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特別養護老人ホーム　愛泉荘 医療、福祉業 981-3131 仙台市泉区七北田字道２４－２ 022-372-8078 022-372-1433

㈱阿部蒲鉾店　泉工場 食品製造業 https://www.abekama.co.jp 981-3206 仙台市泉区明通四丁目１０ 022-378-4801 022-378-4815

㈱東北マツダ　泉店 981-3117 仙台市泉区市名坂字御釜田１２１－１ 022-372-1311 022-373-0824

東北リゾートサービス㈱ 
泉高原事業所

観光旅行業、宿泊業 
鉄道、自動車運輸等交通機関業

仙台市西部の泉ヶ岳にあるスプリングバレー
仙台泉は、冬はスキー場、夏は各種アクティビ
ティがあります。

https://www.springvalley.co.jp/ 981-3225 仙台市泉区福岡字岳山１４－２ 022-379-3755 022-379-4423

㈱光丘 仙台支社 その他 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

㈱泉パークタウンサービス
建築、機械設備業 
不動産業

https://www.izumi-pts.co.jp 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　アリオ仙台泉店 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

不動産、不動産賃貸業 981-3135 仙台市泉区八乙女中央三丁目２－３０ 022-373-5768 022-372-3857

奥羽自動車学校 学校、教育、研究機関業 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 ○

㈲おの実業 
おの文具

物品販売業 
不動産、不動産賃貸業

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

物品販売業 
建築、機械設備業

自動車の整備に安全をしっかりと意識して行っ
ております。

https://www.carsensor.net/shop/mi
yagi/214874001/?bkkn=vu68156143
87

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

共栄電資㈱ 東北事業部 その他製造業
当社はプリント配線板のメーカーです。工程も
使用する薬品も多い製品ですが、安全を常に
心がけています。

https://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 その他 http://www.kyoei-bousai.com 981-3112 仙台市泉区八乙女一丁目1-13 022-725-5381 022-725-5382

障害者支援施設　幸泉学園 医療、福祉業 981-3131 仙台市泉区七北田字道２７ 022-375-2675 022-375-2676

㈱小林食品 食品製造業 981-3206 仙台市泉区明通四丁目１６－１ 022-378-7700 022-378-7060

㈱小松島ホンダ　泉バイパス店 物品販売業 981-3111 仙台市泉区松森字中道４３－２ 022-373-1110 022-373-1591
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http://www.shojigakuen.ac.jp/
https://www.izumi-pts.co.jp/
http://www.ohu.co.jp/
https://www.carsensor.net/shop/miyagi/214874001/?bkkn=vu6815614387
https://www.carsensor.net/shop/miyagi/214874001/?bkkn=vu6815614387
https://www.carsensor.net/shop/miyagi/214874001/?bkkn=vu6815614387
https://www.kyoeidenshi.co.jp/
http://www.kyoei-bousai.com/


泉区の会員の皆様 (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

㈱ごんきや セレモニア南光台 
椿会館

物品販売業 
その他

https://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

㈱七十七銀行　泉支店 金融、保険業 https://www.77bank.co.jp/ 981-3117 仙台市泉区市名坂字町６８－２ 022-372-2311 022-373-8246

(学)秀志学園　幼保連携型 
認定こども園　泉の杜幼稚園

学校、教育、研究機関業
学校法人立幼保連携型認定こども園として幼
稚園保育園機能を併せ持ち乳幼児の教育保
育の推進に努めている。

http://www.izuminomori.ac.jp 981-3216 仙台市泉区小角字大満寺２２－４ 022-379-4141 022-379-4199

浄 満 寺 宗教団体等 981-3131 仙台市泉区七北田字町１３２ 022-773-2492

ゼビオ㈱　スーパースポーツゼビ
オ 
仙台泉中央店

物品販売業 981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目２４－３ 022-371-9139 022-371-9134

宗教法人　清水寺 宗教団体等 981-3111 仙台市泉区松森字鹿島３－１ 022-372-3584 022-372-7859

聖和学園短期大学 学校、教育、研究機関業 https://www.seiwa.ac.jp 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　 学校、教育、研究機関業
便利で安心無料送迎バスを運行。充実の全
車種免許ラインナップ。ハイスピードプランや
企業研修も実施。

