泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

平成28年02月17日現在

業種

特別養護老人ホーム 愛泉荘

医療、福祉業

㈱阿部蒲鉾店 泉工場

食品製造業

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

981-3131

仙台市泉区七北田字道２４－２

022-372-8078

022-372-1433

981-3206

仙台市泉区明通四丁目１０

022-378-4801

022-378-4815

981-3117

仙台市泉区市名坂字御釜田１２１－１

022-372-1311

022-373-0824

http://www.springvalley.co.jp/

981-3225

仙台市泉区福岡字岳山１４－２

022-379-3755

022-379-4423

http://www.izumikokusai.com/

981-3221

仙台市泉区根白石字花輪山５－２

022-379-3333

022-379-3397

学校法人庄司学園 泉第二幼稚園 学校、教育、研究機関業

http://www.shojigakuen.ac.jp

981-3132

仙台市泉区将監十三丁目１－１

022-372-6900

022-372-6900

㈱メックアーバンリゾート東北

その他

http://www.murt.co.jp/

981-3206

仙台市泉区明通一丁目１－１

022-377-3136

022-377-3139

㈱泉パークタウンサービス

建築、機械設備業
不動産業
観光旅行業、宿泊業

981-3203

仙台市泉区高森七丁目２番
ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｶﾞｰﾃﾞﾝｷｬﾗｳｪｲ１階

022-378-0022

022-378-9428

○

㈱イトーヨーカ堂 仙台泉店

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目５－１

022-374-8811

022-373-9998

○

㈲北泉商事
リバーサイドヒル及川

981-3135

仙台市泉区八乙女中央三丁目２－３０

022-373-5768

022-372-3857

http://www.ooi.co.jp/

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１２－２

022-377-1331

022-378-5706

http://www.ohu.co.jp/

981-3135

仙台市泉区八乙女中央三丁目５－１

022-372-3277

022-372-2409

㈲おの文具

981-3131

仙台市泉区七北田字町３１

022-372-2221

022-373-4533

㈱ジェミニオート勝美
自動車整備工場

981-3121

仙台市泉区上谷刈字古堤７－２

022-378-5858

022-373-9923

㈲桂旅館

981-3117

仙台市泉区市名坂字石止７８

022-372-4216

022-375-0029

http://www.keycoffee.co.jp/

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１７

022-378-2131

022-378-2135

http://www.kyoeidenshi.co.jp/

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１１－２

022-378-5211

