
若林区の会員の皆様 (危険物保安部会) 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

㈱アベキ　仙塩営業所 984-0002 仙台市若林区卸町東二丁目３－１８ 022-284-0444 022-235-5867

㈱卸町整備センター その他 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目５ 022-236-7929 022-236-7939

カメイ㈱ 
Dr.Driveセルフ仙台卸町東店

ガソリン、灯油等販売業 https://www.kamei.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目７－３４ 022-288-2050 022-288-3077

木 田 ㈱ 仙台支店 その他 984-0015 仙台市若林区卸町一丁目２－７ 022-284-4160 022-236-4634

協立塗料㈱ 仙台営業所 物品販売業
塗料で、環境や建物を守り、機能を付与し、色
彩で生活空間や景観に無限の楽しさや豊かさ
を提案いたします。

http://www.k-isaf.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東四丁目４－５ 022-288-9581 022-288-9582

ネクサスエナジー㈱　石垣町給油所 984-0065 仙台市若林区土樋２６６ 022-262-7078 022-262-0465

ネクサスエナジー㈱　遠見塚給油所 984-0823 仙台市若林区遠見塚三丁目８－９ 022-286-1328 022-286-7911

㈱気仙沼商会　仙台六郷店 984-0838 仙台市若林区上飯田字天神１０６ 022-289-5117 022-294-9013

㈱工技研究所　仙台支店 工業品製造業
燃料油他、溶剤や冷温水の計測制御機器や
付属部品の製造を行っています。

http://www.kohgiken.co.jp 984-0821 仙台市若林区中倉二丁目２２－１ 022-236-6451 022-236-6450

㈲東海林商店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

984-0816 仙台市若林区河原町一丁目２－２８ 022-222-9339 022-222-9344

㈱ジェイエイ仙台　六郷給油所 ガソリン、灯油等販売業 984-0835 仙台市若林区今泉一丁目２０－５４ 022-289-2759 022-289-3987

仙台和光純薬㈱ 物品販売業 984-0002 仙台市若林区卸町東二丁目２－３２ 022-239-2700 022-239-2705

㈱田中塗料店 984-0042 仙台市若林区大和町二丁目２１－２１ 022-236-3939 022-236-3989

ＤＩＣグラフィックス㈱ 東北支店 その他製造業 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町１－４５ 022-288-6022 022-287-2258

中央運輸㈱ 仙台出版物流センター 運送、配達業 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目５－１ 022-287-2277 022-287-3446

神東塗料㈱ 東北営業所 http://www.shintopaint.co.jp/ 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町３－１０ 022-285-7915 022-285-7813

㈱東北亜鉛電材製作所 工業品製造業 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町４－１８ 022-288-6127 022-288-6856

出光リテール販売㈱ 東北カンパ
ニー 
セルフパティオ小泉ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 984-0827 仙台市若林区南小泉四丁目１５－２８ 022-282-1685 022-282-6555
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コスモ石油販売㈱ 東北カンパニー 
卸町入口給油所

ガソリン、灯油等販売業 984-0015 仙台市若林区卸町一丁目１－７ 022-232-6677 022-232-6677

トキコシステムソリューションズ㈱東北支店 建築、機械設備業 984-0001 仙台市若林区鶴代町３－２２ 050-3537-0924 022-238-4206

常盤化工㈱ 出版印刷、広告業
軟包装グラビア印刷及び商品パッケージに関
する総合企画の会社です。

http://www.tokiwakako.jp 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町１－３４ 022-288-5211 022-288-5944

㈱バイタルネット　仙台中央支店 医療、福祉業 984-0002 仙台市若林区卸町東一丁目８－２０ 022-232-9700 022-238-6582

東日本油化工業㈱ その他
油設に関することなら お気軽にご相談くださ
い。

http://www.higashinihon-es.co.jp 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目３－１６ 022-762-6850 022-762-6851

