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㈱イワマ靴店
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業

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3F

022-227-2151 022-227-2156

㈱黒澤防災
その他 
建築、機械設備業 
物品販売業

http://kuro-bousai.co.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１５－１０ 022-267-2161 022-217-3911

㈱白松がモナカ本舗
物品販売業 
食品製造業

https://monaka.jp 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目８－２３ 022-222-8940 022-262-1113

㈱セント
物品販売業 
出版印刷、広告業

https://www.sento.co.jp 981-0902 仙台市青葉区北根四丁目２－２０ 022-274-6440 022-274-6393

㈱フクヤジャパン
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業

　アパレル・雑貨等業界で常に斬新な企画と
時代のニーズをとらえた店舗開発で社会貢献
を図ります。

980-0021 仙台市青葉区中央二丁目４－１０（６F） 022-264-1121 022-222-2724

㈱佛壇の佐正 物品販売業 https://sasho.jp/ 980-0803 仙台市青葉区国分町三丁目８‐３５ 022-261-3111 022-261-3115

㈱三原本店 物品販売業 https://www.miharahonten.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町三丁目5-24 022-224-0010 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

オフィスの困り事。なんでもご相談下さい真摯
に対応致します。

http://www.qis.co.jp/ 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 ○

馬 渕 ㈱ 物品販売業 http://www.e-mabuchi.net 980-0021
仙台市青葉区中央二丁目３－６ 
イオン仙台店 7階

022-227-3456 022-223-2001

㈱千松島
物品販売業 
不動産、不動産賃貸業 
その他

https://www.chimatsushima.com/ 980-0803 仙台市青葉区国分町二丁目１１－１１ 022-222-4402 022-222-4407

㈱オンワード樫山東北エリア担当
物品販売業 
その他製造業

https://www.onward.co.jp/ 980-0802 仙台市青葉区二日町１２－３４ 022-262-8411 022-262-8416

ダイワボウ情報システム㈱ 仙台支店
物品販売業 
その他

980-0811
仙台市青葉区一番町四丁目６－１ 
仙台第一生命ﾀﾜｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

022-212-6450 022-212-6431

JR東日本東北総合ｻｰﾋﾞｽ㈱ 仙台支店
百貨店、マーケット業 
物品販売業 
不動産業

https://www.livit.jregroup.ne.jp/ 980-0021
仙台市青葉区中央4-10-3 
キャピタルタワー２階

022-281-9234 022-281-9239

㈱ 小 西 物品販売業 http://www.konishi-kenzai.co.jp/ 983-0836 仙台市宮城野区幸町三丁目１１－３ 022-293-3141 022-293-2737

㈱サトー商会 物品販売業 https://www.satoh-web.co.jp 983-8556 仙台市宮城野区扇町五丁目６－２２ 022-236-5600 022-235-2180

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

ミライフ東日本㈱ 法人卸事業部 
仙台エリア

物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

エネルギーと住まいのサービスで、地域すべ
てのお客様の快適生活に貢献する会社です。

https://www.melife-east.co.jp 983-0034 仙台市宮城野区扇町四丁目７－３０ 022-235-1010 022-232-7855 ○
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いすゞ自動車東北㈱ 物品販売業 http://www.isuzu-tohoku.co.jp 983-0013 仙台市宮城野区中野四丁目１０－１４ 022-231-6111 022-786-8553 ○

仙台トヨペット㈱ 物品販売業 https://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 ○

㈱ 千 坂　仙台センター 物品販売業 983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目７－１７ 022-284-9415 022-284-9419

㈱デンコードー 物品販売業 981-1222 名取市上余田字千刈田３０８ 022-382-8822 022-382-8271

ＵＤトラックス㈱ 仙台
物品販売業 
その他

https://www.udtrucks.com/japan/d
ealer/sendai

983-0034 仙台市宮城野区扇町一丁目８－４１ 022-232-3140 022-232-3148 ○

トヨタカローラ宮城㈱ 物品販売業 https://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 ○

㈱日産サティオ宮城 物品販売業 http://www.s-miyagi.co.jp/ 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－６ 022-235-1111 022-235-1136

日産部品宮城販売㈱ 物品販売業 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－２５ 022-236-1111 022-236-3478

日産プリンス宮城販売㈱ 物品販売業 983-0036 仙台市宮城野区苦竹二丁目２－１ 022-235-2120 022-232-5768

ＮＸ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

https://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 https://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 https://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