022-378-6858

㈱共栄防災

981-8001

仙台市泉区南光台東一丁目２０－３

022-252-2851

022-251-8403

障害者支援施設 幸泉学園

981-3131

仙台市泉区七北田字道２７

022-375-2675

022-375-2676

おかげさまで阿部蒲鉾店は、創業80
年を迎えました。味もパッケージもより http://www.abekama.co.jp
上質に新しくリニューアル

㈱東北マツダ 泉店

大生総業㈱ 泉高原事業所

㈱泉国際ゴルフ場

その他

三菱地所グループの総合力とノウハ
ウを活かし、上質なサービスと新たな http://www.izumi-pts.co.jp
価値を提供していきます。

大井電気㈱ 仙台研究開発センター

奥羽自動車学校

学校、教育、研究機関業

キーコーヒー㈱ 東北工場

食品製造業

共栄電資㈱ 東北事業部

その他製造業

お客様に安心してご使用いただける
製品を提供します。

○

○

○

○

○

○

○

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名
㈱小林食品

平成28年02月17日現在

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

食品製造業

その他

産電工業㈱

建築、機械設備業
電気、ガス、水道業

企業を通じて社会に貢献するそれが
私たちの願いです。

ＦＡＸ

022-378-7700

022-378-7060

981-3111

仙台市泉区松森字中道４３－２

022-373-1110

022-373-1591

http://www.gonkiya.com

981-8002

仙台市泉区南光台南一丁目３－１

022-251-5888

022-253-4777

http://www.sandenkogyo.co.jp

981-3135

仙台市泉区八乙女中央一丁目６－７

022-371-1701

022-373-2417

981-3117

仙台市泉区市名坂字町６８－２

022-372-2311

022-373-8246

981-3216

仙台市泉区小角字大満寺２２－４

022-379-4141

022-379-4199

981-3131

仙台市泉区七北田字町１３２

022-773-2492

仙台市泉区泉中央四丁目２４－３

022-371-9139

022-371-9134

981-3111

仙台市泉区松森字鹿島３－１

022-372-3584

022-372-7859

http://www.izuminomori.ac.jp

浄満寺
ゼビオ㈱ スーパースポーツゼビ
オ
物品販売業
仙台泉中央店

ＴＥＬ

仙台市泉区明通四丁目１６－１

㈱七十七銀行 泉支店

学校法人秀志学園 泉の杜幼稚園 学校、教育、研究機関業

所在地

981-3206

㈱小松島ホンダ 泉バイパス店
㈱ごんきや セレモニア南光台
椿会館

郵便番号

http://www.supersports.co.jp/shop/ 981-3133

宗教法人 清水寺

危険物保安部会
兼任

○

聖和学園短期大学

学校、教育、研究機関業

社会力を高め、就職へと導く。
http://www.seiwa.ac.jp/
一人ひとりが輝く、聖和短大の学び。

981-3213

仙台市泉区南中山五丁目５－２

022-376-3151

022-376-3155

○

仙台北自動車学校

その他

○普通車ATは2週間からの短期免許
取得 大好評中! 自動二輪はラクラク http://www.sendaikita.co.jp/
専用コースで免許取得を応援します。

