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愛知時計電機㈱ 仙台工場
工業品製造業 
その他製造業 
電気、ガス、水道業

https://www.aichitokei.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町六丁目１－１９ 022-258-1181 022-259-2510

(医)岩切病院 医療、福祉業 https://www.iwakiri-hp.jp/ 983-0821 仙台市宮城野区岩切字稲荷２１ 022-255-5555 022-255-5581

㈱ライフサポート・エガワ東北 運送、配達業 https://www.egw.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目３－１３ 022-258-6755 022-258-1122

ＪＦＥ物流㈱ 仙台物流センター 運送、配達業
ＪＦＥグループは、常に世界最高の技術をもっ
て社会に貢献します。

https://www.jfe-logistics.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目２４－７ 022-258-7581 022-258-7585

遠藤クリニック http://www.endoclinic.jp/ 983-0023 仙台市宮城野区福田町一丁目１－１８ 022-258-3600 022-258-3600

サンライズパッケージ㈱ その他製造業 http://www.sunrise-package.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目４－１４ 022-284-9521 022-235-5396

協和運輸倉庫㈱
運送、配達業 
その他

983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目６－１０ 022-237-7311 022-237-7341

キリンビール㈱ 仙台工場 食品製造業 https://www.kirin.co.jp 983-0001 仙台市宮城野区港二丁目２－１ 022-259-2321 022-258-6606 ○

近物レックス㈱ 東北支社 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目３－１ 022-232-1151 022-232-2180

(社福)宮城県障がい者福祉協会 
啓 生 園

医療、福祉業 983-0836 仙台市宮城野区幸町四丁目６－２ 022-385-7860 022-291-1783

(医)宏人会 医療、福祉業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡二丁目１－６ 022-297-6211 022-297-2414

㈱ 高　速 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目４－２０ 022-259-1611 022-258-7833

医療法人社団康陽会　 
介護老人保健施設ｺｼﾞｰｹｱﾎｰﾑ

983-0821 仙台市宮城野区岩切字稲荷１４ 022-255-2525 022-255-2528

独立行政法人国立病院機構 
仙台医療センター

医療、福祉業 https://nsmc.hosp.go.jp/ 983-8520 仙台市宮城野区宮城野二丁目11-12 022-293-1111 022-291-8114

㈱ 小 西 物品販売業 http://www.konishi-kenzai.co.jp/ 983-0836 仙台市宮城野区幸町三丁目１１－３ 022-293-3141 022-293-2737

㈱こばやし 食品製造業 http://www.kobayashibento.com 983-0803 仙台市宮城野区小田原三丁目２－３ 022-293-1661 022-293-1664

佐川急便㈱ 南東北支店 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目５－３ 022-259-1112 022-259-2336

㈱サトー商会 物品販売業 https://www.satoh-web.co.jp 983-8556 仙台市宮城野区扇町五丁目６－２２ 022-236-5600 022-235-2180
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㈱ 佐 彦 その他 https://www.sahiko.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目４－７ 022-232-1231 022-236-9686

児童養護施設　小百合園 医療、福祉業 http://www.sayurien.com 983-0837 仙台市宮城野区枡江１－２ 022-257-3898 022-354-1822

三洋工業㈱ 東北支店
物品販売業 
建築、機械設備業

http://www.sanyo-industries.co.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目９－１ 022-232-5311 022-239-7377

三陸運輸㈱ 仙台港事業所
運送、配達業 
その他

983-0001 仙台市宮城野区港四丁目９－６ 022-387-1720 022-387-1710

ＮＸ仙台塩竈港運㈱ 仙台塩釜港支店 その他 http://shiogama-koun.co.jp 985-8522 塩釜市貞山通一丁目６－３８ 022-364-5225 022-365-2080

㈱七十七銀行　卸町支店 金融、保険業 983-0043 仙台市宮城野区萩野町三丁目９－１ 022-232-3277 022-239-6229

ミライフ東日本㈱ 法人卸事業部 
仙台エリア

物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

エネルギーと住まいのサービスで、地域すべ
てのお客様の快適生活に貢献する会社です。

https://www.melife-east.co.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目７－３０ 022-235-1010 022-232-7855 ○

