3212
ン力を培います。

エーザイ㈱
エーザイジャパン東北エリア

http://www.eisai.co.jp/

社会福祉法人 大石ヶ原会

㈱オプトロム

http://www.optrom.co.jp/

齋藤コロタイプ印刷㈱ 愛子工場

その他製造業

宗教法人 西方寺

宗教団体等

定義如来の愛称で親しまれている

医療法人財団明理会 西仙台病院

特別養護老人ホーム 思行園

医療、福祉業

医療法人社団 平成会 平成眼科病院 医療、福祉業

社会福祉法人庄慶会
特別養護老人ホーム 洛風苑
新茶屋

その他

㈱定義館
(公財)仙台市公園緑地協会
葛岡事業所 葛岡斎場

その他

国立高等専門学校機構
仙台高等専門学校
(社福)千代福祉会 あおば園

(社福)千代福祉会 おおぞら学園

医療、福祉業

http://sendai-fukusi.org/

○

○

青葉区宮城地区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名
(社福)千代福祉会 清風園

業種

平成28年02月17日現在

ＰＲコメント

医療、福祉業

ＵＲＬ

http://sendai-fukusi.org/masumi.htm989-3212

(社福)千代福祉会 ますみ学園

大國神社

宗教団体等

郵便番号

大國神社は、境内地10万坪の神社で
す。主祭神大國主大神の御神徳は、
http://www.ohkunijinja.org/
福徳開運、商売繁昌、縁結びなど、あ
らゆる心願諸願成就をみちびき下さい

(独)中小企業基盤整備機構 東北
本部
その他
中小企業大学校仙台校

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

022-394-5205

022-394-5204

○

989-3212

仙台市青葉区芋沢字青野木５２０

022-394-5110

022-394-5114

○

989-3212

仙台市青葉区芋沢字末坂２７－１４

022-394-2720

022-394-4192

989-3126

仙台市青葉区落合四丁目２－５

022-392-8811

022-392-8812

医療、福祉業

http://www.sendan.or.jp

989-3201

仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目１４１－９

022-277-1122

022-719-0688

特別養護老人ホーム 自生苑

医療、福祉業

http://www.jisyoukai.net

989-3212

仙台市青葉区芋沢字青野木５８１－１

022-394-5545

022-394-4620

ニッカウヰスキー㈱ 仙台工場

食品製造業

http://www.nikka.com/

989-3433

仙台市青葉区ニッカ１

022-395-2111

022-395-2861

東日本国土観光㈱
ホテル気まぐれ仔ねこ

989-3212

仙台市青葉区芋沢字大竹新田６－２０

022-394-2807

022-394-2807

みちのくサービス㈱ 仙台葛岡事業所

989-3121

仙台市青葉区郷六字葛岡５７－１
仙台市環境局 仙台葛岡工場内

022-719-2771

022-719-2773

(学)双葉学園 ふたばバンビ幼稚園

989-3203

仙台市青葉区中山吉成二丁目２－２７

022-278-0004

022-278-0004

989-3121

仙台市青葉区郷六字舘１９

022-226-1122

022-226-2147

㈱あいあーる葬祭部 平安祭典

その他

ご葬儀という大切な瞬間をお手伝いさ
せて頂きます。弊社ホームページより http://saiten.heian-sendai.co.jp
各種ご相談を承っております。

作並温泉 ゆづくしSalon 一の坊

観光旅行業、宿泊業

ゆづくしSalon一の坊は．表示基準適
合マーク取得等 安全・安心を目指し http://www.ichinobo.com/sakunami 989-3431
ております

仙台市青葉区作並字長原３

022-395-2131

022-395-2435

㈱ホテル湯の原荘

観光旅行業、宿泊業

旬の食材を吟味した和食でご好評い
ただいております．

989-3431

仙台市青葉区作並字元木１

022-395-2241

022-395-2525

㈱宮城衛生環境公社

その他

989-3432

仙台市青葉区熊ヶ根字野川２６－６

022-393-2216

022-393-2218

みやぎ生活協同組合 愛子店

989-3122

仙台市青葉区栗生七丁目１－１

022-392-4701

022-392-6053

みやぎ生活協同組合 国見ヶ丘店

989-3201

仙台市青葉区国見ヶ丘一丁目２－２

022-277-5511

022-277-2506

仙台農業協同組合 宮城支店

989-3128

仙台市青葉区愛子中央一丁目３－２２

022-392-2101

022-392-2355

(医)ひろせ会 広瀬病院

989-3121

仙台市青葉区郷六字大森４－２

022-226-2661

022-226-2258

989-3212

仙台市青葉区芋沢字横前１－１

022-394-7711

022-394-7714

(社福)陽光福祉会 エコー療育園 医療、福祉業

エコー療育園では．ハンディキャップを
背負う利用者や家族と苦楽を共にし．
http://www.yokofuku.or.jp
医療・看護・リハビリ訓練や療育活動
に努めています。