981-3111

仙台市泉区松森字台９３－２５

022-373-9771

022-373-9879

○

㈱仙台銀行 将監支店

金融、保険業

981-3132

仙台市泉区将監八丁目３－４

022-372-5151

022-373-5503

981-8006

仙台市泉区黒松一丁目９－３１

022-275-2211

022-275-2212

㈱仙台銀行 黒松支店

㈱仙台銀行 南光台支店

金融、保険業

981-8002

仙台市泉区南光台南三丁目３７－２８

022-251-2111

022-251-2112

㈱仙台銀行 松陵支店

金融、保険業

981-3108

仙台市泉区松陵一丁目１６－１

022-372-2201

022-372-1555

仙台農業協同組合 泉支店

981-3117

仙台市泉区市名坂字東裏５０

022-372-3231

022-372-3244

仙台農業協同組合 向陽台支店

981-3102

仙台市泉区向陽台四丁目２４－１

022-372-2321

022-374-5339

981-3133

仙台市泉区泉中央二丁目１８－１

022-375-3101

022-375-4229

○

981-3221

仙台市泉区根白石字町尻道下２８－５

022-379-2211

022-379-3760

○

仙台市泉文化創造センター

仙台農業協同組合 根白石支店

その他

http://www.bunka.city.sendai.jp

救命優良事業所

○

○

○

○

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

平成28年02月17日現在

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

仙台白百合女子大学

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

981-3107

仙台市泉区本田町６－１

022-374-5012

022-375-4343

981-3131

仙台市泉区七北田字駕籠沢１５

022-372-1110

022-372-1499

高森明泉幼稚園

981-3203

仙台市泉区高森二丁目１－３

022-378-0221

022-378-9604

㈱アイリスプラザ ダイシン泉店

981-3111

仙台市泉区松森字浦田８６

022-373-6773

022-373-9955

(学)庄司昭学園 第二向陽台幼稚園

981-3131

仙台市泉区七北田字寺沢１７－３

022-373-7088

022-373-7088

大和ハウス工業㈱ 仙台支社

981-3133

仙台市泉区泉中央三丁目８－１

022-375-5111

022-375-5137

981-3206

仙台市泉区明通四丁目４－１５

022-377-0662

022-377-0665

長命ヶ丘グリーン歯科クリニック

981-3212

仙台市泉区長命ヶ丘三丁目２－７

022-378-1580

022-378-2237

新栄不動産ビジネス㈱
泉中央駅ビル管理事務所

981-3133

022-371-8080

022-371-8090

通研電気工業㈱

981-3206

仙台市泉区明通三丁目９

050-7788-7702

022-377-9217

http://www.sugawara.ac.jp/tsurugao 981-3109

仙台市泉区鶴が丘三丁目１７－１

022-373-7444

022-373-7445

http://www.tpminc.co.jp/

981-3203

仙台市泉区高森二丁目１－４０

022-374-3100

022-377-9300

http://www.tokyointerior.co.jp/

981-3111

仙台市泉区松森字坂下３８

022-375-3111

022-375-3100

(医)仙台徳洲会病院

㈱ダスキンプロダクト東北

医療、福祉業

その他製造業

鶴が丘幼稚園

㈱テクノプラザみやぎ

不動産、不動産賃貸業

㈱東京インテリア家具 仙台泉店

研究開発型企業に対して．開発の立
ち上がりの支援を目的とする研究室
の貸し出しを行っています。
空室についてはホームページの
What's new!を御覧下さい。

