
18. 学校、教育、研究機関業の会員の皆様 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

学校法人　聖ドミニコ学院 学校、教育、研究機関業
聖ドミニコ学院は、幼稚園から高等学校まで、
カトリックの精神に基づく教育を実践していま
す。

https://www.dominic.ac.jp/ 980-0874 仙台市青葉区角五郎二丁目２－１４ 022-222-6337 022-221-6203

学校法人 尚絅学院 
中学校・高等学校

学校、教育、研究機関業 http://sh.shokei.jp/ 980-0871 仙台市青葉区八幡一丁目９－２７ 022-264-5881 022-264-5901

学校法人 角川学園 
専門学校 花壇自動車大学校

学校、教育、研究機関業
「整備士教育を通して自動車産業の発展と車
社会の安全に貢献する」を教育理念とする自
動車整備士養成校

http://www.kadan-atcs.or.jp/ 980-0815 仙台市青葉区花壇８－１ 022-222-3838 022-266-7904

東北学院大学（施設課） 学校、教育、研究機関業 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp/ 980-8511 仙台市青葉区土樋一丁目３－１ 022-264-6431 022-264-6345 ○

国立大学法人 東北大学（事務局） 学校、教育、研究機関業 http://www.tohoku.ac.jp/japanese 980-8577 仙台市青葉区片平二丁目１－１ 022-217-6041 022-217-5906

東北福祉大学 学校、教育、研究機関業 https://www.tfu.ac.jp 981-8522 仙台市青葉区国見一丁目８－１ 022-233-3111 022-233-3113

東北医科薬科大学
医療、福祉業 
学校、教育、研究機関業

https://www.tohoku-mpu.ac.jp/ 981-8558 仙台市青葉区小松島四丁目４－１ 022-234-4181 022-275-2013 ○

学校法人 南光学園　東北高等学校 学校、教育、研究機関業 https://www.tohoku.ed.jp 981-8543 仙台市青葉区小松島四丁目３－１ 022-234-6361 022-234-6639

一般社団法人　宮城県歯科医師会
医療、福祉業 
学校、教育、研究機関業

https://www.miyashi.or.jp/ 980-0803 仙台市青葉区国分町一丁目５－１ 022-222-5960 022-225-4843

学校法人　東北文化学園大学 学校、教育、研究機関業 981-8550 仙台市青葉区国見六丁目４５－１ 022-233-3330 022-233-9452

仙台大学附属　明成高等学校 学校、教育、研究機関業
新たな４つの学科(スポーツ創志科,福祉未来
創志科,食文化創志科,普通科)で実学を学び
新校舎で生徒の夢の実現を目指します。

http://www.hgm.ed.jp/ 981-8570 仙台市青葉区川平二丁目２６ー１ 022-278-6131 022-277-5130

仙台大原簿記情報公務員専門学校 学校、教育、研究機関業 https://obs-sendai.ac.jp/ 980-0021 仙台市青葉区中央四丁目２－２５ 022-722-8621 022-722-8625

学校法人　宮城学院　さくら寮 学校、教育、研究機関業 981-0961 仙台市青葉区桜ヶ丘二丁目１８－１ 022-341-2911 022-341-2911

(学)仙台育英学園 学校、教育、研究機関業 983-0045 仙台市宮城野区宮城野二丁目４－１ 022-256-4141 022-299-2408

(一財)宮城県青年会館
観光旅行業、宿泊業 
学校、教育、研究機関業

https://seinenkaikan.or.jp 983-0836 仙台市宮城野区幸町四丁目５－１ 022-293-4631 022-293-4634

(学)宮城中央学園 
ＳＥＮＤＡＩ中央理容美容専門学校

学校、教育、研究機関業 983-0039 仙台市宮城野区新田東二丁目１１－４ 022-231-5678 022-232-3525

Ｒ４５・日の出自動車学校 学校、教育、研究機関業
地域の安全運転センターとして、安心と安全を
お届けします。全車種教習所、R45・日の出自
動車学校

https://www.r45-ds.com/ 983-0035 仙台市宮城野区日の出町二丁目１－１３ 022-283-9777 022-283-9779

東北学院中学校・高等学校 学校、教育、研究機関業 https://www.jhs.tohoku-gakuin.ac.jp 983-8565 仙台市宮城野区小鶴字高野１２３－１ 022-786-1231 022-786-1460
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18. 学校、教育、研究機関業の会員の皆様 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