救命優良事業所

仙台市青葉区芋沢字畑前北６２

社会福祉法人 東北福祉会
特別養護老人ホーム リベラ荘

http://www.yunohara.co.jp/

危険物保安部会
兼任

○

○

○

青葉区宮城地区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

業種

平成28年02月17日現在

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

㈱鷹泉閣 岩松旅館

989-3431

仙台市青葉区作並字元木１６

022-395-2211

022-395-2020

㈱吉岡屋

989-3122

仙台市青葉区栗生五丁目３－３

022-392-1611

022-392-1626

㈱慶尚 ｽﾛｯﾄｼﾞｬﾝｸﾞﾙJ1 仙台吉成店

989-3205

仙台市青葉区吉成二丁目２－２０

022-279-1877

022-279-9146

ナショナルエレベーター工業㈱

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原４７－１２

022-392-8080

022-392-8088

989-3204

仙台市青葉区南吉成六丁目１－１

022-277-7611

022-277-7631

㈱ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄ･ｺｽﾓｽ研究機構

989-3204

仙台市青葉区南吉成六丁目６－３

022-279-8811

022-279-8880

セイコーインスツル㈱ 仙台事業所

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原４５－１

022-391-9331

022-391-9330

989-3126

仙台市青葉区落合四丁目２－２２

022-392-1511

022-392-3311

㈱オフィスベンダー 南吉成店

アサヒサンクリーン㈱ 東北支店

物品販売業

医療、福祉業

http://www.office-vender.com

共に住み慣れた街で笑顔のたえない
介護を提供します。
http://www.asahi-sun-clean.co.jp
まずはお気軽にご相談ください。

医療法人社団 仙台腎泌尿器科 医療、福祉業

http://www.sendai-jin.jp

989-3204

仙台市青葉区南吉成三丁目１－３２

022-719-6622

022-719-6623

La楽リゾートHotel green green

http://plaza28.mbn.or.jp/~hotelgg/ 989-3431

仙台市青葉区作並字二ツ橋５－１２

022-395-2011

022-395-2972

デンコードーは、東北・北海道で家電
専門店ケーズデンキを展開している、 http://www.ksdenki.com/corp/denko989-3204
ケーズホールディングスの一員です。

仙台市青葉区南吉成七丁目１－１

022-382-8822

022-382-8271

ハードオフ・オフハウス 仙台西店

989-3204

仙台市青葉区南吉成七丁目２－２

022-303-1666

022-303-1668

社会福祉法人東北福祉会
せんだんの里

989-3201

仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９－１

022-303-7552

022-303-7572

ホテル ＨＡＮＡよりＫＩＳＳ

989-3128

仙台市青葉区愛子中央六丁目１２－１５

022-392-5925

022-392-5926

仙台コカ・コーラボトリング㈱
仙台西オペレーションセンター

989-3121

仙台市青葉区郷六字大霜５２－１

022-226-2213

022-226-2215

安心・安全を与え、地域から信頼され
http://www.ims.gr.jp/sendaiaoba-roy989-3206
る施設運営を目指します。

仙台市青葉区吉成台二丁目３－２０

022-303-3911

022-303-3912

989-3204

仙台市青葉区南吉成三丁目１－２１

022-303-3201

022-303-3202

989-3122

仙台市青葉区栗生七丁目１３－１

022-392-8933

022-392-8935

989-3213

仙台市青葉区大倉字下道１－２

022-393-2035

022-393-2272

㈱デンコードー

物品販売業

仙台青葉ロイヤルケアセンター

医療、福祉業

㈱ヨークベニマル 南吉成店

百貨店、マーケット業

㈱サンデー ジョイ 愛子店

㈲定義観光

物品販売業
食品製造業

http://www.sankaku-age.jp/

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

○

○

○

○

青葉区宮城地区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名
かたくりの宿

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

「美人づくりの湯」として有名な作並温
泉を、四季のうつろいを感じながらか http://katakurinoyado.com/
け流しにてご堪能頂けます。

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

989-3431

仙台市青葉区作並字元木２

022-395-2041

022-395-2941

㈱ヤマダ電機
テックランド仙台青葉店

989-3206

仙台市青葉区吉成台二丁目２－４０

022-303-3888

022-303-3901

２１SEIKI 仙台愛子店

989-3122

仙台市青葉区栗生七丁目３－１３

022-391-0727

022-391-0728

ホテル パティオ

989-3124

仙台市青葉区上愛子字上遠野原３０－１

022-391-9501

022-391-9502

和食処 割烹 茶々

989-3125

仙台市青葉区落合五丁目２６－２４

022-391-8355

022-391-8228

(社福)みずきの郷 ひかり苑

989-3124

仙台市青葉区上愛子字道上５９－４

022-391-1711

022-391-1712

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原４７－１３

022-392-6611

022-392-5050

㈲定義観光 丸かん商店

989-3213

仙台市青葉区大倉字上下８

022-393-2240

022-393-2180

錦エステート㈱

989-3123

仙台市青葉区錦ケ丘七丁目１－３

022-392-6311

022-392-6545

989-3212

仙台市青葉区芋沢字青野木２２３－３

022-394-1277

022-394-1266

989-3203

仙台市青葉区中山吉成二丁目３－１

022-719-5161

022-719-5166

㈱ソノベ 仙台工場

観光旅行業、宿泊業

平成28年02月17日現在

出版印刷、広告業

仙台環境開発（株）

公益財団法人 宮城県結核予防会 医療、福祉業

http://www.sonobe.co.jp

私たちは収集運搬・中間処理・最終処
分などの産業廃棄物処理に対するソ http://www.sendaikankyo.co.jp
リューションを提供します。
http:///www.jata-miyagi.org

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