仙台市泉区泉中央一丁目７－１

東北学院大学

学校、教育、研究機関業

http://www.tohoku-gakuin.jp

981-3193

仙台市泉区天神沢二丁目１－１

022-375-1133

022-375-4040

東北学院榴ケ岡高等学校

学校、教育、研究機関業

http://www.tutuji.tohoku-gakuin.ac.jp981-3105

仙台市泉区天神沢二丁目２－１

022-372-6611

022-375-6966

東北国分㈱

981-3295

仙台市泉区明通三丁目２１－２

022-378-9121

022-378-9141

東北電力㈱ 仙台北営業所

981-3180

仙台市泉区八乙女四丁目５－１

022-374-2206

022-374-8927

http://www.tohoku-mitsubishi.co.jp/ 981-3103

仙台市泉区山の寺二丁目１－８

022-373-3111

022-373-3120

仙台市泉区明通四丁目２－１

022-378-5611

022-378-5615

東北三菱自動車販売㈱ 泉店

三菱電機ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱ 仙台事業所

物品販売業

981-3206

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

○

○

○

○

○

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名
㈱東北ロイヤルパークホテル

平成28年02月17日現在

業種

ＵＲＬ

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

仙台市泉区寺岡六丁目２－１

022-377-1122

022-377-1123

㈱仙台銀行 鶴が丘出張所

981-3109

仙台市泉区鶴が丘一丁目１０１－７

022-372-6661

022-375-1837

宗教法人 洞雲寺

981-3103

仙台市泉区山の寺二丁目３－１

022-372-3423

022-372-3427

村山学園 南光第２幼稚園

981-8002

仙台市泉区南光台南一丁目１８－１

022-251-6331

022-251-6331

㈱日本セラテック

981-3292

仙台市泉区明通三丁目２４－１

022-378-9231

022-378-9236

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１０

022-378-7825

022-378-7832

981-3221

仙台市泉区根白石字新坂上２９

022-379-2376

022-379-2376

その他製造業

http://www.srph.co.jp

郵便番号
981-3204

日本ファインセラミックス㈱

観光旅行業、宿泊業

ＰＲコメント

http://www.japan-fc.co.jp/

(学)庄司学園 根白石幼稚園

(学)支倉学園 めるへんの森幼稚園 学校、教育、研究機関業

http://www.meruhen.ed.jp

981-3122

仙台市泉区加茂二丁目２４－２

022-378-2048

022-378-2049

㈱八文字屋書店

http://www.hachimonjiya.co.jp/

981-3116

仙台市泉区高玉町４－１

022-371-1988

022-371-1987

㈲早坂自動車商会

981-3221

仙台市泉区根白石字荒屋敷１－７

022-379-2798

022-379-2996

ハリケン自動車㈱

981-3111

仙台市泉区松森字刺松７２－１

022-373-6120

022-373-6225

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目２２－３

022-218-2031

022-218-2033

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１８

022-378-4621

022-378-9921

㈱ヒューテックノオリン 東北支店

981-3206

仙台市泉区明通三丁目２９

022-378-4510

022-378-5477

㈱フジ・スタイリング

981-3206

仙台市泉区明通四丁目９－１

022-377-2611

022-377-2661

981-3215

仙台市泉区北中山一丁目１－１８

022-379-4451

022-379-4318

佛所護念会 宮城教会

981-3107

仙台市泉区本田町１５－１５

022-373-7883

022-375-1088

㈱Honda Cars宮城中央 泉松森店

981-3111

仙台市泉区松森字関場１０－１

022-374-0321

022-374-1837

医療法人社団杏泉堂
本間記念東北整形外科

981-3121

仙台市泉区上谷刈四丁目９－２２

022-371-5511

022-371-5605

パチンコまるたま 泉中央店

不動産、不動産賃貸業
その他

東日本興業㈱（泉電力ビル）

建築、機械設備業
金融、保険業
不動産、不動産賃貸業

㈱富士防災

その他

音が静かで．空気がキレイ．安らぎの
空間でパチンコをお楽しみいただけま http://www.maru-tama.com
す。
http://www.hnk-i.co.jp

http://fujibousai.co.jp

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所
○

○

○

○

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

平成28年02月17日現在

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

救命優良事業所

○

㈱三浦組

建築、機械設備業
電気、ガス、水道業
運送、配達業

http://m-miuragumi.jp/

981-3131

仙台市泉区七北田字東裏１１８－１

022-372-5511

022-372-5466

ミクロプラスチックス㈱

その他製造業

http://www.396p.co.jp

981-3124

仙台市泉区野村字二重袋５

022-373-5137

022-373-2096

学校法人 三島学園

学校、教育、研究機関業

東北生活文化大学・同短期大学部・
同高等学校、短期大学部附属ますみ http://www.mishima.ac.jp
幼稚園、保育園を運営しています。

981-8585

仙台市泉区虹の丘一丁目１８－２

022-272-7511

022-272-7516

○

みやぎ生活協同組合

百貨店、マーケット業

お店や共同購入の情報、めぐみ野（産
直）や組合員活動のニュースなど、くら http://www.miyagi.coop
しに役立つ情報が盛りだくさん!

