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㈱アイコー 
秋保リゾートホテルクレセント

観光旅行業、宿泊業 http://www.h-crescent.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字行澤１－２ 022-397-3111 022-397-2215

Karakami Hotels&Resorts㈱ 
秋保グランドホテル

観光旅行業、宿泊業
磊々峡を眼下に望む唯一の宿。四季折々の
自然がゆったりと楽しめるホテル。すぐそこに
ある贅沢。

https://www.akiugrand.com/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字枇杷原１２－２ 022-397-3126 022-397-3107 ○

㈱秋保国際ホテル　緑水亭 http://www.ryokusuitei.co.jp 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字上原２７ 022-397-3333 022-397-3331

秋保森林スポーツ公園 その他 http://h-crescent.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字青木３３－１ 022-398-2345 022-398-2025

アズテックミュージアム 
仙台産業展示館

981-1103 仙台市太白区中田町字杉ノ下１８ 022-241-7111 022-241-7115

阿部善産業㈱ その他製造業 982-0805 仙台市太白区鈎取本町一丁目１－６ 022-245-3942 022-245-3816

医療法人社団誠英会 
介護老人保健施設ソアーズ

医療、福祉業 981-1105 仙台市太白区西中田二丁目１１－１７ 022-242-1171 022-242-3003

井筒あかね㈱ 不動産業 981-1107 仙台市太白区東中田六丁目３－３３ 022-241-0520 022-241-4518

㈲いとう会館 982-0011 仙台市太白区長町七丁目６－１１ 022-247-4719 022-247-4791

稲荷タクシー㈲ 鉄道、自動車運輸等交通機関業 http://www.inaritaxi.co.jp/ 981-1104 仙台市太白区中田六丁目７－３５ 022-241-1127 022-241-1160

㈱オリエンタルホテル 観光旅行業、宿泊業 981-1103 仙台市太白区中田町字前沖３－２ 022-241-2171～2

河北建設㈱ 建築、機械設備業 すべての人が安心できる「もの」をつくる。 https://www.kahoku-kk.com 982-0031 仙台市太白区泉崎二丁目２３－４１ 022-245-5351 022-245-7072

学校法人　東北工業大学 学校、教育、研究機関業
創造から統合へ―仙台からの発信　　東北工
業大学

https://www.tohtech.ac.jp/ 982-8577 仙台市太白区八木山香澄町３５－１ 022-305-3363 022-305-3362 ○

北日本電線㈱ その他製造業
北日本電線㈱は、技術力・提案力・モノづくり
の力で全国の電力の安定供給に貢献していき
ます。

https://www.kitaniti-td.co.jp 982-8511 仙台市太白区鈎取字向原前６－２ 022-307-1800 022-307-1763 ○

一般財団法人　広南会　 
広南病院

医療、福祉業
人類愛を基にすべての患者さんに最良の医
療を提供します。

https://www.kohnan-sendai.or.jp/ 982-8523 仙台市太白区長町南四丁目２０－１ 022-248-2131 022-304-2045

㈱コクヨロジテム　 
仙台配送センター

運送、配達業 982-0251 仙台市太白区茂庭字人来田東１６ 022-245-6622 022-245-4797

(独)国立病院機構　仙台西多賀病院 医療、福祉業 982-8555 仙台市太白区鈎取本町二丁目１１－１１ 022-245-2111 022-243-2530

㈲佐藤屋旅館 観光旅行業、宿泊業
温泉街の中心にある小じんまりとした静かな
旅館です。豊富なお湯とお部屋食でゆっくりお
寛ぎいただけます。

https://www.satoya.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０８ 022-398-2711 022-398-2887

http://www.h-crescent.co.jp/
https://www.akiugrand.com/
http://www.ryokusuitei.co.jp/
http://h-crescent.co.jp/
http://www.inaritaxi.co.jp/
https://www.kahoku-kk.com/
https://www.tohtech.ac.jp/
https://www.kitaniti-td.co.jp/
https://www.kohnan-sendai.or.jp/
https://www.satoya.co.jp/