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

㈱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 金融、保険業 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 金融、保険業 981-3102 仙台市泉区向陽台四丁目２４－１ 022-372-2321 022-374-5339

仙台農業協同組合　根白石支店 金融、保険業 981-3221 仙台市泉区根白石字町尻道下２８－５ 022-379-2211 022-379-3760

仙台白百合女子大学 学校、教育、研究機関業 https://sendai-shirayuri.ac.jp 981-3107 仙台市泉区本田町６－１ 022-374-5012 022-374-7912 ○

(医)仙台徳洲会病院 医療、福祉業
生命を安心して預けられる病院　健康と生活
を守る病院

https://sendai.tokushukai.jp 981-3116 仙台市泉区高玉町9-8 022-771-5111 022-771-5100

明泉高森幼稚園 学校、教育、研究機関業 https://www.meysen.ac.jp 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 学校、教育、研究機関業
どの子も楽しくできる楽器演奏・本格的プール
を所有。体育教室・外国人との英会話など楽
しさいっぱいの園。

http://www.koyodai-yochien.jp 981-3131 仙台市泉区七北田字寺沢１７－３ 022-373-9615 022-373-7088
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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

㈱ダスキンプロダクト東北 その他製造業 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 医療、福祉業 981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘三丁目２－７ 022-378-1580 022-378-2237

通研電気工業㈱ その他製造業 981-3206 仙台市泉区明通三丁目９ 022-377-2800 022-377-9217 ○

学校法人菅原学園　鶴が丘幼稚園 学校、教育、研究機関業 981-3109 仙台市泉区鶴が丘三丁目１７－１ 022-373-7444 022-373-7445

㈱東京インテリア家具　仙台泉店 物品販売業 https://www.tokyointerior.co.jp 981-3111 仙台市泉区松森字坂下３８ 022-778-0111 022-778-0110

学校法人東北学院　 
東北学院大学泉キャンパス

学校、教育、研究機関業 https://www.tohoku-gakuin.ac.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
https://www.tutuji.tohoku-
gakuin.ac.jp/

981-3105 仙台市泉区天神沢二丁目２－１ 022-372-6611 022-375-6966 ○

東北電力ネットワーク㈱　 
仙台北電力センター

電気、ガス、水道業 https://nw.tohoku-epco.co.jp/ 981-3185 仙台市泉区八乙女四丁目５－１ 022-374-2206 022-218-7014

三菱電機ロジスティクス㈱　 
東北ロジスティクスセンター

運送、配達業 https://www.mdlogis.co.jp/ 981-3206 仙台市泉区明通四丁目２－１ 022-378-5611 022-378-5615

仙台ロイヤルパークホテル　 観光旅行業、宿泊業
ヨーロッパの趣を感じるガーデンリゾートホテ
ル。大切な方と、非日常のホテルステイをお楽
しみください。

https://www.srph.co.jp 981-3204 仙台市泉区寺岡六丁目２－１ 022-377-1122 022-377-1123

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

㈱ＮＴＫセラテック http://www.ceratech.co.jp 981-3292 仙台市泉区明通三丁目２４－１ 022-378-9231 022-378-9236

日本ファインセラミックス㈱ その他製造業
原料調合から完成品まで一貫生産を行い、高
品質、低価格、短納期でお客様のニーズにお
応えしております。

http://www.japan-fc.co.jp/ 981-3206 仙台市泉区明通三丁目１０ 022-378-7825 022-378-7832 ○

(学)庄司学園　根白石幼稚園 学校、教育、研究機関業 http://www.shojigakuen.ac.jp/ 981-3221 仙台市泉区根白石字新坂上２９ 022-379-2376 022-379-2376

(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 その他 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 その他 981-3221 仙台市泉区根白石字荒屋敷１－７ 022-379-2798 022-379-2996
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パチンコまるたま　泉中央店 その他 https://www.maru-tama.com/ 981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目２２－３ 022-218-2031 022-218-2033

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

http://www.hnk-i.co.jp 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
運送、配達業 
その他