981-3112

仙台市泉区八乙女四丁目２－２

022-771-1590

022-773-1821

○

981-3117

仙台市泉区市名坂字万吉前１９－１

022-372-3640

022-372-8574

981-3117

仙台市泉区市名坂字南前６３－１

022-375-3900

981-3121

仙台市泉区上谷刈四丁目１－１

022-372-3764

022-372-3962

八乙女スクエアビル（管理人室）

981-3135

仙台市泉区八乙女中央一丁目6－15－2階

022-375-0815

022-375-0815

㈱ヤナセ東北 泉支店

981-3131

仙台市泉区七北田字大沢境２０

022-373-4171

022-373-9221

仙台市泉区泉中央二丁目１３－３

022-373-0001

022-373-8535

981-8001

仙台市泉区南光台東一丁目３－１

022-252-3191

022-252-6098

981-3108

仙台市泉区松陵二丁目５－１

022-372-1181

022-374-1686

ヤマト運輸㈱ 宮城主管支店

981-3137

仙台市泉区大沢三丁目１－３

022-374-8010

022-374-8028

㈱ヨークベニマル 泉古内店

981-3123

仙台市泉区古内字坂ノ上１－２３

022-377-4900

022-377-1049

㈲三帰興産

981-3117

仙台市泉区市名坂字町５２

022-373-8139

イオンリテール㈱ イオン仙台中山店

981-3213

仙台市泉区南中山一丁目３５－４０

022-303-1300

022-719-3300

凸版印刷㈱ 東日本事業本部

981-3206

仙台市泉区明通三丁目３０

022-377-5111

022-377-5115

㈱サンデリカ 仙台第二事業所

981-3206

仙台市泉区明通四丁目１８

022-378-1191

022-378-9810

泉ヶ岳温泉 やまぼうし

981-3225

仙台市泉区福岡字上鼬原１３－１

022-376-5151

022-376-5152

宮城中央森林組合

㈲ミヤギビジネスホテル

観光旅行業、宿泊業
その他

(学)宮城明泉学園

学校、教育、研究機関業

㈱山一地所

http://www1.sphere.ne.jp/yamaiti/ 981-3133

㈱山形銀行 南光台支店

㈱ヤマザワ 松陵店

http://www.meysen.ac.jp/

百貨店、マーケット業

○

○

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

平成28年02月17日現在

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

グリーンマート 桂店

981-3134

仙台市泉区桂一丁目１２－１

022-371-3611

022-371-7447

㈱アイリスプラザ ダイシン桂店

981-3134

仙台市泉区桂一丁目１６－７

022-375-0062

022-375-7588

㈱アイリスプラザ
ダイシン長命ヶ丘店

981-3213

仙台市泉区南中山一丁目３２－１

022-277-1815

022-277-1820

981-3135

仙台市泉区八乙女中央五丁目１０－２９

022-772-9749

022-772-9750

981-3121

仙台市泉区上谷刈字丸太１－５

022-375-3923

022-375-4284

981-3206

仙台市泉区明通三丁目２０

022-777-1351

022-777-1357

981-3121

仙台市泉区上谷刈字丸山６－１

022-373-7377

022-374-2481

981-3134

仙台市泉区桂一丁目１８－１

022-373-7715

022-374-5307

㈱迫泉 ホテル迎賓館

981-3117

仙台市泉区市名坂字南前４９－１

022-772-3773

022-772-3866

ＤＣＭホーマック㈱ 泉店

981-3121

仙台市泉区上谷刈四丁目１１－３６

022-772-2706

022-375-2007

㈱ヤマザワ 南光台店

981-3111

仙台市泉区松森字新田１８１

022-772-2211

022-772-2212

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目２－１

022-771-7151

022-771-7155

社会福祉法人 一寿会

981-3223

仙台市泉区住吉台西二丁目７－６

022-379-8030

022-379-8033

社会福祉法人 泉寿会

981-3121

仙台市泉区上谷刈字丸山６－１

022-777-7688

022-777-7681

㈱ヨークベニマル 泉将監店

981-3136

仙台市泉区将監殿二丁目２－５

022-773-4950

022-773-4951

“スーパー銭湯”
お客様にゆとりある時間と快適な空間 http://hanjunmakunoyu.jp
を提供いたします。

981-3117

仙台市泉区市名坂字南前６７－１

022-776-7077

022-776-8070

http://www.miyakou.co.jp

981-3201

仙台市泉区泉ヶ丘三丁目１３－２０

022-771-5310

022-771-5455

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１３

022-777-3880

022-777-3890

仙台市泉区大沢二丁目５－２

022-382-8822

022-382-8271

㈱ヨークベニマル 真美沢店

百貨店、マーケット業

戸部電材㈱ 仙台北営業所

㈱ケディカ

http://www.kedc.co.jp/

(医)泉整形外科病院

医療、福祉業

泉ヶ丘クリニック

医療、福祉業

㈱コジマビックカメラ 泉中央店

物品販売業

㈱京泉 汗蒸幕のゆ

その他

宮城交通㈱

鉄道、自動車運輸等交通機関業

河北新報印刷㈱

㈱デンコードー

物品販売業

急性期の整形外科の病院です．脊
椎・ハンド・スポーツを中心に手術を実 http://www.izumiseikei.com
施しています。

お客様のくらしをより快適に便利に楽
しくします
http://www.kojima.net
くらし応援企業コジマ．
（家電からリフォームまで ご相談くだ
さい）

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/denko981-3137
ケーズホールディングスの一員です。

