
7. 建築、機械設備業の会員の皆様 令和5年1月1日現在

事業所名 業種 ＰＲコメント ＵＲＬ 郵便番号 所在地 ＴＥＬ ＦＡＸ
危険物保安部会 

兼任

㈱阿部和工務店
建築、機械設備業 
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

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

阿部建設㈱ 建築、機械設備業 980-0001 仙台市青葉区中江二丁目２３－２０ 022-223-8115 022-223-8133

奥田建設㈱ 建築、機械設備業 http://okuda.ne.jp/ 980-0871 仙台市青葉区八幡六丁目９－１ 022-275-2311～8 022-275-3273

㈱奥村組　東北支店 建築、機械設備業 981-8525 仙台市青葉区堤通雨宮町２－２５ 022-274-1231 022-273-9805

鹿島建設㈱ 東北支店 建築、機械設備業 https://www.kajima.co.jp/ 980-0802 仙台市青葉区二日町１－２７ 022-261-7166 022-261-9513

㈱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

㈱錢高組　東北支店 建築、機械設備業 980-0811
仙台市青葉区一番町四丁目７－１７ 
SS.仙台ビル内

022-261-3431 022-261-3521

㈱竹中工務店　東北支店 建築、機械設備業 https://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

022-262-1711 022-211-0114

㈱トーニチ
建築、機械設備業 
不動産、不動産賃貸業

980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目２－１３ 022-268-5821 022-268-5831

㈱橋本店 建築、機械設備業 https://www.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 980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目１５－２５ 022-225-0510 022-225-0233

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 022-224-6586

エクシオグループ㈱　東北支店 建築、機械設備業 https://www.exeo.co.jp/ 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目５－１ 022-354-8000 022-222-5671

東北ミサワホーム㈱
建築、機械設備業 
不動産業

https://tohoku.misawa.co.jp/ 980-0811
仙台市青葉区一番町一丁目３－１ 
ＴＭビル8階

022-706-0330 022-706-0339

あんしん通信防災 建築、機械設備業 981-0904 仙台市青葉区旭ヶ丘一丁目13-7 022-342-4095

鹿島道路㈱ 東北支店 建築、機械設備業 "道からはじまる未来創造企業" https://www.kajimaroad.co.jp/ 980-0802
仙台市青葉区二日町２－１５ 
二日町鹿島ビル

022-216-0492 022-216-8510

日新設備㈱ 仙台支店
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

日新設備は総合設備のパイオニアとして「人
に優しい環境の創造」に貢献します。

http://www.nishin.co.jp/ 980-0014 仙台市青葉区本町二丁目１３－４ 022-225-5631 022-225-5679
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大成建設㈱ 東北支店
建築、機械設備業 
不動産業

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

建築物を通して「あったらいいな」を社会に描
く、まちをワクワクさせる建設会社

http://www.nakashiro.co.jp 983-0836 仙台市宮城野区幸町二丁目２３－１ 022-297-1611 022-299-6761

㈲共同防災設備
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

983-0821 仙台市宮城野区岩切字稲荷１０３－１ 022-396-0831 022-396-0833

日本リーテック㈱ 仙台支店 建築、機械設備業 983-0828 仙台市宮城野区岩切分台一丁目８-６ 022-369-4560 022-369-4561

㈱タイト工業 建築、機械設備業 https://www.taitok.com/ 983-0002 仙台市宮城野区蒲生5丁目2-9 022-259-7677 022-259-7803

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一丁目6-30 
ディーグランツ仙台ビル2階

022-292-3705 022-292-3707

東北油設工業㈱ 建築、機械設備業 983-0824 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字京原８９ 022-252-6766 022-251-5806

㈱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

㈱相澤製作所
工業品製造業 
建築、機械設備業

経験と知識による技術で、あらゆる金属製品
加工に対応します。お客様のニーズにお応え
します。

http://www.aizawa-ss.co.jp 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町７－１ 022-288-6111 022-288-6167

