
若林区の会員の皆様 (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

㈱相澤製作所
工業品製造業 
建築、機械設備業

経験と知識による技術で、あらゆる金属製品
加工に対応します。お客様のニーズにお応え
します。

http://www.aizawa-ss.co.jp 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町７－１ 022-288-6111 022-288-6167

㈱東北マツダ　六丁目店 物品販売業 984-0004 仙台市若林区六丁の目東町７－２１ 022-287-3151 022-287-2648

㈱一条工務店宮城
建築、機械設備業 
不動産業

https://ichijo-miyagi.co.jp 984-0801 仙台市若林区畳屋丁２５－１ 022-211-1611 022-211-4437

栄福興産㈱ 984-0042 仙台市若林区大和町四丁目２３－３３ 022-239-5071 022-235-2821

㈱ 鐘 崎 食品製造業
企業理念は「おいしさ、楽しく」。笹かまぼこを
はじめとした水産練製品の製造・販売を行って
おります。

https://www.kanezaki.co.jp 984-0001 仙台市若林区鶴代町６－６５ 022-231-5141 022-231-2897

㈱ 菊 重 物品販売業 http://www.kikujyu.co.jp 984-0015 仙台市若林区卸町三丁目６－７ 022-284-2061 022-284-7780

弘進ゴム㈱ その他製造業 https://www.kohshin-grp.co.jp/ 984-0816 仙台市若林区河原町二丁目１－１１ 022-214-3011 022-214-6831

㈱齋喜ビル 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町１３－３５ 022-288-2280 022-288-2136

サカタインクス㈱ 東北支店 その他製造業 http://www.inx.co.jp 984-0002 仙台市若林区卸町東二丁目３－２４ 022-284-9533 022-232-9139

㈱櫻井防災
物品販売業 
建築、機械設備業 
その他

「守るために挑戦し続ける」私たちは、事業を
通じて様々な事を守りたい、そう考えていま
す。

http://www.qreos.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町一丁目６－６ 022-231-8533 022-231-8534

笹氣出版印刷㈱ 出版印刷、広告業 https://www.sasappa.co.jp 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町８－４５ 022-288-5555 022-288-5551

澤田商事㈱
運送、配達業 
その他

仙台・宮城の物流や輸出入は私たちにお任せ
ください。倉庫業・貸切自動車運送業・３ＰＬ・
輸出入代行

984-0015 仙台市若林区卸町五丁目５番地の１ 022-235-9411 022-235-9415

㈱七十七銀行　河原町支店　 金融、保険業 984-0816 仙台市若林区河原町一丁目４－３ 022-223-7105 022-267-4723

ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 
東北統轄営業部

物品販売業 984-0002 仙台市若林区卸町東三丁目１－２７ 022-288-9121 022-288-9156

特定医療法人 白嶺会 
仙台整形外科病院

医療、福祉業
豊富な実績をもつ専門医・指導医が、骨・関
節・筋・神経系などでお悩みの方をサポートし
ます。

https://www.sendaiseikei.or.jp 984-0038 仙台市若林区伊在三丁目5-3 022-288-8900 022-288-8994

(学)新英学園 
仙台歯科技工士専門学校

学校、教育、研究機関業
少人数制を活かし、社会に貢献できる知識や
技術と患者さんへの思いやりを持った歯科技
工士を育成します。

http://www.sengi.ac.jp 984-0051 仙台市若林区新寺三丁目１３－６ 022-293-1822 022-293-1807

十全会ビル 不動産業 984-0816 仙台市若林区河原町一丁目４－２０ 022-223-7883 022-223-7883

菅原産業㈱ 工業品製造業 http://www.sugawara-sangyo.co.jp 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町９－３５ 022-287-3181 022-287-2873
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若林区の会員の皆様 (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

学校法人聖ウルスラ学院 学校、教育、研究機関業 https://www.st-ursula.ac.jp/ 984-0828 仙台市若林区一本杉町１－２ 022-286-3557 022-286-3557

学校法人 聖和学園高等学校 学校、教育、研究機関業 http://highschool.seiwa.ac.jp 984-0047 仙台市若林区木ノ下三丁目４－１ 022-257-7777 022-257-1484

㈱廣済堂ＨＲソリューションズ　 
仙台営業所

出版印刷、広告業 
その他

https://hrs-kosaido.co.jp 984-8518 仙台市若林区舟丁１８－２ 022-225-8010 022-225-8110

仙台印刷工業団地協同組合 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町１－４３ 022-288-5171 022-288-5173

仙台運送㈱　あけぼの倉庫 運送、配達業 http://www.sendaiunsou.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目４ 022-283-2334 022-283-1875

(協)仙台卸商センター
ガソリン、灯油等販売業 
その他

http://www.oc-sendai.ne.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町二丁目１５－２ 022-235-2161 022-284-0864