みやぎ生活協同組合 幸町店(セラビ) 百貨店、マーケット業 983-0835 仙台市宮城野区大梶７－１０ 022-257-0891 022-256-7260

日本私立学校振興・共済事業団 
宮城会館　仙台ガーデンパレス

観光旅行業、宿泊業
仙台駅東口より徒歩３分。仙台市地下鉄宮城
野通駅より徒歩１分の好立地、好アクセスの
ホテルです。

https://www.hotelgp-sendai.com 983-0852 仙台市宮城野区榴岡四丁目１－５ 022-299-6211 022-299-6248

日鉄物流㈱ 仙台物流センター 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目２－１ 022-259-0711 022-258-7740

宮城日野自動車㈱ その他 http://www.miyagi-hino.co.jp 983-8560 仙台市宮城野区扇町一丁目７－３６ 022-235-3121 022-235-3159 ○

ＪＲバス東北㈱ 仙台支店 鉄道、自動車運輸等交通機関業 983-0045 仙台市宮城野区宮城野二丁目２－３６ 022-256-4512 022-299-5183

(学)仙台育英学園 学校、教育、研究機関業 983-0045 仙台市宮城野区宮城野二丁目４－１ 022-256-4141 022-299-2408

いすゞ自動車東北㈱ 物品販売業 http://www.isuzu-tohoku.co.jp 983-0013 仙台市宮城野区中野四丁目１０－１４ 022-231-6111 022-786-8553 ○

仙台エルピーガス㈱ http://www.sendailpg.co.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町六丁目４－２０ 022-254-2210 022-254-2216 ○

仙台港サイロ㈱ 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目８－２ 022-258-9111 022-258-9113

コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱ 
リテールフード仙台支店

983-8567
仙台市宮城野区扇町一丁目１－３３ 
仙台物流センター内

0800-919-0509 022-206-6022 ○

(公財)仙台市医療センター 
仙台オープン病院

医療、福祉業 https://www.openhp.or.jp/top.php 983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷五丁目２２－１ 022-252-1111 022-252-0454 ○
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仙台市ガス局 電気、ガス、水道業 http://www.gas.city.sendai.jp/ 983-8513 仙台市宮城野区幸町五丁目１３－１ 022-256-2111 022-299-0937 ○

仙台農業協同組合
金融、保険業 
その他

https://www.jasendai.or.jp 983-0039 仙台市宮城野区新田東二丁目１５－２ 022-236-2411 022-236-4331

仙台農業協同組合　岩切支店 金融、保険業 983-0821 仙台市宮城野区岩切字今市５９－１ 022-255-8151 022-255-8549

仙台農業協同組合　高砂支店 金融、保険業 983-0005 仙台市宮城野区福室二丁目７－１３ 022-258-0431 022-259-5955

㈱仙台スイミングスクール https://www.sendai-swimming.com/ 983-0845 仙台市宮城野区清水沼一丁目１－３０ 022-291-5351 022-291-5352

仙台中央タクシー㈱ 鉄道、自動車運輸等交通機関業 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目５－２０ 022-232-5743 022-238-3444

仙台トヨペット㈱ 物品販売業 https://www.p-sendai.co.jp/ 983-0036 仙台市宮城野区苦竹二丁目８－１ 022-232-1111 022-236-2677 ○

㈱仙台トラックターミナル その他 983-0036 仙台市宮城野区苦竹四丁目３－１ 022-237-2201 022-236-8766

仙台農業協同組合　原町支店 金融、保険業 983-0842 仙台市宮城野区五輪一丁目６－４ 022-291-0211 022-297-2329

医療法人社団脳健会 
仙台東脳神経外科病院

983-0821 仙台市宮城野区岩切一丁目１２－１ 022-255-7117 022-255-7760

仙台臨海鉄道㈱ 鉄道、自動車運輸等交通機関業 http://www.s-rin.com 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１１－２ 022-258-5211 022-258-7366

