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980-0811

仙台市青葉区一番町四丁目９－１７
ｲﾜﾏ靴店 三越前店4F

022-227-2151

022-227-2156

980-0804

仙台市青葉区大町二丁目８－２３

022-222-8940

022-262-1113

981-0902

仙台市青葉区北根四丁目２－２０

022-274-6440

022-274-6393

物品販売業

960-8041

福島県福島市大町４－４

024-522-0091

024-522-0105

東北三菱自動車販売㈱

物品販売業

http://www.tohoku-mitsubishi.co.jp/ 981-0914

仙台市青葉区堤通雨宮町３－１２

022-275-2111

022-275-2121

㈱日本レストランエンタプライズ
仙台列車営業支店

物品販売業
その他

980-0021

仙台市青葉区中央一丁目１－１
仙台駅構内２階

022-227-1288

022-221-6195

㈱三原本店

物品販売業

980-0811

仙台市青葉区一番町三丁目２－２３

022-224-0010

022-224-0536

カンタム情報システム㈱

物品販売業
不動産、不動産賃貸業

980-0801

仙台市青葉区木町通一丁目３－４０

022-225-7857

022-225-3312

宮城県米穀肥料商業協同組合

物品販売業

980-0022

仙台市青葉区五橋二丁目４－２７

022-222-3473

022-222-3491

㈱オンワード樫山 仙台支店

物品販売業
その他製造業

980-0802

仙台市青葉区二日町１２－３４

022-262-8411

022-262-8416

愛知時計電機㈱ 仙台工場

物品販売業
工業品製造業
その他製造業

983-0034

仙台市宮城野区扇町六丁目１－１９

022-258-1181

022-259-2510

三洋工業㈱ 東北支店

物品販売業
建築、機械設備業

http://www.sanyo-industries.co.jp

983-0034

仙台市宮城野区扇町五丁目９－１

022-232-5311

022-239-7377

仙台トヨペット㈱

物品販売業

http://www.p-sendai.co.jp/

983-0036

仙台市宮城野区苦竹二丁目８－１

022-232-1111

022-236-2677

㈱デンコードー

物品販売業

名取市上余田字千刈田３０８

022-382-8822

022-382-8271

トヨタカローラ宮城㈱

物品販売業

http://www.corolla-m.co.jp/

983-0036

仙台市宮城野区苦竹二丁目６－１０

022-232-2111

022-232-2581

ネッツトヨタ宮城㈱

物品販売業

http://www.netz-miyagi.co.jp

983-8570

仙台市宮城野区日の出町二丁目３－７

022-236-9011

022-236-1507

日通商事㈱ 仙台支店

物品販売業
ガソリン、灯油等販売業
電気、ガス、水道業

http://www.nittsushoji.co.jp

983-0036

仙台市宮城野区苦竹三丁目１－１

022-236-9111

022-236-9127

宮城スバル自動車㈱

物品販売業

http://www.miyagi-subaru.co.jp/

983-0035

仙台市宮城野区日の出町一丁目５－２６

022-235-9113

022-235-9103

宮城トヨタ自動車㈱

物品販売業

http://www.miyagi-toyota.co.jp

983-8570

仙台市宮城野区日の出町二丁目３－７

022-284-2111

022-236-1507

㈱イワマ靴店

物品販売業

㈱白松がモナカ本舗

物品販売業
食品製造業

㈱セント

物品販売業
出版印刷、広告業

東邦ビル㈱

http://www.monaka.jp
IT機器・3Dプリンタやオフィス家具、印
刷物等
http://www.sento.co.jp
お客様をまるごとサポート!快適空間を
創造する企業です

IT機器をはじめ、ソフト開発、映像・音
響、プロダクションプリントシステムな http://www.gis.co.jp
ど最適なソリューションを提供します。

http://www.onward.co.jp
水道・ガスメーターをはじめ電磁流量
計など流体計測技術を核とした計測 http://www.aichitokei.co.jp/
機器&計測システムメーカーです。