仙台農業協同組合　生産資材課 984-0002 仙台市若林区卸町東一丁目９－１８ 022-284-7282 022-231-5024

㈱仙台水産 その他 http://www.sendaisuisan.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目３－１ 022-232-8281 022-232-8259

㈱ソレイユ 984-0838 仙台市若林区上飯田二丁目２－１３ 022-286-2051 022-286-2070

㈱仙台タクシー 鉄道、自動車運輸等交通機関業 https://www.sendai-taxi.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目２－３８ 022-288-6281 022-288-5915

仙台団地倉庫協同組合
運送、配達業 
その他

http://www.danchisoko.or.jp/index.h
tml

984-0015 仙台市若林区卸町五丁目５－１ 022-235-5097 022-235-5057

仙台東部工場団地協同組合
金融、保険業 
不動産、不動産賃貸業

http://www.chuokai-
miyagi.or.jp/~toubu-danchi/

984-0001 仙台市若林区鶴代町６－３ 022-236-6610 022-239-3995

仙台トラック事業協同組合
運送、配達業 
その他

https://www.sentora.net/ 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目２ 022-284-1718 022-239-5641 ○

仙台味噌醤油㈱ 984-0825 仙台市若林区古城一丁目５－１ 022-286-3151 022-286-3163

仙都魚類㈱ その他 https://www.sento-gyorui.com/ 984-8522 仙台市若林区卸町四丁目３－１ 022-237-8300 022-237-1377

太平電気㈱ 宮城支社 電気、ガス、水道業 http://www.taiheidenki.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東一丁目４－２３ 022-290-6512 022-239-1153

(資)丹野醸造 食品製造業 984-0048 仙台市若林区白萩町１６－７ 022-231-5532 022-231-5533

第一貨物㈱ 仙台東支店 http://www.daiichi-kamotsu.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町二丁目２－６ 022-236-2111 022-236-2134
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若林区の会員の皆様 (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

㈲伊藤パンション
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
不動産、不動産賃貸業

984-0072 仙台市若林区東八番丁１７４ 022-227-8464 022-227-5250

大和実業㈱
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

984-0816 仙台市若林区河原町一丁目３－２２ 022-225-2360 022-225-2470

㈱千葉建設
建築、機械設備業 
不動産、不動産賃貸業

984-0824 仙台市若林区遠見塚東１４－２４ 022-286-9241 022-286-9244

東北紙工㈱
その他製造業 
出版印刷、広告業

https://www.tohokushiko.jp 984-0821 仙台市若林区中倉一丁目１３－１ 022-231-2141 022-231-2234

㈱ＴＴＫ その他 https://www.ttk-g.co.jp/ 984-8558 仙台市若林区新寺一丁目２－２３ 022-297-5031 022-297-5036

東北電力ネットワーク㈱ 
仙台南電力センター

電気、ガス、水道業 https://nw.tohoku-epco.co.jp/ 984-0831 仙台市若林区沖野二丁目５－１０ 022-282-8146 022-282-8133

常盤洋紙㈱ 物品販売業 984-0015 仙台市若林区卸町二丁目１４－６ 022-232-5111 022-283-0987

社会医療法人 杏仁会 河原町病院 医療、福祉業 http://kawaramachi-hospital.jp 984-0827 仙台市若林区南小泉字八軒小路４ 022-222-8657 022-222-8178

㈱成田鋼業 http://www.narita-kogyo.co.jp/ 984-0821 仙台市若林区中倉二丁目２４－５ 022-235-5555 022-235-5560

日本通運㈱ 仙台支店 運送、配達業 https://www.nittsu.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東2丁目9-10 022-290-0747 022-782-8406

ＮＴＴ東日本㈱ 宮城事業部 
（不動産利活用課）

http://www.ntt-east.co.jp/miyagi/ 984-8519 仙台市若林区五橋三丁目２－１ 022-269-3015 022-262-0068

服部コーヒーフーズ㈱製造部
食品製造業 
その他

https://www.hattori-cf.co.jp/ 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町２－５ 022-285-6134 022-285-7304

ハリウコミュニケーションズ㈱
その他製造業 
出版印刷、広告業 
学校、教育、研究機関業

https://www.zundanet.co.jp/ 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町２－１２ 022-288-5011 022-288-7600

福興電気㈱ 電気、ガス、水道業 https://www.fukkou.co.jp/ 984-0074 仙台市若林区東七番丁１５ 022-222-5213 022-225-1260

㈱福田商会
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

https://shokai.fukuda-bussan.com 984-0051 仙台市若林区新寺一丁目４－５ 022-256-0186 022-256-0191