太白区の会員の皆様 (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

新栄商事㈱
物品販売業 
建築、機械設備業

982-0012 仙台市太白区長町南二丁目１０－２１ 022-249-1571 022-246-1298

㈱イトマンスイミングスクール 
イトマンスイミングスクール向山校

982-0841 仙台市太白区向山三丁目３－１ 022-267-1461 022-266-1760

仙台農業協同組合　生出支店 金融、保険業 https://www.jasendai.or.jp 982-0251 仙台市太白区茂庭字中ノ瀬西４５－１ 022-281-2050 022-281-2052

仙台農業協同組合　中田支店
金融、保険業 
その他

https://www.jasendai.or.jp 981-1104 仙台市太白区中田五丁目６－３ 022-241-1721 022-241-6958

仙台農業協同組合　西多賀支店 金融、保険業 982-0032 仙台市太白区富沢一丁目８－１８ 022-245-6311 022-243-3380

仙台自動車学校　 
（防火管理者様）

学校、教育、研究機関業 982-0014 仙台市太白区大野田三丁目１３－１２ 022-247-4121 022-247-4122

仙台赤十字病院 医療、福祉業 982-0801 仙台市太白区八木山本町二丁目４３－３ 022-243-1111 022-243-1101

仙台南税務署 その他 982-8551 仙台市太白区柳生二丁目２８－２ 022-306-8001 022-306-8016

仙台柳生クリニック 医療、福祉業 981-1106 仙台市太白区柳生七丁目１６－１ 022-241-6651 022-241-7275

宝保育園 医療、福祉業 981-1102 仙台市太白区袋原字内手７１ 022-242-3760 022-241-3017

㈱アイリスプラザ　ダイシン長町店 982-0023 仙台市太白区鹿野三丁目１５－３８ 022-246-1531 022-249-7280

㈱アイリスプラザ　ダイシン柳生店 981-1106 仙台市太白区柳生七丁目４－１ 022-242-5522 022-242-8998

株式会社トーキン 仙台事業所　　 その他製造業 https://www.tokin.com/ 982-8510 仙台市太白区郡山六丁目７－１ 022-308-0014 022-308-1158 ○

仙台城南高等学校 学校、教育、研究機関業 https://sendai-johnan.ed.jp/ 982-0836 仙台市太白区八木山松波町５－１ 022-305-2110 022-305-2114

東北歯科技工専門学校 学校、教育、研究機関業
手に職をつけ、安定・将来性があり“やりがい”
のもてる業務独占資格を得られる専門学校で
す。

https://www.toushigi.ac.jp/ 982-0841 仙台市太白区向山四丁目２７－８ 022-266-0237 022-266-0238

東北電力ネットワーク㈱ 
仙台電力センター 太白事務所

電気、ガス、水道業 982-0003 仙台市太白区郡山字穴田西２５ 022-248-1913 022-247-2561

東特エステートサービス㈱
不動産、不動産賃貸業 
その他

東北特殊鋼グループ会社として、地域とザ・
モール仙台長町をビルメン事業で全力バック
アップしております。

982-0011 仙台市太白区長町七丁目２０－１ 022-248-2719 022-246-9778 ○

東北放送㈱ 放送、報道業
はやく、ただしく、おもしろく。これからも宮城の
みなさまに価値ある情報やコンテンツを届けて
参ります。

http://www.tbc-sendai.co.jp/ 982-0831 仙台市太白区八木山香澄町２６－１ 022-229-1794 022-229-3431 ○
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特別養護老人ホーム　茂庭苑 医療、福祉業 https://www.moniwaen.com/ 982-0252 仙台市太白区茂庭台二丁目１５－２０ 022-281-1330 022-281-1357

中田幼稚園 学校、教育、研究機関業 981-1104 仙台市太白区中田一丁目８－１７ 022-241-0253 022-241-0253

㈱グリーンキャブ　仙台支社 鉄道、自動車運輸等交通機関業 981-1107 仙台市太白区東中田一丁目１－１１ 022-241-8101 022-241-4529

(学)沼田学園　しげる幼稚園 982-0003 仙台市太白区郡山四丁目１３－４ 022-246-1561 022-246-1618

(社福)共生福祉会　萩の郷福寿苑 医療、福祉業
https://kyoseifukushikai.wixsite.com
/fukujuen

982-0804 仙台市太白区鈎取御堂平３８ 022-244-0116 022-244-6746

(社福)仙台ビーナス会 医療、福祉業 http://sendai-venus.jp/ 981-1101 仙台市太白区四郎丸字大宮２６－３ 022-241-5990 022-241-5929