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/denko981-1222
ケーズホールディングスの一員です。
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リリカラ㈱ 東北支店

物品販売業

983-0004

仙台市宮城野区岡田西町３－１０

022-288-3185

022-288-3195

仙台原ノ町ピボット

物品販売業

983-0842

仙台市宮城野区五輪二丁目１２－５５

022-292-3722

022-292-3986

㈱ヨドバシカメラ
マルチメディア仙台

物品販売業

http://www.yodobashi.com/

983-0852

仙台市宮城野区榴岡一丁目２-１３

022-295-1010

022-295-6214

㈱トスネット

物品販売業
観光旅行業、宿泊業
その他

http://www.tosnet.co.jp

983-0045

仙台市宮城野区宮城野一丁目１０－１

022-299-5761

022-299-5874

㈱オオイ 仙台営業所

物品販売業

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

983-0025

仙台市宮城野区福田町南一丁目４－１８

022-254-8851

022-254-8854

大日精化工業㈱ 仙台支店

物品販売業
工業品製造業
その他製造業

983-0035

仙台市宮城野区日の出町二丁目５－４３

022-232-2654

022-239-7167

下田通商㈱ 仙台営業所

物品販売業

983-0025

仙台市宮城野区福田町南一丁目１－２０

022-388-7250

022-388-7257

㈱油脂商会

物品販売業
不動産、不動産賃貸業

983-0821

仙台市宮城野区岩切字鴻巣１３４－２

022-255-1711

022-255-1710

㈱菊重

物品販売業

984-0015

仙台市若林区卸町三丁目６－７

022-284-2061

022-284-7780

㈱櫻井防災

物品販売業
建築、機械設備業
その他

984-0015

仙台市若林区卸町一丁目６－６

022-231-8533

022-231-8534

ｼｬｰﾌﾟｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
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

022-288-9315

㈲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

984-0022

仙台市若林区五橋三丁目５－５１

022-227-8464

022-227-5250

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

服部コーヒーフーズ㈱

物品販売業
食品製造業
その他

984-0014

仙台市若林区六丁の目元町２－５

022-285-6134

022-285-7304

㈲マツモト徽章

物品販売業

984-0816

仙台市若林区河原町一丁目１－５

022-262-4064

022-221-4709

984-0042

仙台市若林区大和町四丁目１７－１

022-284-9111

022-236-7640

984-0015

仙台市若林区卸町一丁目３－７

022-235-2231

022-232-1696

984-0015

仙台市若林区卸町五丁目１－２

022-235-7178

022-238-6102

仙台市若林区卸町東五丁目１－６－２階

022-390-0130

022-390-0133

矢崎エナジーシステム㈱ 仙台支店 物品販売業

警備業務を中心に、監視カメラ・電源
車・バイオトイレ車などの防災機材を
提供しています。

主に宮城県内の工場（製造業）に必要
とされる機械・工具（生産財）を販売し http://www.kikujyu.co.jp
ています。
消防用設備等の設計・施工・保守管
理
http://www.sakurai-bousai.co.jp/
廃消火器のリサイクル事業
防災備蓄品の販売

http://www.hattori-cf.co.jp/

http://yazaki-group.com/

㈱ヒロセ

物品販売業

美津濃㈱ 仙台営業所

物品販売業
その他製造業
その他

http://www.mizuno.co.jp

㈱ヨコハマタイヤジャパン

物品販売業

http://www.yokohamatire.jp/yrc/jap 984-0002
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㈱ほまれや