守屋木材㈱ 物品販売業
木を活かし、木と共に生きる専門集団として、
木に感謝し、植林活動等緑化環境保護に取り
組んでいます。

http://www.morimoku.co.jp 983-0841 仙台市宮城野区原町六丁目１－１６ 022-257-3108 022-295-4763

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

㈱ヨドバシカメラ 
マルチメディア仙台

物品販売業 983-0852 仙台市宮城野区榴岡一丁目２-１３ 022-295-1010 022-295-6214

ネッツトヨタ仙台㈱
物品販売業 
金融、保険業

ヤリス、ＶＯＸＹ、ＡＱＵＡでおなじみのネッツトヨ
タ仙台です。お車のことはお気軽ご相談下さ
い。

https://www.netz-sendai.jp/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目２－４３ 022-237-0010 022-238-1470

㈱トスネット
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業 
その他

『セキュリティで始まる私たちの笑顔づくり』を
信念に、地域に密着した信頼される企業を目
指します。

https://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

仙台キリンビバレッジサービス㈱ 物品販売業
https://www.kirinholdings.com/jp/pr
ofile/organization/kirinbeverage/gro
up/sendai/

983-0021 仙台市宮城野区田子３丁目18番6号 022-781-7030 022-781-7033
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㈱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

㈱ダイワ 仙台支店
物品販売業 
その他

983-0035 仙台市宮城野区日の出町三丁目８－３４ 022-235-3021 022-236-7804

ＢＳ東日本テック㈱ 仙台事業所
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
その他

983-0001 仙台市宮城野区港一丁目６－１ 022-259-3736 022-258-5132

㈱中島商会　仙台支店 物品販売業 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目７－３ 022-284-5278 022-232-6654

㈲やしま商店
物品販売業 
電気、ガス、水道業

酒全般．食品　業務用食材　灯油　ＬＰＧ卸・小
売　販売．

983-0044 仙台市宮城野区宮千代一丁目５－９ 022-231-3245 022-231-6795

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

ミナクチ㈱ 物品販売業 983-0024 仙台市宮城野区鶴巻二丁目３－３３ 022-766-8035 022-766-8036

㈱東北マツダ　六丁目店 物品販売業 984-0004 仙台市若林区六丁の目東町７－２１ 022-287-3151 022-287-2648

㈱ 菊 重 物品販売業 http://www.kikujyu.co.jp 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

「守るために挑戦し続ける」私たちは、事業を
通じて様々な事を守りたい、そう考えていま
す。

http://www.qreos.co.jp/ 984-0015 仙台市若林区卸町一丁目６－６ 022-231-8533 022-231-8534

ｼｬｰﾌﾟﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 
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 022-288-9156

㈲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

984-0072 仙台市若林区東八番丁１７４ 022-227-8464 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

㈱福田商会
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業 
不動産、不動産賃貸業

https://shokai.fukuda-bussan.com 984-0051 仙台市若林区新寺一丁目４－５ 022-256-0186 022-256-0191

㈱ホンダ四輪販売南・東北遠見塚店　 物品販売業
https://www.hondacars-
miyagichuo.co.jp/

984-0825 仙台市若林区古城三丁目１０－２０ 022-285-6161 022-285-8185

㈱ ヒ ロ セ
物品販売業 
その他

984-0015 仙台市若林区卸町一丁目３－７ 022-235-2231 022-232-1696

http://www.ooi-net.co.jp/
http://www.kikujyu.co.jp/
http://www.qreos.co.jp/
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ミズノ㈱ 東北支社
物品販売業 
その他製造業 
その他

http://www.mizuno.co.jp 984-0015 仙台市若林区卸町五丁目１－２ 022-235-7178 022-238-6102

宮城菅公学生服㈱ 物品販売業 https://kanko-gakuseifuku.co.jp 984-0015 仙台市若林区卸町二丁目７－１４ 022-232-5226 022-232-5227