八本松マンション管理組合 その他 982-0001 仙台市太白区八本松一丁目１３－１１ 022-247-7228 022-247-7338

パチンコまるたま　山田店
不動産、不動産賃貸業 
その他

https://www.maru-tama.com 982-0818 仙台市太白区山田新町９２－１ 022-244-5071 022-244-6571

パチンコまるたま　中田バイパス店 981-1103 仙台市太白区中田町字杉ノ下２０ 022-241-5521 022-241-5523

㈲ふじや会館 観光旅行業、宿泊業
ご宿泊・会議会食・各種ご宴会多目的にご利
用いただけます。仙台駅、空港より電車で一
本。長町駅目前好立地

https://hotel-fujiya.net/form.html 982-0011 仙台市太白区長町五丁目３－２３ 022-247-8001 022-247-8003

㈱ホテル佐勘 観光旅行業、宿泊業 https://www.hotel-sakan.com/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師２８ 022-398-2231 022-398-2168 ○

㈱ホテル華乃湯 観光旅行業、宿泊業 http://www.hananoyu.com 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字除３３－１ 022-397-3142 022-397-3145 ○

㈱ホンダ四輪販売南・東北 
あすと長町店

百貨店、マーケット業 982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目２－３９ 022-247-6151 022-246-0856

水戸屋開発㈱ ホテルニュー水戸屋 観光旅行業、宿泊業
美しい自然が溢れる日本庭園を望みながら温
泉の旅をご堪能いただける日本旅館です。

https://www.mitoya-group.co.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字薬師１０２ 022-398-2304 022-398-2242 ○

南仙台第一交通㈱ 鉄道、自動車運輸等交通機関業 981-1105 仙台市太白区西中田一丁目３－１ 022-241-4142 022-241-4143

南仙台自動車学校 その他 https://www.m-sendai-ds.com/ 981-1104 仙台市太白区中田六丁目１－１ 022-241-3181 022-241-3182

独立行政法人地域医療機能推進
機構 
仙台南病院

医療、福祉業 https://sendaiminami.jcho.go.jp/ 981-1103 仙台市太白区中田町字前沖１４３ 022-306-1711 022-306-1712

(公財)宮城厚生協会　長町病院 医療、福祉業
患者の皆さまとともに平等・安全・信頼の医療
を目指します。

https://www.m-
kousei.com/nagamati/

982-0011 仙台市太白区長町三丁目７－２６ 022-746-5161 022-746-5142

https://www.moniwaen.com/
https://kyoseifukushikai.wixsite.com/fukujuen
https://kyoseifukushikai.wixsite.com/fukujuen
http://sendai-venus.jp/
https://www.maru-tama.com/
https://hotel-fujiya.net/form.html
https://www.hotel-sakan.com/
http://www.hananoyu.com/
https://www.mitoya-group.co.jp/
https://www.m-sendai-ds.com/
https://sendaiminami.jcho.go.jp/
https://www.m-kousei.com/nagamati/
https://www.m-kousei.com/nagamati/


太白区の会員の皆様 (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

宮城交通㈱ 仙台営業所 鉄道、自動車運輸等交通機関業 982-0214 仙台市太白区山田字山田山２４－２ 022-243-2131 022-243-2133 ○

宮城自動車学校 学校、教育、研究機関業
優しい、アットホーム一般社団法人の交通安
全協会が経営してます。４号バイパス千代大
橋東側の自動車学校

http://www.miyagi-ds.com/ 982-0006 仙台市太白区東郡山一丁目１０－１ 022-248-1104 022-248-1105

みやぎ生活協同組合　柳生店 百貨店、マーケット業 981-1106 仙台市太白区柳生五丁目１－１ 022-306-5802 022-306-5804

みやぎ生活協同組合　西多賀店 982-0034 仙台市太白区西多賀三丁目１－１ 022-245-3196 022-244-5270

宮城タクシー㈱
鉄道、自動車運輸等交通機関業 
運送、配達業

982-0033 仙台市太白区富沢西三丁目12-8 022-397-9851 022-397-9852

(医)翠十字　杜都千愛病院 医療、福祉業 http://www.midorijuji.or.jp/ 982-0251 仙台市太白区茂庭字人来田西８－１３ 022-281-0033 022-281-5888