創価学会　東北事務総局 宗教団体等 https://www.sokanet.jp/ 983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目２－１ 022-783-9401 022-783-9440

㈱ 千 坂　仙台センター 物品販売業 983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目７－１７ 022-284-9415 022-284-9419

シマダヤ東北㈱仙台工場 食品製造業 983-0005 仙台市宮城野区福室字境四番６５－１ 022-258-8222 022-259-3782

㈱帝産キャブ仙台 鉄道、自動車運輸等交通機関業 http://www.teisantaxi.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目９－１１ 022-231-5151 022-239-2555

㈱デンコードー 物品販売業 981-1222 名取市上余田字千刈田３０８ 022-382-8822 022-382-8271

ＪＦＥスチール㈱棒線事業部 
仙台製造所

工業品製造業 https://www.jfe-steel.co.jp 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目６－１ 022-258-5511 022-258-5540 ○

㈱志文　東部自動車学校 その他 https://www.tobu-ds.co.jp 983-0033 仙台市宮城野区福住町１６－４４ 022-259-0651 022-259-7572
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東邦運輸倉庫㈱ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目４－２１ 022-284-2141 022-239-3037 ○

ＥＮＥＯＳ㈱仙台製油所 その他製造業 985-0901 仙台市宮城野区港五丁目１－１ 022-369-5105 022-363-1107 ○

東北ゼネラル防災㈱ 建築、機械設備業 983-0821 仙台市宮城野区岩切字今市東301番地 022-255-1501 022-255-1505

大日本印刷㈱　仙台工場 その他製造業 https://www.dnp.co.jp/ 983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目５－１ 022-783-4701 022-783-4710 ○

ロジスネクスト東北㈱ その他 https://www.logisnext.jp/tohoku/ 983-0013 仙台市宮城野区中野二丁目２－１７ 022-259-6339 022-259-6358

東北電力㈱ 新仙台火力発電所 電気、ガス、水道業 https://www.tohoku-epco.co.jp 985-0901 仙台市宮城野区港五丁目２－１ 022-366-1331 022-366-1371 ○

ＵＤトラックス㈱ 仙台
物品販売業 
その他

https://www.udtrucks.com/japan/d
ealer/sendai

983-0034 仙台市宮城野区扇町一丁目８－４１ 022-232-3140 022-232-3148 ○

東北発電工業㈱ 新仙台支社 その他 985-0901 仙台市宮城野区港五丁目２－１ 022-367-1831 022-364-6223 ○

南東北福山通運㈱ 仙台中央支店 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目４－６ 022-259-2255 022-259-0895

一般財団法人東北精神保健会 
青葉病院

医療、福祉業
仙台市宮城野区にあります精神科専門病院
です。私たちは、心のふれあいを大切にした
医療を目指しています。

http://www.aobahp.or.jp/ 983-0836 仙台市宮城野区幸町三丁目１５－２０ 022-257-7586 022-257-7588

東洋製罐㈱ 仙台工場 その他製造業 983-8502 仙台市宮城野区港二丁目４－１ 022-259-2311 022-259-2710 ○

東横イン仙台　 
東口Ⅰ号館

観光旅行業、宿泊業
https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00011/

983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目４－３１ 022-256-1045 022-293-2045

トヨタカローラ宮城㈱ 物品販売業 https://www.corolla-m.co.jp/ 983-0036 仙台市宮城野区苦竹二丁目６－１０ 022-232-2111 022-232-2581 ○

トヨタモビリティパーツ㈱宮城支社 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目８－８ 022-284-7312 022-284-7328

中城建設㈱
建築、機械設備業 
不動産、不動産賃貸業

建築物を通して「あったらいいな」を社会に描
く、まちをワクワクさせる建設会社

http://www.nakashiro.co.jp 983-0836 仙台市宮城野区幸町二丁目２３－１ 022-297-1611 022-299-6761

社会医療法人 康陽会 中嶋病院 
介護老人保健施設けやき

医療、福祉業
康陽会グループは地域に根差し地域の皆様
が安心して暮らしていく為の医療・介護の提供
を行っております。

http://www.nakajima-hs.or.jp 983-0835 仙台市宮城野区大梶１５－２７ 022-291-5191 022-791-2160

㈱ニチレイ・ロジスティクス東北 
仙台物流センター

その他 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１－３ 022-259-4905 022-259-7543

