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危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

サンケミファ㈱

その他製造業

http://www.3maru.co.jp/

980-0021

仙台市青葉区中央三丁目３－３

022-222-3011

022-227-8671

㈱宮城文化協会

その他製造業
出版印刷、広告業

http://www.bunkaweb.com

981-0932

仙台市青葉区木町５－２９

022-272-0185

022-273-2590

㈱オンワード樫山 仙台支店

物品販売業
その他製造業

http://www.onward.co.jp

980-0802

仙台市青葉区二日町１２－３４

022-262-8411

022-262-8416

㈱岡村製作所 仙台支店

その他製造業

http://www.okamura.co.jp

980-0013

仙台市青葉区花京院一丁目１－２０
花京院ｽｸｴｱ 12F

022-712-1491

022-712-1537

ニッタン㈱ 東北支社

その他製造業

http://www.nittan.com

980-0021

仙台市青葉区中央一丁目６－３５
東京建物仙台ﾋﾞﾙ 4F

022-266-6111

022-266-6119

日本電気㈱東北支社

その他製造業
その他

http://jpn.nec.com/

980-6025

仙台市青葉区中央四丁目６－１

022-267-8750

022-267-8753

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

http://www.aichitokei.co.jp/

983-0034

仙台市宮城野区扇町六丁目１－１９

022-258-1181

022-259-2510

サンライズパッケージ㈱

その他製造業

http://www.sunrise-package.jp/

983-0035

仙台市宮城野区日の出町二丁目４－１４

022-284-9521

022-235-5396

ＪＸＴＧエネルギー㈱仙台製油所

その他製造業

http://www.noe.jx-group.co.jp/

985-0901

仙台市宮城野区港五丁目１－１

022-363-1110

022-363-1107

○

○

大日本印刷㈱

その他製造業
出版印刷、広告業

983-0036

仙台市宮城野区苦竹三丁目５－１

022-783-4701

022-783-4710

○

○

ニチレキ㈱ 東北支店

その他製造業

983-0001

仙台市宮城野区港一丁目１－２２

022-388-8101

022-388-8177

○

新港リサイクル㈱

その他製造業

http://www.shinko-re.co.jp

983-0001

仙台市宮城野区港一丁目２０－５

022-258-5930

022-258-5930

㈱仙台紙工印刷

その他製造業
出版印刷、広告業

http://www.sendai-shiko.jp

983-0036

仙台市宮城野区苦竹三丁目１－１４

022-231-2245

022-231-2247

大阪印刷インキ製造㈱ 東北工場 その他製造業

983-0002

仙台市宮城野区蒲生二丁目２－２２

022-259-4100

022-259-6785

関西ペイント販売㈱ 東北支店

物品販売業
その他製造業

983-0004

仙台市宮城野区岡田西町３－４０

022-287-2721

022-288-7073

㈲秋製工業

その他製造業
その他

983-0007

仙台市宮城野区仙台港北二丁目１３－１１

022-258-6611

022-258-6624

㈱仙台サンソセンター

その他製造業

983-0001

仙台市宮城野区港一丁目６－１

022-258-3791

022-258-3795

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

㈱タツノ 東北支店

その他製造業
建築、機械設備業

983-0036

仙台市宮城野区苦竹二丁目７－３２

050-9000-0690

022-236-7782

http://www.tatsuno.co.jp
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サカタインクス㈱ 東北支店

その他製造業

http://www.inx.co.jp

984-0002

仙台市若林区卸町東二丁目３－２４

022-284-9533

022-232-9139

東北紙工㈱

その他製造業
出版印刷、広告業

http://www.tohokushiko.jp/

984-0821

仙台市若林区中倉一丁目１３－１

022-231-2141

022-231-2234

ハリウコミュニケーションズ㈱

その他製造業
出版印刷、広告業
学校、教育、研究機関業

http://www.zundanet.co.jp/

984-0011

仙台市若林区六丁の目西町２－１２

022-288-5011

022-288-7600

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

984-0015

仙台市若林区卸町五丁目１－２

022-235-7178

022-238-6102

新日本紙工㈱

その他製造業

984-0011

仙台市若林区六丁の目西町６－１３

022-288-5381

022-288-8995

㈱ほまれや

物品販売業
その他製造業

http://www.homareya.co.jp/

984-0817

仙台市若林区堰場１２－５

022-221-6411

022-221-6414

㈱工技研究所 仙台支店

その他製造業

http://www.kohgiken.co.jp/

984-0821

仙台市若林区中倉二丁目２２－１

022-236-6451

022-236-6450

㈱東北亜鉛電材製作所

その他製造業

984-0014

仙台市若林区六丁の目元町４－１８

022-288-6127

022-288-6856

大成ロテック㈱ 仙台東アスコン

その他製造業

984-0002

仙台市若林区卸町東五丁目１－３６

022-288-6996

022-288-6994

仙台中央生コン㈱

その他製造業

981-1103

仙台市太白区中田町字後河原１

022-241-3121

022-241-3123

㈱ジェミニオート勝美
自動車整備工場

物品販売業
その他製造業

022-378-5858

022-373-9923

共栄電資㈱ 東北事業部

その他製造業

㈱ダスキンプロダクト東北

その他製造業

日本ファインセラミックス㈱

その他製造業

ミクロプラスチックス㈱

創業50周年の昔からある自動車整備
http://www.carsensor.net/shop/miyagi/214874001/?bkkn=cu6209743347
981-3121
仙台市泉区上谷刈字古堤７－２
工場です
技術屋として常に努力しています．
http://www.kyoeidenshi.co.jp/

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

981-3206

仙台市泉区明通三丁目１１－２

022-378-5211

022-378-6858

○

981-3206

仙台市泉区明通四丁目４－１５

022-377-0662

022-377-0665

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

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

河北新報印刷㈱

その他製造業

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

○

齋藤コロタイプ印刷㈱ 愛子工場

その他製造業

http://saicollo.jp/

989-3124

仙台市青葉区上愛子字松原１５－２

022-392-5339

022-392-2718

○

㈱芳賀銃砲火薬店 芳賀火工

その他製造業

http://www.hagafireworks.jp

989-3212

仙台市青葉区芋沢字権現森山４７

022-394-2018

022-394-2033

日本機械工業㈱ 仙台営業所

その他製造業

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

980-0811

仙台市青葉区一番町一丁目１０－３６

022-222-8831

022-223-6660

○

その他製造業の会員の皆様
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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

㈱初田製作所 東北支店

その他製造業
建築、機械設備業

ＰＲコメント

ＵＲＬ
http://www.ndc-group.co.jp

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

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

983-0043

仙台市宮城野区萩野町二丁目１７－１１

022-232-4402

022-284-6086

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