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)
事業所名

平成28年02月17日現在

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

住商アーバン開発㈱ セルバ事業所

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目４－１

022-371-0101

022-371-4800

㈱マルハン 仙台泉店

981-3137

仙台市泉区大沢二丁目４－５

022-371-0555

022-371-1250

㈱赤間総業

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目１５－２

022-373-4435

022-374-5519

(社福)仙台白百合会

981-3107

仙台市泉区本田町２０－１５

022-218-3008

022-218-1031

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ南東北㈱
ザ・ビッグ仙台南光台店

981-8002

仙台市泉区南光台南三丁目２８－１

022-388-3701

022-388-3711

㈲Ｓ・Ｎ・Ｋ

981-3111

仙台市泉区松森字太子堂７０

022-372-3349

022-372-3354

㈲今野自動車

981-3111

仙台市泉区松森字太子堂７０

022-372-3349

022-372-3354

981-3131

仙台市泉区七北田字朴木沢９３－１

022-374-1181

022-372-2614

981-3204

仙台市泉区寺岡四丁目１－１

022-378-7535

022-378-7537

981-3112

仙台市泉区八乙女三丁目３－１

022-218-6111

022-218-6116

981-3121

仙台市泉区上谷刈字長命８

022-777-3666

022-777-3670

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目４－１
泉新都心ビル５階

022-773-9171

981-3111

仙台市泉区松森字太子堂３８

022-776-3910

022-772-7031

仙台市泉区大沢二丁目１３－３

022-773-8411

022-218-4888

981-8002

仙台市泉区南光台南二丁目２６－１０

022-388-4651

022-388-4654

981-3132

仙台市泉区将監十丁目３３－１７

022-772-8421

022-772-8426

981-3121

仙台市泉区上谷刈字赤坂６－１０２

022-772-2181

022-772-2205

981-3121

仙台市泉区上谷刈字赤坂６－１０２

022-772-3046

022-772-3021

981-3206

仙台市泉区明通四丁目８

022-378-2111

022-378-2120

㈱さとう総業

その他

㈱藤崎 フードマーケットフジサキ

百貨店、マーケット業

弊社は、地域直結企業、土木舗装工
事・路面側溝清掃・冬場の除雪等迅
http://www.sato-sogyo.jp/
速に対応します。どうぞご用命下さ
い。
http://www.fujisaki.co.jp

㈱バイタルネット 仙台支店
医療法人 泉整形外科病院
介護老人保健施設 コスモス

医療、福祉業

私達コスモスは．利用者の皆様の「自
立」と「自律」を支援します。
http://izumiseikei.com
泉整形外科病院グループです。

住友商事㈱ 商業施設事業部

ニトリ仙台 松森店

物品販売業

スマイルホテル 仙台泉インター

観光旅行業、宿泊業

東北道「泉I.C」より約2分!駐車場無料!
広めのベッドやバスルームは、ご家族 http://www.smile-hotels.com/senda 981-3137
でのご利用にも最適です。

南光台ケアセンター そよ風

シンフォニーケア㈱

医療、福祉業

福祉事業の運営。将監団地内に、本
拠地を置き、小規模多機能型居宅介
護事を、松森内町の2ヶ所で、又リハビ
リに特化した短時間型通所を市名坂
と塩釜の2ヶ所で行っています。

(医)ならの杜 たんぽぽクリニック

㈱デザイン工房 ギャラリー杜の音 医療、福祉業

東洋冷蔵㈱ 東北支店

食品製造業

シニアライフを満喫できる．住宅型有
料老人ホームです。緑に囲まれた自
然と天然温泉をお楽しみ下さい。

http://www.designkobo.jp

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所
○

○

○

泉区の会員の皆様 (防火管理部会)