㈱日産サティオ宮城 物品販売業 http://www.s-miyagi.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－６ 022-235-1111 022-235-1136
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日産部品宮城販売㈱ 物品販売業 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－２５ 022-236-1111 022-236-3478

日産プリンス宮城販売㈱ 物品販売業 983-0036 仙台市宮城野区苦竹二丁目２－１ 022-235-2120 022-232-5768

ＮＸ商事㈱ 仙台支店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

https://www.nittsushoji.co.jp 983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目１－１ 022-236-9111 022-236-9127

日鉄建材㈱ 仙台製造所 https://www.ns-kenzai.co.jp 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目３－１ 022-259-0811 022-259-0815 ○

日本ペイント㈱ その他製造業 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－８ 022-232-6711 022-232-6719 ○

ＳＢＳフレイトサービス㈱仙台支店 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目２－４１ 022-236-0911 022-236-6292

㈱農協印刷センター 出版印刷、広告業 http://www.japsendai.co.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目７－２０ 022-284-3071 022-284-8088

㈲早坂商会 983-0803 仙台市宮城野区小田原二丁目１－２２ 022-256-0284

㈱パルシティ その他 983-0852 仙台市宮城野区榴岡四丁目１－８ 022-295-6220 022-291-0314

(一財)光ヶ丘スペルマン病院 医療、福祉業 983-0833 仙台市宮城野区東仙台六丁目７－１ 022-257-0231 022-257-0201

㈱日立物流東日本　東北営業部
運送、配達業 
その他

983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目２－２８ 022-284-5431 022-236-8166

古川電気工業㈱ 工業品製造業
受配電設備の製造を中心に、人々の暮らしに
役立つインフラ設備を造っています。

https://furukawa-denki.com 983-0034 仙台市宮城野区扇町二丁目１－１０ 022-236-6031 022-236-7030

ホッコウ物流㈱ 仙台支店 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１５－６ 022-259-8011 022-387-1005

㈱松澤蒲鉾店　本社工場 食品製造業 983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目２－２６ 022-236-6433 022-236-6434

丸八倉庫㈱ 仙台営業所 その他 https://www.maru8.co.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目６－１８ 022-284-0061 022-231-2872

宮城県管工業協同組合 その他
水まわりでお困りの際は「まかせて安心・確か
な技術」の当組合加盟の組合員にお気軽にご
相談下さい！

https://www.miyakan.or.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目３－３３ 022-239-6711 022-239-6601

(一財)宮城県青年会館
観光旅行業、宿泊業 
学校、教育、研究機関業

https://seinenkaikan.or.jp 983-0836 仙台市宮城野区幸町四丁目５－１ 022-293-4631 022-293-4634

(社福)恩賜財団済生会支部 
宮城県済生会

医療、福祉業
済生会は、1911年の設立で日本最大の社福
法人として40都道府県で医療・保険・福祉活
動を行っています。

https://miyagi-saiseikai.com 983-0833 仙台市宮城野区東仙台六丁目１－１ 022-293-1281 022-293-5152

https://www.nittsushoji.co.jp/
https://www.ns-kenzai.co.jp/
http://www.japsendai.co.jp/
https://furukawa-denki.com/
https://www.maru8.co.jp/
https://www.miyakan.or.jp/
https://seinenkaikan.or.jp/
https://miyagi-saiseikai.com/
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宮城スバル自動車㈱ 物品販売業 https://www.miyagi-subaru.co.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町一丁目５－２６ 022-235-9113 022-235-9103

(学)宮城中央学園 
ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専門学校

学校、教育、研究機関業 983-0039 仙台市宮城野区新田東二丁目１１－４ 022-231-5678 022-232-3525

㈱宮城テレビ放送 http://www.mmt-tv.co.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町一丁目５－３３ 022-236-3411 022-236-3406 ○