(公財)仙台市スポーツ振興事業団 
仙台市新田東総合運動場

学校、教育、研究機関業 
その他

新田東総合運動場は体育館・温水プール・市
民球場がある施設です。各種スポーツ教室も
開催しております。

https://www.spf-sendai.jp/genki/ 983-0039 仙台市宮城野区新田東4丁目1-1 022-231-1221 022-231-1230

仙台中央自動車学校 学校、教育、研究機関業
普通車は「定額安心教習」追加技能教習料や
技能検定の再受検料が、合格するまで基本無
料の定額教習実施中！

https://www.sdc-ds.com 983-0841 仙台市宮城野区原町四丁目４－２ 022-291-3053 022-291-3084

(学)新英学園 
仙台歯科技工士専門学校

学校、教育、研究機関業
少人数制を活かし、社会に貢献できる知識や
技術と患者さんへの思いやりを持った歯科技
工士を育成します。

http://www.sengi.ac.jp 984-0051 仙台市若林区新寺三丁目１３－６ 022-293-1822 022-293-1807

学校法人聖ウルスラ学院 学校、教育、研究機関業 https://www.st-ursula.ac.jp/ 984-0828 仙台市若林区一本杉町１－２ 022-286-3557 022-286-3557

学校法人 聖和学園高等学校 学校、教育、研究機関業 http://highschool.seiwa.ac.jp 984-0047 仙台市若林区木ノ下三丁目４－１ 022-257-7777 022-257-1484

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

宮城県仙台第一高等学校 学校、教育、研究機関業 https://sendai1.myswan.ed.jp/ 984-8561 仙台市若林区元茶畑４ 022-257-4501 022-257-4503

株式会社　マザーグース 学校、教育、研究機関業 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町１－３８ 022-288-6008 022-288-6003

㈱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

学校法人　東北工業大学 学校、教育、研究機関業
創造から統合へ―仙台からの発信　　東北工
業大学

https://www.tohtech.ac.jp/ 982-8577 仙台市太白区八木山香澄町３５－１ 022-305-3363 022-305-3362 ○

仙台自動車学校　 
（防火管理者様）

学校、教育、研究機関業 982-0014 仙台市太白区大野田三丁目１３－１２ 022-247-4121 022-247-4122

仙台城南高等学校 学校、教育、研究機関業 https://sendai-johnan.ed.jp/ 982-0836 仙台市太白区八木山松波町５－１ 022-305-2110 022-305-2114

東北歯科技工専門学校 学校、教育、研究機関業
手に職をつけ、安定・将来性があり“やりがい”
のもてる業務独占資格を得られる専門学校で
す。

https://www.toushigi.ac.jp/ 982-0841 仙台市太白区向山四丁目２７－８ 022-266-0237 022-266-0238

中田幼稚園 学校、教育、研究機関業 981-1104 仙台市太白区中田一丁目８－１７ 022-241-0253 022-241-0253

宮城自動車学校 学校、教育、研究機関業
優しい、アットホーム一般社団法人の交通安
全協会が経営してます。４号バイパス千代大
橋東側の自動車学校

http://www.miyagi-ds.com/ 982-0006 仙台市太白区東郡山一丁目１０－１ 022-248-1104 022-248-1105

仙台理容美容専門学校 学校、教育、研究機関業
理容師、美容師、ビューティビジネスのプロを
養成します。

https://www.senribi.com 982-0036 仙台市太白区富沢南二丁目１８－１ 022-304-2151 022-304-2153

聖和学園高等学校 
三神峯キャンパス

学校、教育、研究機関業 http://highschool.seiwa.ac.jp/ 982-0026 仙台市太白区土手内二丁目１－１ 022-304-2030 022-304-2160

(学)袋原学園　袋原幼稚園 学校、教育、研究機関業 http://www.fukurobarayouchien.jp 981-1107 仙台市太白区東中田三丁目２５－６ 022-241-2258 022-241-2477
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18. 学校、教育、研究機関業の会員の皆様 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

学校法人庄司学園　泉第二幼稚園 学校、教育、研究機関業 http://www.shojigakuen.ac.jp 981-3132 仙台市泉区将監十三丁目１－１ 022-372-6900 022-372-6900