㈱ ア オ キ 物品販売業 984-0003 仙台市若林区六丁の目北町１６－１５ 022-287-3535 022-287-3737

㈱大久商店 物品販売業 984-0826 仙台市若林区若林一丁目２－４１ 022-286-0761 022-286-1817

㈱ほまれや
物品販売業 
その他製造業

旗やのぼり、幕など繊維製品のオリジナルの
オーダー製作を承ります。

https://www.homareya.co.jp/ 984-0817 仙台市若林区堰場１２－５ 022-221-6411 022-221-6414

仙台reborn株式会社　ｱｸｱｲｸﾞﾆｽ仙台
物品販売業 
観光旅行業、宿泊業

「治する」「食する」「育む」をコンセプトに心と体
を再生する複合商業施設　アクアイグニス仙
台

http://aguaignis-sendai.jp/ 984-0843 仙台市若林区藤塚字松の西33-3 022-355-2181 022-355-6044

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

㈲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

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

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

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

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

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

㈱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

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 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

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

㈱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

http://www.mizuno.co.jp/
https://kanko-gakuseifuku.co.jp/
https://www.homareya.co.jp/
http://aguaignis-sendai.jp/
http://www.k-isaf.co.jp/
http://fujitoryo.co.jp/
http://www.ngt-mo.jp/takara.html
https://www.nichibeikoyu.co.jp/
http://www.ujiesuper.com/
http://www.akaizawa.co.jp/
http://www.toyoanzen.co.jp/
http://www.screen-sendai.co.jp/
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サーラエナジー㈱ 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

982-0034 仙台市太白区西多賀二丁目８－５３ 022-245-3591 022-245-5894

㈱小松商店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

982-0245 仙台市太白区秋保町湯向2-2 022-398-2524 022-398-2577

㈲嶺岸石油
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

https://www.big-
advance.site/s/144/1547/company

982-0251 仙台市太白区茂庭字大沢５２－２ 022-281-2818 022-281-2818

(株)東北三恵 物品販売業 https://t-sankei.com 981-1106 仙台市太白区柳生4-4-14 022-241-6696 022-241-6697

㈲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

㈱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

㈱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

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

㈱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

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 ○

㈱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

㈱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

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

㈱気仙沼商会　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.k-shokai.co.jp 981-3117 仙台市泉区市名坂字原田１６０ 022-375-3751 022-375-3757

㈱ 吉 岡 屋
物品販売業 
不動産業 
その他

http://yoshiokaya.com 989-3122 仙台市青葉区栗生五丁目３－３ 022-392-1611 022-392-1626

㈱オフィスベンダー　南吉成本店 物品販売業
国内外の文具、事務用品が常時１万数千点。
オフィスに必要なアイテムがここ１ヵ所で全部
揃います。

https://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
https://www.ksdenki.co.jp/denkodo
/

989-3204 仙台市青葉区南吉成七丁目１－１ 022-382-8822 022-382-8271

https://www.big-advance.site/s/144/1547/company
https://www.big-advance.site/s/144/1547/company
https://t-sankei.com/
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.gonkiya.com/
https://www.tokyointerior.co.jp/
https://www.miyagi.coop/
https://www.kojima.net/
http://www.k-shokai.co.jp/
http://yoshiokaya.com/
https://www.office-vender.com/
https://www.ksdenki.co.jp/denkodo/
https://www.ksdenki.co.jp/denkodo/
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㈱サンデー　愛子店
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

989-3122 仙台市青葉区栗生七丁目１３－１ 022-392-8933 022-392-8935

㈲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

白ゆり商事㈱ 白沢営業所
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業 
電気、ガス、水道業

https://shirayurisyoji.co.jp 989-3124 仙台市青葉区上愛子字大道３３ 022-384-3711 022-384-2974

㈱菅井商事
物品販売業 
ガソリン、灯油等販売業

お客様のご要望にお応えできるよう迅速、丁
寧な対応を心がけております。

http://www.sugai-shouji.jp/ 989-3128 仙台市青葉区愛子中央一丁目６－１４ 022-392-2206 022-392-3265

松本事務機㈱ 物品販売業 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

富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 物品販売業 https://www.fujixerox.co.jp/myx/ 980-0811 仙台市青葉区五橋一丁目１－２３ 022-221-2131 022-221-2170

ハマダヤ㈱ 物品販売業 983-0006 仙台市宮城野区白鳥一丁目28-1 022-254-5021 022-254-5023

http://www.sankaku-age.jp/
https://shirayurisyoji.co.jp/
http://www.sugai-shouji.jp/
http://www.mbm-kk.co.jp/
https://www.fujixerox.co.jp/myx/