物品販売業
その他製造業

オーダーでのぼりやはっぴ、旗等のオ
http://www.homareya.co.jp/
リジナル製品の製作をしております。

984-0817

仙台市若林区堰場１２－５

022-221-6411

022-221-6414

協立塗料㈱ 仙台営業所

物品販売業
建築、機械設備業
出版印刷、広告業

「街がキャンバスになる」を合言葉に
色彩提案をしています。

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

仙台和光純薬㈱

物品販売業

http://www.sendaiwako.com

984-0002

仙台市若林区卸町東二丁目２－３２

022-239-2700

022-239-2705

富士塗料興業㈱

物品販売業
建築、機械設備業

家庭用から業務用，工業用まで各種
塗料と関連資材を販売。
http://fujitoryo.co.jp
また，一般住宅，店舗・事務所，工場
の塗料工事の請負も行っております。

984-0015

仙台市若林区卸町三丁目１－１７

022-232-0221

022-239-7640

仙台中央青果卸売協同組合

物品販売業
ガソリン、灯油等販売業
その他

http://www.ssn.or.jp

984-0015

仙台市若林区卸町四丁目３－１

022-232-8086

022-232-8087

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

㈱赤井沢

物品販売業

982-0011

仙台市太白区長町五丁目３－３

022-249-2121

022-249-2128

982-0034

仙台市太白区西多賀二丁目８－５３

022-245-3591

022-245-5894

982-0032

仙台市太白区富沢三丁目１０７－１７

022-796-2041

022-796-2042

物品販売業
ガステックサービス㈱ 仙台営業所 ガソリン、灯油等販売業
電気、ガス、水道業
㈱髙庄商店

懐中電灯や．非常食など．いざという
時に役立つ商品を多数取り揃え．お
http://www.keiyo.co.jp/
客様の防災対策をバックアップいたし
ます。
http://www.akaizawa.co.jp
暮らしを豊かに、快適生活を応援いた
http://www.gastecservice.co.jp
します。

物品販売業
ガソリン、灯油等販売業
不動産、不動産賃貸業

ゼビオ㈱ スーパースポーツゼビ
物品販売業
オ
仙台泉中央店

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

仙台市泉区泉中央四丁目２４－３

022-371-9139

022-371-9134

東北三菱自動車販売㈱ 泉店

物品販売業

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

㈱コジマビックカメラ 泉中央店

物品販売業

仙台市泉区泉中央一丁目２－１

022-771-7151

022-771-7155

㈱デンコードー

物品販売業

仙台市泉区大沢二丁目５－２

022-382-8822

022-382-8271

ニトリ仙台 松森店

物品販売業

仙台市泉区松森字太子堂３８

022-776-3910

022-772-7031

ニシマキ・オフィスシステム㈱

物品販売業

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

㈱オフィスベンダー 南吉成店

物品販売業

http://www.office-vender.com

989-3204

仙台市青葉区南吉成六丁目１－１

022-277-7611

022-277-7631

㈱デンコードー

物品販売業

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/denko989-3204
ケーズホールディングスの一員です。

仙台市青葉区南吉成七丁目１－１

022-382-8822

022-382-8271

㈲定義観光

物品販売業
食品製造業

http://www.sankaku-age.jp/

989-3213

仙台市青葉区大倉字下道１－２

022-393-2035

022-393-2272

仙台市消防機器事業協同組合

物品販売業
建築、機械設備業

http://www.e-skj.jp/

984-0015

仙台市若林区卸町一丁目６－６
㈱櫻井防災内

022-354-0336

022-354-0337

お客様のくらしをより快適に便利に楽
しくします
981-3133
くらし応援企業コジマ．
http://www.kojima.net
（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。
981-3111

オフィスのお悩みを解決いたします。
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日本ドライケミカル㈱ 東北支店

物品販売業
その他製造業
建築、機械設備業

松本事務機㈱

物品販売業

ＰＲコメント

事務機、事務用品の御用命は当社
へ。
再生家具も取り扱っております。

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

http://www.ndc-group.co.jp

980-0811

仙台市青葉区一番町三丁目７－１
電力ビル本館 3F

022-224-1061

022-265-8451

http://www.mbm-kk.co.jp

983-0836

仙台市宮城野区幸町二丁目１１－２３

022-299-8181

022-299-8282
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