平成28年02月17日現在

事業所名

業種

パワーポンプサービス

建築、機械設備業
電気、ガス、水道業

扇屋商事㈱ パラディソ泉店

不動産、不動産賃貸業
その他

ＰＲコメント

ＵＲＬ

連送管耐圧・放水試験業務、漏水調
査業務を行っております。いつでも、ど http://www.powerpump-service.jp
こでも、何時でも対応しております。

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

981-3121

仙台市泉区上谷刈六丁目３－４０

022-375-0858

022-773-5238

981-3137

仙台市泉区大沢二丁目１４－１

022-771-2255

022-771-0762

981-3117

仙台市泉区市名坂字中道１００－９
市名坂ヨークタウン

022-771-1221

022-771-1222

981-3107

仙台市泉区本田町８－２６

022-773-2311

022-773-2314

981-3133

仙台市泉区泉中央二丁目１５－２

022-375-7007

022-375-7005

㈱泉

981-3217

仙台市泉区実沢字清水田７８

022-376-4753

022-376-4755

園部歯科医院

981-3212

仙台市泉区長命ヶ丘四丁目１５－１９

022-378-6107

022-378-4453

仙台市泉区大沢一丁目５－１

022-772-7570

022-772-7573

仙台市泉区寺岡一丁目２５－１

022-797-5666

022-777-0321

http://www.ryusenjinoyu.com/izumi 981-3137

仙台市泉区大沢二丁目５－９

022-374-2683

022-374-2685

ＧＡＭＥ ＢＡＮＫ 仙台泉店

981-3137

仙台市泉区大沢二丁目５－４

022-776-5677

022-344-8731

㈲栗駒建業

981-3117

仙台市泉区市名坂字新門前２４－７

022-373-3104

022-346-0626

渡邊 永

981-3202

仙台市泉区北高森２－１
エステート高森201

090-3362-1644

三菱地所・サイモン㈱
仙台泉プレミアム・アウトレット

981-3204

仙台市泉区寺岡六丁目１－１

022-342-5380

022-342-5386

981-3133

仙台市泉区泉中央１丁目８－３

022-243-2174

022-243-2176

特別養護老人ホーム 泉音の郷

981-3133

仙台市泉区泉中央南１５

022-347-3371

022-347-3373

三菱地所リテールマネジメント㈱
泉パークタウン タピオ

981-3287

仙台市泉区寺岡六丁目５－１

022-342-5091

022-342-5092

http://www.paradiso.co.jp/

㈱ヨークベニマル 市名坂店

(一財)宮城県成人病予防協会

医療、福祉業

日本光電東北㈱

工業品製造業
医療、福祉業

イオンタウン㈱
イオンタウン仙台泉大沢

http://www.mygsji.or.jp

百貨店、マーケット業

http://www.aeontown.co.jp/izumiosa981-3137

㈱松田会

日帰り天然温泉 竜泉寺の湯
仙台泉店

仙台交通㈱

ニシマキ・オフィスシステム㈱

981-3204

観光旅行業、宿泊業

その他

物品販売業

（公財）仙台市スポーツ振興事業
団
その他
仙台市屋内グラウンド

「からだを温めて健康になろう!!」
15種類のお風呂とサウナ
自慢の5つの岩盤浴房で
「加温生活」をはじめましょう、

バス・地下鉄の安全な運行を支え、
快適な利用環境を提供します。

http://sendaikotsu.co.jp/

オフィスのお悩みを解決いたします。

http://www.kk-nishimaki.co.jp/senda981-3117

仙台市泉区市名坂字御釜田１４５－３

022-772-6136

022-772-6137

屋根付きの多目的グラウンドです。
テニス・ヨガ等の教室も開催していま
すので、ご参加ください。

http://www.spf-sendai.jp/shellcom/ 981-3117

仙台市泉区野村字新桂島前４８

022-218-5656

022-776-1090

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

○

