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サンケミファ㈱
その他製造業 
不動産、不動産賃貸業

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

創文印刷出版㈱
その他製造業 
出版印刷、広告業

980-0821 仙台市青葉区春日町８－３４ 022-222-0181 022-266-4246

㈱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

㈱オカムラ　仙台支店 その他製造業 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 https://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 
第一都市ｲﾝﾌﾗｿﾘｭｰｼｮﾝ営業部
平野様) 
吉川様

その他製造業 
その他

980-6025 仙台市青葉区中央四丁目６－１ 022-267-8762 022-267-8763

愛知時計電機㈱ 仙台工場
工業品製造業 
その他製造業 
電気、ガス、水道業

https://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

ＥＮＥＯＳ㈱仙台製油所 その他製造業 985-0901 仙台市宮城野区港五丁目１－１ 022-369-5105 022-363-1107 ○

大日本印刷㈱　仙台工場 その他製造業 https://www.dnp.co.jp/ 983-0036 仙台市宮城野区苦竹三丁目５－１ 022-783-4701 022-783-4710 ○

東洋製罐㈱ 仙台工場 その他製造業 983-8502 仙台市宮城野区港二丁目４－１ 022-259-2311 022-259-2710 ○

日本ペイント㈱ その他製造業 983-0034 仙台市宮城野区扇町五丁目１０－８ 022-232-6711 022-232-6719 ○

ニチレキ㈱ 東北支店 その他製造業 https://www.nichireki.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目１－２２ 022-388-8101 022-388-8177 ○

Ｊ＆Ｔ環境㈱ 仙台事業本部 その他製造業
地産地消の資源循環型社会を形成する。ミラ
クルリサイクル。

https://www.jt-kankyo.co.jp/ 983-0001 仙台市宮城野区港一丁目６-１ 022-258-5931 022-388-6578

㈱仙台紙工印刷 その他製造業
出版印刷、販促ツール、ホームページ、アプリ
ケーション制作等、多様なニーズに誠意を持っ
てお応えします。

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㈱ 東北営業所 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

㈲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
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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

https://tatsuno-
corporation.com/jp/

983-0036 仙台市宮城野区苦竹二丁目７－３２ 050-9000-0690 022-236-7782

㈱アストモスガスセンター東北 その他製造業 983-0034 仙台市宮城野区扇町一丁目７－８ 022-239-3931 022-239-3934

弘進ゴム㈱ その他製造業 https://www.kohshin-grp.co.jp/ 984-0816 仙台市若林区河原町二丁目１－１１ 022-214-3011 022-214-6831

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

https://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

https://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

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

㈱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

ＤＩＣグラフィックス㈱ 東北支店 その他製造業 984-0011 仙台市若林区六丁の目西町１－４５ 022-288-6022 022-287-2258

大成ロテック㈱ 仙台東アスコン その他製造業 https://www.taiseirotec.co.jp/ 984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目１－３６ 022-288-6996 022-288-6994

阿部善産業㈱ その他製造業 982-0805 仙台市太白区鈎取本町一丁目１－６ 022-245-3942 022-245-3816

北日本電線㈱ その他製造業
北日本電線㈱は、技術力・提案力・モノづくり
の力で全国の電力の安定供給に貢献していき
ます。

https://www.kitaniti-td.co.jp 982-8511 仙台市太白区鈎取字向原前６－２ 022-307-1800 022-307-1763 ○

株式会社トーキン 仙台事業所　　 その他製造業 https://www.tokin.com/ 982-8510 仙台市太白区郡山六丁目７－１ 022-308-0014 022-308-1158 ○

㈱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

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

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 ○

㈱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
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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 ○

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 ○

㈱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

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 ○

㈱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

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

新東北化学工業㈱ その他製造業
天然ゼオライトの水や空気をきれいにする機
能によって、快適で健康的な暮らしをサポート
する企業です。

http://www.s-zeolite.com/ 989-3124 仙台市青葉区上愛子字倉内大森62 022-392-2420 022-392-9640

㈱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 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１０－３６ 022-222-8831 022-223-6660

能美防災㈱ 東北支社
その他製造業 
建築、機械設備業 
その他

980-0014
仙台市青葉区本町一丁目２－２０ 
KDX仙台ビル

022-221-2695 022-261-7869

㈱初田製作所　防災ソリューション事業部　仙台支店 その他製造業 http://www.hatsuta.co.jp 983-0043 仙台市宮城野区萩野町二丁目１７－１１ 022-232-4402 022-284-6086

マルヤマエクセル㈱ 東日本営業
所 
東北グループ

工業品製造業 
その他製造業 
建築、機械設備業

981-1106 仙台市太白区柳生二丁目２３－１ 022-748-4515 022-748-4516

http://www.japan-fc.co.jp/
http://www.kedc.co.jp/
http://www.kp-insatsu.co.jp/
http://www.s-zeolite.com/
http://www.hagafireworks.jp/
http://www.hatsuta.co.jp/