和風レストランまるまつ　西多賀店 その他 982-0031 仙台市太白区泉崎二丁目２３－２８ 022-243-2266 022-244-9038

㈱ベルジョイス 
ビッグハウス大野田店

百貨店、マーケット業
ビッグハウス大野田店は"新鮮さ"と"安さ"そ
して"安全・安心"をﾓｯﾄｰにする食品ディスカウ
ントスーパーです。

http://www.arcs-
g.co.jp/group/beljois/

982-0014 仙台市太白区大野田三丁目１１－１４ 022-308-2387 022-308-2155

㈱ 西友 ザ・モール仙台長町 百貨店、マーケット業 982-0011 仙台市太白区長町七丁目２０－３ 022-304-1490 022-304-1548 ○

㈱ホテル　きよ水 観光旅行業、宿泊業 http://www.kiyo-mizu.jp/ 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字平倉１番地 022-397-2555 022-397-2515

仙台理容美容専門学校 学校、教育、研究機関業
理容師、美容師、ビューティビジネスのプロを
養成します。

https://www.senribi.com 982-0036 仙台市太白区富沢南二丁目１８－１ 022-304-2151 022-304-2153

㈱ウジエスーパー　袋原店 百貨店、マーケット業 981-1102 仙台市太白区袋原字台４６ 022-306-0777 022-306-0780

㈱ウジエスーパー　長町店
百貨店、マーケット業 
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

http://www.ujiesuper.com/ 982-0012 仙台市太白区長町南二丁目３－１ 022-304-2233 022-304-2235

Karakami Hotels&Resorts㈱ 
ホテル瑞鳳

観光旅行業、宿泊業 982-0241 仙台市太白区秋保町湯元字除２６－１ 022-304-9367 022-397-1367 ○

㈱松竹マルチプレックスシアターズ 
ＭＯＶＩＸ仙台

その他 982-0011
仙台市太白区長町七丁目２０－１５ 
ザ・モール仙台長町Part２

022-304-3703 022-304-3705

㈱たいはっくる その他 982-0011 仙台市太白区長町五丁目３－１ 022-304-2511 022-304-2513 ○

仙台農業協同組合　長町支店 金融、保険業 982-0011 仙台市太白区長町六丁目１－２ 022-246-0185 022-246-0187

聖和学園高等学校 
三神峯キャンパス

学校、教育、研究機関業 http://highschool.seiwa.ac.jp/ 982-0026 仙台市太白区土手内二丁目１－１ 022-304-2030 022-304-2160
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㈱ウジエスーパー　西多賀店 982-0804 仙台市太白区鈎取一丁目４－２５ 022-245-3911 022-245-0368

㈱ベストブライダル 
ｱｰﾄｸﾞﾚｲｽｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｫﾚｽﾄ

その他 982-0831 仙台市太白区八木山香澄町２４－１ 022-305-1788 022-305-1289

㈱ヨークべニマル 山田鈎取店 百貨店、マーケット業 982-0814 仙台市太白区山田字田中前１８６ 022-243-4941 022-243-4942

みやぎ生活協同組合　富沢店 百貨店、マーケット業 982-0036 仙台市太白区富沢南一丁目９－５ 022-248-5072 022-248-7435

ケーヨーデイツー 山田鈎取店 物品販売業 982-0814 仙台市太白区山田字田中前１８０ 022-307-3931 022-307-3932

ニラク　仙台南店 その他 982-0804 仙台市太白区鈎取字谷地田８３ 022-307-5610 022-307-5617

㈱オートランドリータカノ その他 https://www.takanogroup.co.jp 982-0251 仙台市太白区茂庭字人来田東１２－１ 022-307-1188 022-307-1185

㈱赤井沢 物品販売業 http://www.akaizawa.co.jp 982-0011 仙台市太白区長町五丁目３－３ 022-249-2121 022-249-2128