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 その他製造業 981-3206 仙台市泉区明通四丁目９－１ 022-377-2611 022-377-2661

佛所護念会教団　宮城教会 宗教団体等 981-3107 仙台市泉区本田町１５－１５ 022-373-7883 022-375-1088

㈱ホンダ四輪販売南・東北　 
泉松森店

その他
週末はホンダカーズに行ってみよう！きっと素
敵な出会いがあるはず！スタッフ一同心より
お待ちしております

https://www.hondacars-
miyagichuo.co.jp/

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・東北歯
科

医療、福祉業 981-3121 仙台市泉区上谷刈四丁目９－２２ 022-371-5511 022-371-5605

㈱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㈱ 工業品製造業 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
大学,短大,高校,幼稚園及び保育園を抱える総
合学園です。地域の生活文化に寄与する人材
の育成に貢献します。

https://www.mishima.ac.jp 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
物品販売業 
その他

https://www.miyagi.coop 981-3194 仙台市泉区八乙女四丁目２－２ 022-771-1590 022-773-1821 ○

宮城中央森林組合 その他
山のお手入れ・木の伐採については、安全作
業で高い技術力を誇る、宮城中央森林組合
に、ご用命ください。

http://www.mcfa-web.com/ 981-3117 仙台市泉区市名坂字万吉前１９－１ 022-372-3640 022-372-8574

㈲ミヤギビジネスホテル 観光旅行業、宿泊業 981-3117 仙台市泉区市名坂字南前６３－１ 022-375-7230 022-375-7069

(学)宮城明泉学園 学校、教育、研究機関業 https://www.meysen.ac.jp/ 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　泉支店 981-3131 仙台市泉区七北田字大沢境２０ 022-373-4171 022-373-9221

㈱山一地所 不動産業 https://yamaichi-j.co.jp/ 981-3133 仙台市泉区泉中央二丁目１３－３ 022-373-0001 022-373-8539

㈱山形銀行　南光台支店 981-8001 仙台市泉区南光台東一丁目52番1号 022-252-3191 022-252-6098
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ヤマト運輸㈱ 宮城主管支店 981-3206 仙台市泉区明通3丁目3-1 022-706-1535 022-777-5266 ○

㈱ヨークベニマル　泉古内店
https://yorkbenimaru.com/store/de
tails/izumifuruuchi/

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 不動産、不動産賃貸業 981-3117 仙台市泉区市名坂字町５２ 022-373-8139

イオン東北㈱　イオン仙台中山店 百貨店、マーケット業 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
その他製造業 
出版印刷、広告業

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 食品製造業 https://www.sundelica.jp/ 981-3206 仙台市泉区明通四丁目１８ 022-378-1191 022-378-9810

グリーンマート　桂店 百貨店、マーケット業 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

㈱ヨークベニマル　真美沢店 百貨店、マーケット業 981-3135 仙台市泉区八乙女中央五丁目１０－２９ 022-772-9749 022-772-9750

㈱トベ 仙台北営業所 981-3121 仙台市泉区上谷刈字丸太１－５ 022-375-3923 022-772-2405

㈱ケディカ その他製造業 http://www.kedc.co.jp/ 981-3206 仙台市泉区明通三丁目２０ 022-777-1351 022-777-1357

(医)泉整形外科病院 医療、福祉業 http://izumiseikei.com 981-3121 仙台市泉区上谷刈字丸山６－１ 022-373-7377 022-374-2481

泉ヶ丘クリニック 医療、福祉業 https://cl-izumigaoka.org 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㈱ ＤＣＭホーマック泉店 百貨店、マーケット業 981-3121 仙台市泉区上谷刈四丁目１１－３６ 022-772-2706 022-375-2007