宮城トヨタ自動車㈱ 物品販売業 https://www.miyagi-toyota.co.jp 983-8570 仙台市宮城野区日の出町二丁目３－７ 022-284-2111 022-236-1507

宮城日産自動車㈱ 983-0034 仙台市宮城野区扇町二丁目２－５ 022-236-2323 022-236-2354

宮城三菱自動車販売㈱ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町一丁目５－３６ 022-237-5111 022-237-5121

東北三八五流通㈱ 運送、配達業 http://www.miyago.co.jp 983-0004 仙台市宮城野区岡田西町１－１０ 022-288-8280 022-288-8383

ネクサスエナジー㈱　東北支店 ガソリン、灯油等販売業 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目１４－１８ 
定禅寺ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ5階

022-726-5190 022-726-5195 ○

㈱奥羽木工所　仙台港工場 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１０－１ 022-259-1981 022-259-0169

守屋木材㈱ 物品販売業
木を活かし、木と共に生きる専門集団として、
木に感謝し、植林活動等緑化環境保護に取り
組んでいます。

http://www.morimoku.co.jp 983-0841 仙台市宮城野区原町六丁目１－１６ 022-257-3108 022-295-4763

㈱安田岳時商店 983-0869
仙台市宮城野区鉄砲町西１－６ 
ｻﾝﾗｲｽﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 206

022-291-2255 022-291-7220

(一社)安田博愛会　安田病院 医療、福祉業 外科と精神科の病院です。 http://www.hospyd.com 983-0803 仙台市宮城野区小田原二丁目２－４０ 022-256-5166 022-293-2717

㈲山形興産 不動産、不動産賃貸業 983-0841 仙台市宮城野区原町二丁目１－５４ 022-257-2851 022-256-6742

㈱ユアテック http://www.yurtec.co.jp/ 983-8622 仙台市宮城野区榴岡四丁目１－１ 022-296-2111 022-296-2121 ○

児童養護施設　ラ・サールホーム 医療、福祉業 983-0833 仙台市宮城野区東仙台六丁目１２－２ 022-257-3801 022-257-3803

陸上自衛隊　仙台駐屯地 その他 983-8580 仙台市宮城野区南目館１－１ 022-231-1111 022-231-1128

SBS三愛ロジスティクス㈱ 
物流センター宮城

運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町三丁目６－７ 022-208-7851 022-783-5421

リリカラ㈱ 東北支店 物品販売業 983-0004 仙台市宮城野区岡田西町３－１０ 022-288-3185 022-288-3195

https://www.miyagi-subaru.co.jp/
http://www.mmt-tv.co.jp/
https://www.miyagi-toyota.co.jp/
http://www.miyago.co.jp/
http://www.morimoku.co.jp/
http://www.hospyd.com/
http://www.yurtec.co.jp/
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全農エネルギー㈱ 仙台石油基地 ガソリン、灯油等販売業 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１２－１ 022-258-1115 022-258-5125 ○

(一財)みやぎ産業交流センター その他 https://www.yumemesse.or.jp 983-0001 仙台市宮城野区港三丁目１－７ 022-254-7111 022-254-7110

㈱アイリスプラザ　ダイシン幸町店 983-0835 仙台市宮城野区大梶７－５ 022-292-1682 022-292-2618

社会福祉法人 杜の村 
特別養護老人ホームかむりの里
翔裕園

医療、福祉業
家族主義をモットーとし．ご利用者様と関わっ
ています。

983-0821 仙台市宮城野区岩切字東河原352-3 022-396-7522 022-396-8083

ニチレキ㈱ 東北支店 その他製造業 https://www.nichireki.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目１－２２ 022-388-8101 022-388-8177 ○

Ｊ＆Ｔ環境㈱ 仙台事業本部 その他製造業
地産地消の資源循環型社会を形成する。ミラ
クルリサイクル。

https://www.jt-kankyo.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目６-１ 022-258-5931 022-388-6578

東北ゴム㈱ 工業品製造業 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目１－１２ 022-387-1511 022-387-1518 ○