三井不動産商業マネジメント㈱ 
ﾗﾗｶﾞｰﾃﾞﾝ長町ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

https://mitsui-shopping-
park.com/lalag-nagamachi/

982-0011 仙台市太白区長町七丁目２０－５ 022-399-7701 022-308-8550

(学)袋原学園　袋原幼稚園 学校、教育、研究機関業 http://www.fukurobarayouchien.jp 981-1107 仙台市太白区東中田三丁目２５－６ 022-241-2258 022-241-2477

一般財団法人　東北電気保安協会 電気、ガス、水道業
私たちは、電気保安の確保とエネルギーの合
理的使用を通じて、地域社会の発展に貢献し
ます。

https://www.t-hoan.or.jp/ 982-0007 仙台市太白区あすと長町三丁目２－３６ 022-748-0235 022-748-1273

東洋安全防災㈱ 仙台営業所 物品販売業 http://www.toyoanzen.co.jp 981-1106 仙台市太白区柳生五丁目４－２ 022-242-3418 022-242-4029

社会福祉法人共生福祉会 
萩の郷第二福寿苑

医療、福祉業
https://kyoseifukushikai.wixsite.com
/dai2fukujuen

982-0804 仙台市太白区鈎取御堂平３８番地 022-244-0188 022-244-6959

東北ノーミ㈱ 982-0003 仙台市太白区郡山七丁目１１－１２ 022-246-4846 022-249-5636

マックスバリュ南東北㈱ 
ザ・ビッグ仙台郡山店

百貨店、マーケット業 982-0003 仙台市太白区郡山八丁目１４－３５ 022-748-0051 022-249-6963

イオンスーパーセンター　鈎取店
https://www.aeonsupercenter.co.jp/
store_s/miyagi/kagitori/

982-0805 仙台市太白区鈎取本町一丁目２１－１ 022-307-3633 022-307-3634

仙台市立病院 医療、福祉業 982-8502 仙台市太白区あすと長町一丁目１－１ 022-308-7111 022-308-7153

イオン東北㈱ 
イオン仙台富沢店

百貨店、マーケット業 982-0014 仙台市太白区大野田五丁目30-6 022-308-8370 022-308-8371

https://www.takanogroup.co.jp/
http://www.akaizawa.co.jp/
https://mitsui-shopping-park.com/lalag-nagamachi/
https://mitsui-shopping-park.com/lalag-nagamachi/
http://www.fukurobarayouchien.jp/
https://www.t-hoan.or.jp/
http://www.toyoanzen.co.jp/
https://kyoseifukushikai.wixsite.com/dai2fukujuen
https://kyoseifukushikai.wixsite.com/dai2fukujuen
https://www.aeonsupercenter.co.jp/store_s/miyagi/kagitori/
https://www.aeonsupercenter.co.jp/store_s/miyagi/kagitori/


太白区の会員の皆様 (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

㈱ヨークベニマル西の平店 982-0825 仙台市太白区西の平2-35-1 022-307-1031 022-307-1032

㈱ヨークベニマル茂庭店 百貨店、マーケット業 982-0251 仙台市太白区茂庭一丁目2 022-281-0049 022-281-0050

㈱スクリーン仙台
物品販売業 
その他製造業 
その他

交通安全、防犯、防災用品の製造及び販売を
しております。地元仙台の皆様に支えられ創
業49年になります。

http://www.screen-sendai.co.jp 982-0003 仙台市太白区郡山七丁目１番７７号 022-248-7690 022-249-2744

㈱東日本放送 放送、報道業 982-8505 仙台市太白区あすと長町1-3-15 022-304-4005 022-249-7147

㈱仙台８９ＥＲＳ その他 982-0007 仙台市太白区あすと長町一丁目4-30-Ｓ101 022-281-8562 022-281-8576

㈱フクダ・アンド・パートナーズ　仙台長町未来共創センター
不動産、不動産賃貸業 
その他

平常時と非常時の役割が変わる防災リバーシ
ブル・ビル『仙台長町未来共創センター』を
オープンしました。

http://www.fandp.co.jp/snfcc 982-0003 仙台市太白区郡山六丁目７－２１ 022-304-5350 022-304-5351

http://www.screen-sendai.co.jp/
http://www.fandp.co.jp/snfcc