㈱ ベ ル コ
https://www.bellclassic.co.jp/touho
ku/sendai/

984-0824 仙台市若林区遠見塚東２－１ 022-285-1200 022-286-7231

㈲山忠観光 HOTEL Le’PALIO 観光旅行業、宿泊業 984-0824 仙台市若林区遠見塚東２－２０ 022-286-5076 022-781-0651

㈱ホンダ四輪販売南・東北遠見塚店　 物品販売業
https://www.hondacars-
miyagichuo.co.jp/

984-0825 仙台市若林区古城三丁目１０－２０ 022-285-6161 022-285-8185
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若林区の会員の皆様 (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

㈱マルタマ
不動産業 
その他

https://www.maru-tama.com/ 984-0075 仙台市若林区清水小路８ 022-227-1341 022-262-7325

丸中倉庫運輸㈱
運送、配達業 
その他

984-0042 仙台市若林区大和町四丁目１０－１ 022-237-7421 022-237-7423

ミカド電装商事㈱ 建築、機械設備業 984-0051 仙台市若林区新寺三丁目４－３０ 022-256-8191 022-291-5403

㈱ 瑞 穂
医療、福祉業 
不動産、不動産賃貸業

若林区大和町5丁目にある、あから保育園で
す。未来を担うひとりひとりの子ども達と毎日
楽しく過ごしています。

http://akara-hoikuen.com/ 984-0042 仙台市若林区大和町五丁目６－３３ 022-239-4833 022-231-8180

㈱南仙台振興ビル 984-0816 仙台市若林区河原町一丁目２－５１ 022-222-1757 022-227-7358 ○

宮城刑務所 その他 984-0825 仙台市若林区古城二丁目３－１ 022-286-3111 022-286-3111

宮城県仙台第一高等学校 学校、教育、研究機関業 https://sendai1.myswan.ed.jp/ 984-8561 仙台市若林区元茶畑４ 022-257-4501 022-257-4503

みやぎ生活協同組合　南小泉店 984-0821 仙台市若林区中倉二丁目３－１２ 022-235-4755 022-283-0615

みやぎ生活協同組合　荒井店 百貨店、マーケット業 984-0017 仙台市若林区なないろの里3-3-3 022-352-3135 022-352-3140

みやぎ生活協同組合　沖野店 百貨店、マーケット業 984-0831 仙台市若林区沖野三丁目１３－１５ 022-285-7573 022-285-7582

矢崎エナジーシステム㈱ 仙台支店 その他 https://yazaki-group.com/ 984-0042 仙台市若林区大和町四丁目１７－１ 022-284-9111 022-236-7640

㈱ヨークベニマル　 
ヨークマルシェ大和町店

百貨店、マーケット業 984-0042 仙台市若林区大和町四丁目６－１ 022-238-4555 022-238-4557

陸上自衛隊　霞目駐屯地　　　 その他 984-0035 仙台市若林区霞目一丁目１－１ 022-286-3101 022-286-3101

㈱若生電機製作所 建築、機械設備業 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町１２－６ 022-288-6265 022-288-7300

㈱伊達の牛たん本舗 食品製造業 984-0003 仙台市若林区六丁の目北町２－４０ 022-288-3011 022-288-6692

㈱ ヒ ロ セ
物品販売業 
その他

984-0015 仙台市若林区卸町一丁目３－７ 022-235-2231 022-232-1696

ミズノ㈱ 東北支社
物品販売業 
その他製造業 
その他

http://www.mizuno.co.jp 984-0015 仙台市若林区卸町五丁目１－２ 022-235-7178 022-238-6102

新日本紙工㈱ 出版印刷、広告業 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町６－１３ 022-288-5381 022-288-8995

https://www.maru-tama.com/
http://akara-hoikuen.com/
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https://yazaki-group.com/
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若林区の会員の皆様 (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

宮城菅公学生服㈱ 物品販売業 https://kanko-gakuseifuku.co.jp 984-0015 仙台市若林区卸町二丁目７－１４ 022-232-5226 022-232-5227

株式会社　マザーグース 学校、教育、研究機関業 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町１－３８ 022-288-6008 022-288-6003

(社福)杜の里福祉会 
特別養護老人ホーム成仁杜の里
仙台

医療、福祉業
私達は、入居者様の「笑顔」「その人らしさ」
「暮らし」そして、心のつながりを大切にしてま
いります。

https://morinosato.biz/ 984-0030 仙台市若林区荒井東二丁目12番1号 022-289-7111 022-289-9333

(社福)敬長福祉会 
特別養護老人ﾎｰﾑ　チアフル遠見
塚

医療、福祉業 984-0823 仙台市若林区遠見塚一丁目１４－３０ 022-286-2591 022-286-2859

㈱ ア オ キ 物品販売業 984-0003 仙台市若林区六丁の目北町１６－１５ 022-287-3535 022-287-3737

ＡＮＡホリデイ・イン仙台 観光旅行業、宿泊業
仙台駅東口より徒歩6分。20平米以上の広々
とした客室で、寛ぎのホテルステイをお約束い
たします。

https://www.anaholidayinn-sendai.jp 984-0051 仙台市若林区新寺一丁目４－１ 022-256-5111 022-256-5211