㈱コジマビックカメラ　泉中央店 物品販売業
お客様のくらしを「より快適に」「より便利に」
「より楽しく」します。くらし応援コジマ。

https://www.kojima.net 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 医療、福祉業 981-3223 仙台市泉区住吉台西二丁目７－６ 022-379-8030 022-379-8033

https://yorkbenimaru.com/store/details/izumifuruuchi/
https://yorkbenimaru.com/store/details/izumifuruuchi/
https://www.sundelica.jp/
http://www.kedc.co.jp/
http://izumiseikei.com/
https://cl-izumigaoka.org/
https://www.kojima.net/
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社会福祉法人　泉寿会 医療、福祉業
利用者様お一人お一人が日常生活に楽しみ
や生きがいを持っていただける介護を心掛け
ます。

http://izumiseikei.com/?page_id=34
#senjukai

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 百貨店、マーケット業 981-3136 仙台市泉区将監殿二丁目２－５ 022-773-4950 022-773-4951

㈱京泉　汗蒸幕のゆ　 その他 https://hanjunmakunoyu.jp 981-3117 仙台市泉区市名坂字南前６７－１ 022-776-7077 022-776-8070

宮城交通㈱ 鉄道、自動車運輸等交通機関業 http://www.miyakou.co.jp 981-3201 仙台市泉区泉ヶ丘三丁目１３－２０ 022-771-5311 022-771-5335

河北新報印刷㈱
その他製造業 
出版印刷、広告業 
放送、報道業

http://www.kp-insatsu.co.jp/ 981-3206 仙台市泉区明通三丁目１３ 022-777-3880 022-777-3890

㈱デンコードー 物品販売業 981-3137 仙台市泉区大沢二丁目５－２ 022-382-8822 022-382-8271

住商アーバン開発㈱　セルバ事業所
百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

泉中央副都心に位置し、「上質な日常」を提案
する地域密着型ＳＣ
オシャレやこだわりの食など、上質なライフス
タイルを提案します

http://www.selvaselva.com/ 981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目4-1 022-371-0101 022-371-4800

㈱マルハン北日本カンパニー 
マルハン仙台泉店

その他 981-3137 仙台市泉区大沢二丁目４－５ 022-371-0555 022-371-1250

㈱赤間総業 不動産、不動産賃貸業 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 医療、福祉業 http://care-net.biz/04/shirayuri/ 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

百貨店、マーケット業 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

㈱さとう総業 その他
未来を創る環境づくり　未来を大切にする企業
づくり　1974年総業　今日も新たなチャレンジ
へ

http://www.sato-sogyo.jp/ 981-3131 仙台市泉区七北田字朴木沢９３－１ 022-374-1181 022-372-2614

㈱藤崎 フードマーケットフジサキ 百貨店、マーケット業 http://www.fujisaki.co.jp 981-3204 仙台市泉区寺岡四丁目１－１ 022-378-7535 022-378-7537

㈱バイタルネット　仙台支店 医療、福祉業 981-3112 仙台市泉区八乙女三丁目３－１ 022-218-6111 022-218-6116

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。希望のかけ橋になりま
す。

981-3121 仙台市泉区上谷刈字長命８ 022-777-3666 022-777-3670

http://izumiseikei.com/?page_id=34#senjukai
http://izumiseikei.com/?page_id=34#senjukai
https://hanjunmakunoyu.jp/
http://www.miyakou.co.jp/
http://www.kp-insatsu.co.jp/
http://www.selvaselva.com/
http://care-net.biz/04/shirayuri/
http://www.sato-sogyo.jp/
http://www.fujisaki.co.jp/
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住友商事㈱ 商業施設事業部 100-8601 東京都千代田区大手町二丁目3-2 03-6285-4822 03-6285-4357

ニトリ仙台　松森店 物品販売業 981-3111 仙台市泉区松森字太子堂３８ 022-776-3910 022-772-7031

スマイルホテル　仙台泉インター 観光旅行業、宿泊業
https://smile-
hotels.com/hotels/show/sendaiizu
miinter

981-3137 仙台市泉区大沢二丁目１３－３ 022-773-8411 022-218-4888

南光台ケアセンター　そよ風 981-8002 仙台市泉区南光台南二丁目２６－１０ 022-388-4651 022-388-4654

シンフォニーケア㈱ 医療、福祉業
地域で暮し続けるには地域の支え合いが大切
です当社は地域の一員として｢暮しやすい地
域｣を共に考えていきます。

http://symphony-care.jp/company/ 981-3132 仙台市泉区将監十丁目３３－１７ 022-772-8421 022-772-8426