奥羽自動車学校 学校、教育、研究機関業 http://www.ohu.co.jp/ 981-3135 仙台市泉区八乙女中央三丁目５－１ 022-372-3277 022-372-2409 ○

(学)秀志学園　幼保連携型 
認定こども園　泉の杜幼稚園

学校、教育、研究機関業
学校法人立幼保連携型認定こども園として幼
稚園保育園機能を併せ持ち乳幼児の教育保
育の推進に努めている。

http://www.izuminomori.ac.jp 981-3216 仙台市泉区小角字大満寺２２－４ 022-379-4141 022-379-4199

聖和学園短期大学 学校、教育、研究機関業 https://www.seiwa.ac.jp 981-3213 仙台市泉区南中山五丁目５－２ 022-376-3151 022-376-3155 ○

仙台北自動車学校　 学校、教育、研究機関業
便利で安心無料送迎バスを運行。充実の全
車種免許ラインナップ。ハイスピードプランや
企業研修も実施。

981-3111 仙台市泉区松森字台９３－２５ 022-373-9771 022-373-9879 ○

仙台白百合女子大学 学校、教育、研究機関業 https://sendai-shirayuri.ac.jp 981-3107 仙台市泉区本田町６－１ 022-374-5012 022-374-7912 ○

明泉高森幼稚園 学校、教育、研究機関業 https://www.meysen.ac.jp 981-3203 仙台市泉区高森二丁目１－３ 022-378-0221 022-378-9604

(学)庄司昭学園　第二向陽台幼稚園 学校、教育、研究機関業
どの子も楽しくできる楽器演奏・本格的プール
を所有。体育教室・外国人との英会話など楽
しさいっぱいの園。

http://www.koyodai-yochien.jp 981-3131 仙台市泉区七北田字寺沢１７－３ 022-373-9615 022-373-7088

学校法人菅原学園　鶴が丘幼稚園 学校、教育、研究機関業 981-3109 仙台市泉区鶴が丘三丁目１７－１ 022-373-7444 022-373-7445

学校法人東北学院　 
東北学院大学泉キャンパス

学校、教育、研究機関業 https://www.tohoku-gakuin.ac.jp 981-3193 仙台市泉区天神沢二丁目１－１ 022-375-1133 022-375-4040

東北学院榴ケ岡高等学校 学校、教育、研究機関業
https://www.tutuji.tohoku-
gakuin.ac.jp/

981-3105 仙台市泉区天神沢二丁目２－１ 022-372-6611 022-375-6966 ○

(学)庄司学園　根白石幼稚園 学校、教育、研究機関業 http://www.shojigakuen.ac.jp/ 981-3221 仙台市泉区根白石字新坂上２９ 022-379-2376 022-379-2376

(学)支倉学園　めるへんの森幼稚園 学校、教育、研究機関業 http://www.meruhen.ed.jp 981-3122 仙台市泉区加茂二丁目２４－２ 022-378-2048 022-378-2049

学校法人　三島学園 学校、教育、研究機関業
大学,短大,高校,幼稚園及び保育園を抱える総
合学園です。地域の生活文化に寄与する人材
の育成に貢献します。

https://www.mishima.ac.jp 981-8585 仙台市泉区虹の丘一丁目１８－２ 022-272-7511 022-272-7516 ○

(学)宮城明泉学園 学校、教育、研究機関業 https://www.meysen.ac.jp/ 981-3121 仙台市泉区上谷刈四丁目１－１ 022-372-3764 022-372-3962

学校法人 青空学園 
愛子幼稚園

学校、教育、研究機関業 989-3127 仙台市青葉区愛子東六丁目４－１５ 022-392-2504 022-392-2935

学校法人愛子学園　大沢幼稚園 学校、教育、研究機関業
http://www.ohsawa-
ayashigakuen.jp/

989-3212 仙台市青葉区芋沢字平３６－２ 022-394-7585 022-394-7590

(独)中小企業基盤整備機構 東北
本部 
中小企業大学校仙台校

その他 
学校、教育、研究機関業

989-3126 仙台市青葉区落合四丁目２－５ 022-392-8811 022-392-8812
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18. 学校、教育、研究機関業の会員の皆様 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

(学)双葉学園　ふたばバンビ幼稚園 学校、教育、研究機関業 989-3203 仙台市青葉区中山吉成二丁目２－２７ 022-278-0004 022-278-0004