ニシウミ電機商事㈱ 工業品製造業 http://www.nishiumi-electric.co.jp 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町４－８ 022-288-8131 022-288-8222

㈱ヨコハマタイヤジャパン その他
https://www.y-
yokohama.com/group/ytj/

984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目１－６－２階 022-390-0130 022-390-0133

一般社団法人　仙台市医師会 医療、福祉業 984-0806 仙台市若林区舟丁６４－１２ 022-227-1531 022-267-5193

㈱大久商店 物品販売業 984-0826 仙台市若林区若林一丁目２－４１ 022-286-0761 022-286-1817

老人保健施設　はくれい 医療、福祉業 984-0835 仙台市若林区今泉字鹿子穴６２ 022-289-6363 022-289-6288

㈱ヨークベニマル　遠見塚店 百貨店、マーケット業 984-0823 仙台市若林区遠見塚二丁目３－１ 022-781-1690 022-781-1691

㈱東北建物メンテナンスサービス
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業 
学校、教育、研究機関業

984-0826 仙台市若林区若林一丁目８－２４－２０２　 090-2951-0260 022-242-6930

㈱ほまれや
物品販売業 
その他製造業

旗やのぼり、幕など繊維製品のオリジナルの
オーダー製作を承ります。

https://www.homareya.co.jp/ 984-0817 仙台市若林区堰場１２－５ 022-221-6411 022-221-6414

㈱ケアミックス･ジャパン 六郷の杜 984-0832 仙台市若林区下飯田遠谷地１７１ 022-289-8828 022-289-1036

㈲遠藤印刷所 984-0046 仙台市若林区二軒茶屋１５－３１ 022-291-4000 022-291-8488

㈱東北オフィスマシン 984-0816 仙台市若林区河原町二丁目１０－２３ 022-227-1091 022-266-7650

新生印刷㈱ 984-0038 仙台市若林区伊在字東通１０－１－１０４ 022-762-6244 022-762-6245

https://kanko-gakuseifuku.co.jp/
https://morinosato.biz/
https://www.anaholidayinn-sendai.jp/
http://www.nishiumi-electric.co.jp/
https://www.y-yokohama.com/group/ytj/
https://www.y-yokohama.com/group/ytj/
https://www.homareya.co.jp/


若林区の会員の皆様 (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

㈱ケアミックス・ジャパン 
らぽーるはるかぜ

医療、福祉業 https://caremixjapan.co.jp/ 984-0032 仙台市若林区荒井七丁目3-1 022-390-0223 022-390-0242

東北浅野防災設備㈱ 建築、機械設備業 http://www.asanobousai.jp/ 984-0013 仙台市若林区六丁の目南町1番10号 022-352-3799 022-352-3798

中央理化工業㈱ 
仙台営業所

建築、機械設備業 
その他

https://www.chirika.co.jp 984-0039 仙台市若林区荒井南14番地の1 022-762-8817 022-762-8818

アパヴィラホテル〈仙台駅五橋〉 観光旅行業、宿泊業
https://www.apahotel.com/hotel/to
uhoku/sendaieki-itsutsubashi/

984-0022 仙台市若林区五橋３丁目１－１ 022-266-3111 022-266-3112

宮城第一信用金庫 金融、保険業 https://www.miyashinbank.co.jp/ 984-0075
仙台市若林区清水小路6-1 
東日本不動産仙台ファーストビル

022-221-2175 022-266-6302

イオン東北㈱ 
イオンスタイル仙台卸町店

百貨店、マーケット業 984-0015 仙台市若林区卸町1丁目1番1号 022-782-6030 022-782-6031

産電工業㈱
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

https://www.sandenkogyo.co.jp/ 984-0030 仙台市若林区荒井東二丁目13-1 022-352-3095 022-288-8820

仙台reborn株式会社　ｱｸｱｲｸﾞﾆｽ仙台
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業

「治する」「食する」「育む」をコンセプトに心と体
を再生する複合商業施設　アクアイグニス仙
台

http://aguaignis-sendai.jp/ 984-0843 仙台市若林区藤塚字松の西33-3 022-355-2181 022-355-6044

https://caremixjapan.co.jp/
http://www.asanobousai.jp/
https://www.chirika.co.jp/
https://www.apahotel.com/hotel/touhoku/sendaieki-itsutsubashi/
https://www.apahotel.com/hotel/touhoku/sendaieki-itsutsubashi/
https://www.miyashinbank.co.jp/
https://www.sandenkogyo.co.jp/
http://aguaignis-sendai.jp/