(医)ならの杜　たんぽぽクリニック 981-3126 仙台市泉区泉中央南14番地 022-772-2181 022-772-2205

㈱デザイン工房　ギャラリー杜の音 医療、福祉業 981-3121 仙台市泉区上谷刈字赤坂６－１０２ 022-772-3020 022-772-3021

東洋冷蔵㈱ 東北支店 食品製造業 981-3206 仙台市泉区明通四丁目８ 022-378-2111 022-378-2120

パワーポンプサービス
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

http://www.powerpump-service.jp 981-3121 仙台市泉区上谷刈六丁目３－４０ 022-375-0858 022-773-5238

㈱ヨークベニマル　市名坂店 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

(一財)宮城県成人病予防協会 医療、福祉業 http://www.mygsji.or.jp 981-3133
仙台市泉区泉中央一丁目6-12 
仙台循環器医療センター内

022-372-1116 022-372-1483

日本光電工業㈱東北支店
工業品製造業 
医療、福祉業

ＡＥＤなどの医用電子機器の製造販売をして
います。

https://www.nihonkohden.co.jp/ 981-3133 仙台市泉区泉中央四丁目29-7 050-3819-4782 022-375-7005

㈱ 泉 その他
ごみ・リサイクルのことは当社におまかせくださ
い！

https://izumi530.jp/ 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 医療、福祉業 981-3212 仙台市泉区長命ヶ丘四丁目１５－１９ 022-378-6107 022-378-4453

イオンタウン㈱ 
イオンタウン仙台泉大沢

百貨店、マーケット業
https://www.aeontown.co.jp/izumio
sawa/

981-3137 仙台市泉区大沢一丁目５－１ 022-772-7570 022-772-7573

㈱松田会 医療、福祉業 981-3203 仙台市泉区高森二丁目1-47 022-797-5666 022-777-0321

日帰り天然温泉 竜泉寺の湯 
仙台泉店

観光旅行業、宿泊業 https://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

https://smile-hotels.com/hotels/show/sendaiizumiinter
https://smile-hotels.com/hotels/show/sendaiizumiinter
https://smile-hotels.com/hotels/show/sendaiizumiinter
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㈲栗駒建業 建築、機械設備業 ザ大工 http://www.kurikomakengyou.com/ 981-3117 仙台市泉区市名坂字新門前２４－７ 022-373-3104 022-346-0626

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

仙台交通㈱ その他 http://sendaikotsu.co.jp/ 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 医療、福祉業 www.aisenkai.or.jp/kourei 981-3126 仙台市泉区泉中央南１５ 022-347-3371 022-347-3373

三菱地所プロパティマネジメント㈱ 
泉パークタウン　タピオ

百貨店、マーケット業 
不動産、不動産賃貸業

981-3287 仙台市泉区寺岡六丁目５－１ 022-342-5091 022-342-5092

㈱アーキテクツ・ラボ 981-8001 仙台市泉区南光台東二丁目11-10 022-352-0082 022-352-0082

㈱新陽ランドリー その他 https://sin-yo-laundry.com 981-3221 仙台市泉区根白石字判在家25-2 022-376-5511 022-376-5512

(一財)宮城県予防医学協会 医療、福祉業 http://www.mhsa.jp/ 981-3203 仙台市泉区高森二丁目1-39 022-343-7001 022-343-7083

㈱アイ・ケイ・パートナー 
泉中央駅ビル管理事務所

建築、機械設備業 
不動産業

981-3133
仙台市泉区泉中央1丁目7-1 
泉中央駅ビル管理事務所

022-725-8315 022-725-8316

独立行政法人 
地域医療機能推進機構　仙台病
院

医療、福祉業 https://sendai.jcho.go.jp 981-3281 仙台市泉区紫山二丁目1-1 022-378-9111 022-378-9131 ○

http://www.kurikomakengyou.com/
http://sendaikotsu.co.jp/
www.aisenkai.or.jp/kourei
https://sin-yo-laundry.com/
http://www.mhsa.jp/
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