
9. 不動産業の会員の皆様 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

㈱ 安　金 不動産業 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目８－３８ 022-263-5336 022-222-6280

㈱イースタンビル 不動産業 980-0802 仙台市青葉区二日町１１－１１ 022-264-0875 022-261-8279

今野不動産㈱ 不動産業
不動産の賃貸・売買・管理につきまして何んな
りとお問い合わせ下さいませ。

https://www.konno-net.co.jp 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目８－２５ 022-224-1675 022-224-1676

青葉通ﾌﾟﾗｻﾞ共有者代表 清水地所㈱
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

980-0021 仙台市青葉区中央三丁目２－１ 022-222-8615 022-227-1258

株式会社ＯＰＡ仙台フォーラス
百貨店、マーケット業 
不動産業

https://www.forus.co.jp/sendai 980-8546 仙台市青葉区一番町三丁目１１－１５ 022-264-8111 022-216-4439

東一センタービル㈱ 不動産業 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目9-18 (2F) 022-222-0280 022-399-7208

㈱エス・キューヴ
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

一期一会の気持ちを持って、皆様をサポートさ
せて戴きます。

http://www.s-cube.info 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目１２－５ 
凱旋門ビル

022-224-1492 022-267-2755

㈱第一ビルディング　東北支店 不動産業 980-0811 仙台市青葉区一番町四丁目６－１ 022-221-1378 022-268-3870

角川ビルデング㈱ 不動産業
角川ビルは平成23年3月11日東日本大震災を
期に平成24年12月以降耐震及び耐火の改築
工事で生れ変った

980-0021 仙台市青葉区中央二丁目７－３０ 022-222-5136 022-222-5139

野村不動産㈱ 
 都市開発第一事業本部

不動産業 https://www.nomura-re.co.jp 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目２－２ 
　東芝仙台ビル1Ｆ

022-264-7385 022-215-1945 ○

中央日本土地建物㈱代行 
中央日土地ビルマネジメント㈱

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

022-262-0035 022-262-0036

宝来産業㈱
不動産業 
金融、保険業 
不動産、不動産賃貸業

安心できる明日をお手伝い https://hourai-sangyo.co.jp/ 980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目１－１ 022-227-0002 022-227-5610

三菱地所㈱ 東北支店 不動産業 https://www.mec.co.jp 980-0803
仙台市青葉区国分町三丁目６－１ 
仙台パークビル 6F

022-261-1361 022-225-2508

宮城県住宅供給公社
不動産業 
不動産、不動産賃貸業 
その他

980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目１－２０ 022-261-6161 022-261-0831

㈱ヒューモス
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

https://www.humos.co.jp 980-0021 仙台市青葉区中央一丁目１０－１ 022-221-6262 022-221-9592

㈱ヨックシステム
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

ヨックシステムは飲食業界に特化した情報力と
ネットワークで飲食店様・ビルオーナー様をサ
ポート致します！

https://www.yoc-sys.co.jp/ 980-0803
仙台市青葉区国分町二丁目２－２１ 
吉岡屋ﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾋﾞﾙ 3F

022-263-1726 022-263-1727

土屋不動産㈱
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

当社は、中心部商店街のテナント募集・ビル
管理を主力業務としております。お気軽に御
相談下さい。

http://www.tsuchiya-estate.com 980-0811
仙台市青葉区一番町三丁目１－１６ 
パームシティ131

022-262-6394 022-224-5742
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㈱文化堂 不動産業 980-0801 仙台市青葉区木町通一丁目3-40 022-221-5431 022-267-5501

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

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

トーホクガス㈱
不動産業 
電気、ガス、水道業

980-0011 仙台市青葉区上杉三丁目７－６ 022-268-1311 022-268-1312

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

㈱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

十全会ビル 不動産業 984-0816 仙台市若林区河原町一丁目４－２０ 022-223-7883 022-223-7883

大和実業㈱
不動産業 
不動産、不動産賃貸業

984-0816 仙台市若林区河原町一丁目３－２２ 022-225-2360 022-225-2470

㈱マルタマ
不動産業 
その他

https://www.maru-tama.com/ 984-0075 仙台市若林区清水小路８ 022-227-1341 022-262-7325

井筒あかね㈱ 不動産業 981-1107 仙台市太白区東中田六丁目３－３３ 022-241-0520 022-241-4518

㈱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

㈱山一地所 不動産業 https://yamaichi-j.co.jp/ 981-3133 仙台市泉区泉中央二丁目１３－３ 022-373-0001 022-373-8539

㈱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

㈱ 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
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