㈱一条工務店宮城
建築、機械設備業 
不動産業

https://ichijo-miyagi.co.jp 984-0801 仙台市若林区畳屋丁２５－１ 022-211-1611 022-211-4437

㈱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

㈱千葉建設
建築、機械設備業 
不動産、不動産賃貸業

984-0824 仙台市若林区遠見塚東１４－２４ 022-286-9241 022-286-9244

ミカド電装商事㈱ 建築、機械設備業 984-0051 仙台市若林区新寺三丁目４－３０ 022-256-8191 022-291-5403

㈱若生電機製作所 建築、機械設備業 984-0014 仙台市若林区六丁の目元町１２－６ 022-288-6265 022-288-7300

㈱東北建物メンテナンスサービス
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業 
学校、教育、研究機関業

984-0826 仙台市若林区若林一丁目８－２４－２０２　 090-2951-0260 022-242-6930

東北浅野防災設備㈱ 建築、機械設備業 http://www.asanobousai.jp/ 984-0013 仙台市若林区六丁の目南町1番10号 022-352-3799 022-352-3798
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中央理化工業㈱ 
仙台営業所

建築、機械設備業 
その他

https://www.chirika.co.jp 984-0039 仙台市若林区荒井南14番地の1 022-762-8817 022-762-8818

産電工業㈱
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

https://www.sandenkogyo.co.jp/ 984-0030 仙台市若林区荒井東二丁目13-1 022-352-3095 022-288-8820

トキコシステムソリューションズ㈱東北支店 建築、機械設備業 984-0001 仙台市若林区鶴代町３－２２ 050-3537-0924 022-238-4206

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

㈱横田塗装店 建築、機械設備業 https://yokotatosou.jp/ 984-0022 仙台市若林区五橋三丁目５－３９ 022-227-1065 022-267-6989

河北建設㈱ 建築、機械設備業 すべての人が安心できる「もの」をつくる。 https://www.kahoku-kk.com 982-0031 仙台市太白区泉崎二丁目２３－４１ 022-245-5351 022-245-7072

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

㈱泉パークタウンサービス
建築、機械設備業 
不動産業

https://www.izumi-pts.co.jp 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

㈱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

東日本興業㈱（泉電力ビル）
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

http://www.powerpump-service.jp 981-3121 仙台市泉区上谷刈六丁目３－４０ 022-375-0858 022-773-5238

㈲栗駒建業 建築、機械設備業 ザ大工 http://www.kurikomakengyou.com/ 981-3117 仙台市泉区市名坂字新門前２４－７ 022-373-3104 022-346-0626

㈱アイ・ケイ・パートナー 
泉中央駅ビル管理事務所

建築、機械設備業 
不動産業

981-3133
仙台市泉区泉中央1丁目7-1 
泉中央駅ビル管理事務所

022-725-8315 022-725-8316

東京シェルパック㈱ 仙台営業所
ガソリン、灯油等販売業 
建築、機械設備業 
電気、ガス、水道業

灯油、設備工事、電気工事の事なら何でもお
気軽にお問合せ下さい。

https://www.tokyo-shellpack.net/ 981-3111 仙台市泉区松森字西沢２６－５ 022-371-0710 022-371-7017

ナショナルエレベーター工業㈱ 建築、機械設備業
仙台に本社工場を置く東北で唯一のエレベー
ター専門メーカーで営業・設計・製造・保守ま
で行っております。

https://www.n-elv.co.jp/ 989-3124 仙台市青葉区上愛子字松原４７－１２ 022-392-8080 022-392-8088

日新建工㈱ 東北支店 建築、機械設備業 https://nisshin-kenko.co.jp/ 989-3126 仙台市青葉区落合五丁目１９－２８ 022-392-2364 022-392-5633

日本ドライケミカル㈱ 東北支店 建築、機械設備業 https://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
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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

㈱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

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

㈲海野商会 建築、機械設備業 984-0831 仙台市若林区沖野三丁目１６－７０ 022-286-3955 022-286-8934