Ｒ４５・日の出自動車学校 学校、教育、研究機関業
地域の安全運転センターとして、安心と安全を
お届けします。全車種教習所、R45・日の出自
動車学校

https://www.r45-ds.com/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目１－１３ 022-283-9777 022-283-9779

㈱コロナワールド 
仙台コロナワールド

観光旅行業、宿泊業 
その他

ボウリング場やホテルなど全国で複合レ
ジャー施設を運営しています。

http://www.korona.co.jp 983-0005 仙台市宮城野区福室字田中前一番53-1 022-387-5576 022-387-5672 ○

仙台原ノ町ピボット 百貨店、マーケット業 983-0842 仙台市宮城野区五輪二丁目１２－５５ 022-292-3722 022-292-3986

ジェイ商事㈱ 仙台支店 その他 https://ju-group.jp 983-0039 仙台市宮城野区新田東四丁目３－１ 022-782-9920 022-782-9921

㈱ヨドバシカメラ 
マルチメディア仙台

物品販売業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡一丁目２-１３ 022-295-1010 022-295-6214

みやぎ生活協同組合　榴岡店 百貨店、マーケット業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡五丁目１０－１０ 022-292-4321 022-297-6551

イオン東北㈱ 
イオン仙台幸町店

百貨店、マーケット業 983-0836 仙台市宮城野区幸町五丁目１０－１ 022-292-1001 022-292-1003

㈱ごんきや　セレモニア高砂桜会館 その他
　おかげさまで創業200年これからも地域でい
ちばん「ありがとう」をいただける企業をめざし
ます

http://www.gonkiya.com/ 983-0005 仙台市宮城野区福室四丁目１８－２ 022-786-3666 022-786-4666

石油資源開発㈱長岡事業所 
仙台パイプライン管理事務所

その他 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１３－５ 022-254-3175 022-254-7786

㈱楽天野球団 983-0045 仙台市宮城野区宮城野二丁目１１－６ 050-5817-0900 022-298-2031

㈱ 和 光 その他 983-0852 仙台市宮城野区榴岡一丁目６－１０ 022-291-0203 022-291-1401

https://www.yumemesse.or.jp/
https://www.nichireki.co.jp/
https://www.jt-kankyo.co.jp/
https://www.r45-ds.com/
http://www.korona.co.jp/
https://ju-group.jp/
http://www.gonkiya.com/
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ネッツトヨタ仙台㈱
物品販売業 
金融、保険業

ヤリス、ＶＯＸＹ、ＡＱＵＡでおなじみのネッツトヨ
タ仙台です。お車のことはお気軽ご相談下さ
い。

https://www.netz-sendai.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目２－４３ 022-237-0010 022-238-1470

㈲共同防災設備
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

983-0821 仙台市宮城野区岩切字稲荷１０３－１ 022-396-0831 022-396-0833

東北学院中学校・高等学校 学校、教育、研究機関業 https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp 983-8565 仙台市宮城野区小鶴字高野１２３－１ 022-786-1231 022-786-1460

サンライズ仙台管理組合法人 その他 983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目２－５ 022-256-1734 022-256-1734

苫小牧埠頭㈱ 港運事業部仙台支店
運送、配達業 
その他

総合物流機能でモノと人の未来をつなぐ！ https://www.tomafu.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目１６－３ 022-387-2926 022-387-2941

東横イン仙台東口Ⅱ号館 観光旅行業、宿泊業
清潔・安心・値頃感・そして三方よしを大事にし
皆様に喜んでいただけるよう努めております。

https://www.toyoko-
inn.com/search/detail/00024/

983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目４－１９ 022-298-1045 022-298-1046

日本リーテック㈱ 仙台支店 建築、機械設備業 983-0828 仙台市宮城野区岩切分台一丁目８-６ 022-369-4560 022-369-4561

㈱仙台ピアノサービス 運送、配達業 http://www.sendai-piano.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目４－１ 022-231-0367 022-231-0368

