建築、機械設備業の会員の皆様
事業所名

平成28年02月17日現在

業種

㈱阿部和工務店

建築、機械設備業
不動産業

鹿島建設㈱ 東北支店

建築、機械設備業
不動産業

㈱錢高組 東北支店

建築、機械設備業

㈱竹中工務店 東北支店

建築、機械設備業

㈱橋本店

ＰＲコメント
信頼と和で築く確かな未来
リフォームから新築、古民家再生、
神社・寺院建築も承ります。

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

http://www.abekazu.co.jp

980-0011

仙台市青葉区上杉一丁目１７－１８
銅谷ビル

022-264-0411

022-225-5244

http://www.kajima.co.jp/

980-0802

仙台市青葉区二日町１－２７

022-261-7172

022-261-9513

980-0811

仙台市青葉区一番町四丁目７－１７
小田急仙台ビル３階

022-261-3431

022-261-3521

http://www.takenaka.co.jp/

980-0803

仙台市青葉区国分町三丁目４－３３
定禅寺ビル

022-262-3107

022-211-0114

建築、機械設備業

http://hashimototen.co.jp

980-0822

仙台市青葉区立町２７－２１

022-714-7020

022-714-7030

東日本興業㈱

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

980-8534

仙台市青葉区一番町三丁目７－１

022-225-1659

022-225-4217

藤装建㈱

建築、機械設備業

http://r.goope.jp/fujisoken/

980-0811

仙台市青葉区一番町一丁目１５－２５

022-225-0510

022-225-0233

ホーチキ㈱ 東北支社

建築、機械設備業

http://www.hochiki.co.jp/

980-0803

仙台市青葉区国分町二丁目１４－１８
定禅寺ﾊﾟｰｸﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 8F

022-261-7221

022-261-7227

前田建設工業㈱ 東北支店

建築、機械設備業

http://www.maeda.co.jp

980-0802

仙台市青葉区二日町４－１１

022-225-8862

022-224-4650

東北ミサワホーム㈱

建築、機械設備業

980-0811

仙台市青葉区一番町一丁目３－１
MTビル8階

022-706-0330

022-706-0339

日新設備㈱ 仙台支店

建築、機械設備業
電気、ガス、水道業

980-0014

仙台市青葉区本町二丁目１３－４

022-225-5631

022-225-5679

大成建設㈱ 東北支店

建築、機械設備業
不動産業

http://www.taisei.co.jp/

980-0811

仙台市青葉区一番町三丁目１－１
仙台ﾌｧｰｽﾄﾀﾜｰ 12階

022-225-7748

022-225-7399

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

東北浅野防災設備㈱

建築、機械設備業

http://www.asanobousai.jp/

983-0043

仙台市宮城野区萩野町二丁目２４－２

022-236-1473

022-236-1474

東北ゼネラル防災㈱

建築、機械設備業

983-0821

仙台市宮城野区岩切字今市東301番地

022-255-1501

022-255-1505

中城建設㈱

建築、機械設備業
不動産、不動産賃貸業

983-0836

仙台市宮城野区幸町二丁目２３－１

022-297-1611

022-299-6761

ＪＲ東日本ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ㈱仙台支店

建築、機械設備業

983-0852

仙台市宮城野区榴岡三丁目４－１
ｱｾﾞﾘｱﾋﾙｽﾞ 14F

022-292-3705

022-292-3707

㈱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

㈱相澤製作所

工業品製造業
建築、機械設備業

984-0014

仙台市若林区六丁の目元町７－１

022-288-6111

022-288-6167

私たちミサワホームグループは．良質
の「住まい」を提供し、豊かな社会づく http://tohoku.misawa.co.jp/
りに貢献します。

確かな安全をお届けします。
信頼と技術の総合防災システム
東北浅野防災設備株式会社

新規建設事業、大規模修繕、病院開
設等は、中城建設へお任せください。
http://www.nakashiro.co.jp
地元仙台の活性化を全力でバックアッ
プしています。

株式会社タツノはガソリン計量機の販
売、メンテナンスなど
http://www.tatsuno.co.jp
世界の三大ガソリン計量機メーカーで
す。
http://aizawa-ss.co.jp

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

○

建築、機械設備業の会員の皆様
事業所名

平成28年02月17日現在

業種

ケーオー電気㈱

建築、機械設備業

㈱櫻井防災

物品販売業
建築、機械設備業
その他

㈱千葉建設

建築、機械設備業
不動産、不動産賃貸業

ミカド電装商事㈱

建築、機械設備業

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

富士塗料興業㈱

物品販売業
建築、機械設備業

㈱横田塗装店

建築、機械設備業

㈱泉パークタウンサービス

建築、機械設備業
不動産業
観光旅行業、宿泊業

産電工業㈱

建築、機械設備業
電気、ガス、水道業

東日本興業㈱（泉電力ビル）

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

http://www.kodenki.jp

984-0065

仙台市若林区土樋７５

022-222-4928

022-266-8228

http://www.sakurai-bousai.co.jp/

984-0015

仙台市若林区卸町一丁目６－６

022-231-8533

022-231-8534

984-0824

仙台市若林区遠見塚東１４－２４

022-286-9241

022-286-9244

http://www.mikado-d.co.jp

984-0051

仙台市若林区新寺三丁目４－３０

022-256-8191

022-291-5403

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

984-0015

仙台市若林区卸町三丁目１－１７

022-232-0221

022-239-7640

984-0022

仙台市若林区五橋三丁目５－３９

022-227-1065

022-267-6989

三菱地所グループの総合力とノウハ
ウを活かし、上質なサービスと新たな http://www.izumi-pts.co.jp
価値を提供していきます。

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

○

企業を通じて社会に貢献するそれが
私たちの願いです。

http://www.sandenkogyo.co.jp

981-3135

仙台市泉区八乙女中央一丁目６－７

022-371-1701

022-373-2417

○

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

㈱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

パワーポンプサービス

建築、機械設備業
電気、ガス、水道業

981-3121

仙台市泉区上谷刈六丁目３－４０

022-375-0858

022-773-5238

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

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

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

㈱北辰エース

建築、機械設備業

981-0933

仙台市青葉区柏木一丁目２－４５
ﾌｫﾚｽﾄ仙台ﾋﾞﾙ 5階

022-233-6097

022-274-1572

消防用設備等の設計・施工・保守管
理
廃消火器のリサイクル事業
防災備蓄品の販売

「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。

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。
県下随一の施工実績。
建築塗装から一般住宅まで，塗装の http://yokotatosou.jp
事ならなんでもお任せ下さい。

連送管耐圧・放水試験業務、漏水調
査業務を行っております。いつでも、ど http://www.powerpump-service.jp
こでも、何時でも対応しております。