富士鉱油㈱ 仙台支店 
セルフ白萩

ガソリン、灯油等販売業 984-0048 仙台市若林区白萩町３６－１１ 022-284-2311 022-284-2313

富士塗料興業㈱
物品販売業 
建築、機械設備業

http://fujitoryo.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町三丁目１－１７ 022-232-0221 022-232-0223

㈱ホームエネルギー東北
電気、ガス、水道業 
運送、配達業

984-0002 仙台市若林区卸町東四丁目２－８ 022-287-4521 022-287-4504

㈱ 保 坂　南小泉給油所 ガソリン、灯油等販売業 http://www.sendai-hosaka.co.jp 984-0821 仙台市若林区中倉一丁目２５－３３ 022-237-1543 022-231-6377

星自動車塗装工業㈱
運送、配達業 
その他

http://www.hoshi-j6.com/ 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町１４－３３ 022-288-6621 022-288-6269

公益社団法人 宮城県トラック協会 984-0015 仙台市若林区卸町五丁目８－３ 022-238-2721 022-238-4336

ネクサスエナジー㈱ 鉄工団地前給油所 ガソリン、灯油等販売業
http://www.nextoil.co.jp/gs/鉄工団
地前

984-0014 仙台市若林区六丁の目元町８－１２ 022-288-7778 022-288-7763

武蔵貨物自動車㈱ 仙台支店 運送、配達業 984-0031 仙台市若林区六丁の目字南９８－２ 022-288-5525 022-287-2531

ヤマリョー㈱ 仙台卸町給油所 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目６－４ 022-284-3736 022-284-3738

㈱横田塗装店 建築、機械設備業 https://yokotatosou.jp/ 984-0022 仙台市若林区五橋三丁目５－３９ 022-227-1065 022-267-6989

ワタヒョウ㈱ エネルギー事業部 
ロココ南小泉ＳＳ

ガソリン、灯油等販売業 984-0828 仙台市若林区一本杉町５－９ 022-286-1336 022-286-1890

リンク・テクノハシバ　　　　　　　　　　　
ガソリン、灯油等販売業 
その他

989-3201 仙台市青葉区国見ヶ丘四丁目３－１５ 090-7797-0701 022-278-6155

大成ロテック㈱ 仙台東アスコン その他製造業 https://www.taiseirotec.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目１－３６ 022-288-6996 022-288-6994
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宝フリート㈱ 仙台荒井給油所
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

http://www.ngt-mo.jp/takara.html 984-0016 仙台市若林区蒲町東19-10 022-390-4611 022-390-4677

仙台中央青果卸売協同組合 その他
仙台市中央卸売市場青果部仲卸会社を母体
とする組合です。市民の皆様に毎日安心安全
な野菜果物を届けます。

http://www.ssn.or.jp 984-0015 仙台市若林区卸町四丁目３－１ 022-232-8086 022-232-8019

日米礦油㈱ 北日本支店 物品販売業
油／液体・流出漏えい対応致します。対応品
を常備しておりますので、ホームぺージをご覧
ください。

https://www.nichibeikoyu.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東３－４－８ 022-287-5520 022-287-5526

南東北福山通運㈱ 仙台支店 運送、配達業 983-0034 仙台市宮城野区扇町七丁目4-6 022-259-2926 022-259-3033

㈱トミナガ　東北営業所 その他 984-0032 仙台市若林区荒井五丁目8-20-101 022-287-9311 022-287-9312

出光リテール販売㈱ 東北カンパ
ニー 
仙台卸町配送センター

ガソリン、灯油等販売業 984-0002 仙台市若林区卸町東二丁目7-15 022-290-9140 022-290-9141

マルネン㈱　セルフ仙台中倉SS 984-0821 仙台市若林区中倉三丁目17-41 022-788-1240 022-788-1241

エア・ウォーター東日本㈱ 
東北支社

984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目1-3 022-236-4043 022-236-3031
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