(一財)みやぎ婦人会館 その他
文化教室などの生涯学習施設です。貸研修
室もありますので、研修や会議などに御利用
いただけます。

http://www.fujin-kaikan.or.jp 983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡５ 022-299-4530 022-299-4531

㈱清月記 その他 https://www.seigetsuki.co.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目５－４ 022-782-5777 022-782-5778

宮城県共同倉庫㈱ 不動産、不動産賃貸業 https://www.m-kyohdohsohko.com/ 983-0001 仙台市宮城野区港四丁目８－２ 022-258-9591 022-258-9592

新生テクノス㈱ 東北支社 983-0852
仙台市宮城野区榴岡五丁目８－１１ 
ナガイビル４階

022-292-1940 022-292-1941

㈱仙台紙工印刷 その他製造業
出版印刷、販促ツール、ホームページ、アプリ
ケーション制作等、多様なニーズに誠意を持っ
てお応えします。

http://www.sendai-shiko.jp 983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目１－１４ 022-231-2245 022-231-2247

㈱トスネット
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業 
その他

『セキュリティで始まる私たちの笑顔づくり』を
信念に、地域に密着した信頼される企業を目
指します。

https://www.tosnet.co.jp 983-0045 仙台市宮城野区宮城野一丁目１０－１ 022-299-5761 022-299-5874

西濃運輸㈱ 仙台支店 運送、配達業 983-0001 仙台市宮城野区港二丁目１－７ 022-786-0611 022-786-0711

トーヨーユニホーム㈱
作業服・各種制服・白衣・防塵服を各官公庁・
デパート・一般企業に販売しております。

http://uniform@to-yo-u.co.jp 983-0044 仙台市宮城野区宮千代三丁目２－１４ 022-231-2551 022-231-2554

仙台パワーステーション㈱ 電気、ガス、水道業 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目４－１ 022-388-8307 022-388-8308

仙台ＡＲＴクリニック 医療、福祉業 http://www.sendai-art-cl.jp/ 983-0864 仙台市宮城野区名掛丁２０６－１３ 022-791-8851 022-293-1547

https://www.netz-sendai.jp/
https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp/
https://www.tomafu.co.jp/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00024/
https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00024/
http://www.sendai-piano.jp/
http://www.fujin-kaikan.or.jp/
https://www.seigetsuki.co.jp/
https://www.m-kyohdohsohko.com/
http://www.sendai-shiko.jp/
https://www.tosnet.co.jp/
http://uniform@to-yo-u.co.jp
http://www.sendai-art-cl.jp/
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仙台キリンビバレッジサービス㈱ 物品販売業
https://www.kirinholdings.com/jp/pr
ofile/organization/kirinbeverage/gro
up/sendai/

983-0021 仙台市宮城野区田子３丁目18番6号 022-781-7030 022-781-7033

(公財)仙台市スポーツ振興事業団 
仙台市新田東総合運動場

学校、教育、研究機関業 
その他

新田東総合運動場は体育館・温水プール・市
民球場がある施設です。各種スポーツ教室も
開催しております。

https://www.spf-sendai.jp/genki/ 983-0039 仙台市宮城野区新田東4丁目1-1 022-231-1221 022-231-1230

松田産業㈱　仙台営業所 983-0025 仙台市宮城野区福田町南1-9-45 022-706-7177 022-254-7012

センコー㈱　東北主管支店 運送、配達業
ＩＴシステムと物流ノウハウをもとに質の高い
サービスを提供します。保管・輸送に関して是
非ご相談下さい！

983-0001
仙台市宮城野区港二丁目１番１１号 
仙台港ＰＤセンター内

022-387-2310 022-387-2315 ○

㈱佐々木印刷所 出版印刷、広告業 より良い印刷を迅速に 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目２番１６号 022-236-1281 022-236-1284

https://www.kirinholdings.com/jp/profile/organization/kirinbeverage/group/sendai/
https://www.kirinholdings.com/jp/profile/organization/kirinbeverage/group/sendai/
https://www.kirinholdings.com/jp/profile/organization/kirinbeverage/group/sendai/
https://www.spf-sendai.jp/genki/

