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危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

㈱アサヒファシリティズ 東北支店

金融、保険業
その他

980-0803

仙台市青葉区国分町三丁目４－３３

022-211-1631

022-211-1632

岩手根本観光㈱ 居酒屋洒楽

その他

980-0021

仙台市青葉区中央一丁目８－３８
AKﾋﾞﾙ5F

022-262-6821

022-265-0763

セコム㈱ 東北本部

その他

980-0811

仙台市青葉区一番町二丁目１－２
ＮＭＦ仙台青葉通りビル５Ｆ

022-723-1841

022-723-1844

○

仙台森林管理署

その他

仙台市青葉区東照宮一丁目１５－１

022-273-1111

022-273-1115

○

㈱セブン＆ワン P-STATION

その他

http://www.p-station.co.jp/

980-0021

仙台市青葉区中央一丁目１０－１０

022-221-2456

022-267-0527

セントラル警備保障㈱ 仙台支社

その他

http://www.we-are-csp.co.jp/

980-0022

仙台市青葉区五橋二丁目４－２８

022-264-1821

022-266-5783

大星ビル管理㈱ 東北支店

その他

https://www.taisay.co.jp/

980-0811

仙台市青葉区一番町一丁目３－１

022-227-1581

022-227-1585

㈱エス・キューヴ

不動産、不動産賃貸業
その他

http://scube-lion.com

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

980-0021

仙台市青葉区中央二丁目２－１

022-225-3750

022-225-3750

https://www.secom.co.jp/

仙台森林管理署は国民の森林である
http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/sendai/
981-0908
「国有林」を管理しています。

千歳興産㈱ 仙台三菱ビルディング その他

中央市場商業協同組合

その他

戦後の露天商たちが作った中央公設
市場が前身。
http://www.iroha-yokocho.jp/
毎日の買い物から娯楽まで楽しめる
横丁です。

980-0811

仙台市青葉区一番町二丁目３－２８

022-223-3151

022-223-3152

同和興業㈱

その他

http://www.dowa-kogyo.co.jp/

980-0811

仙台市青葉区一番町四丁目６－１
仙台第一生命タワービル

022-224-0271

022-238-8989

㈱日本レストランエンタプライズ
仙台列車営業支店

物品販売業
その他

980-0021

仙台市青葉区中央一丁目１－１
仙台駅構内２階

022-227-1288

022-221-6195

日本電設工業㈱ 東北支店

電気、ガス、水道業
その他

http://www.densetsuko.co.jp/

980-0021

仙台市青葉区中央四丁目９－２３

022-221-5501

022-213-8858

㈱百反
ＡＢＣ本店クリスロード館

その他

http://www.100tan.com

980-0021

仙台市青葉区中央二丁目２－２７

022-262-0446

022-262-5920

㈱復建技術コンサルタント

その他

http://www.fgc.jp/

980-0012

仙台市青葉区錦町一丁目７－２５

022-262-1234

022-265-9309

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

http://www.miyagi-jk.or.jp

980-0011

仙台市青葉区上杉一丁目１－２０

022-261-6161

022-261-0831

綜合警備保障㈱ 宮城支社

その他

980-6006

仙台市青葉区中央四丁目６－１
ＳＳ30 6Ｆ

022-716-2700

022-223-3007

㈱クロップス

その他

980-6116

仙台市青葉区中央一丁目３－１
アエル 16F

022-724-1111

022-724-1115

980-0811

仙台市青葉区一番町四丁目７-１７
小田急仙台ビル305

022-221-8390

022-221-8093

㈱アイム環境ビル管理 仙台営業所 その他

http://www.sendai-aer.com/

○

その他の会員の皆様

平成30年01月30日現在

事業所名

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

980-0014

仙台市青葉区本町二丁目１５－１
ﾙﾅｰﾙ仙台ﾋﾞﾙ 7階

022-227-2551

022-262-5004

物品販売業
その他

980-0811

仙台市青葉区一番町四丁目６－１
仙台第一生命ﾀﾜｰﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ6F

022-212-6450

022-212-6431

富士通リース㈱ 東北支店

金融、保険業
その他

980-0811

仙台市青葉区中央三丁目2番23号

022-222-8842

022-222-4694

日本電気㈱東北支社

その他製造業
その他

http://jpn.nec.com/

980-6025

仙台市青葉区中央四丁目６－１

022-267-8750

022-267-8753

㈱富士防災 営業本部

その他

http://fujibousai.co.jp

981-0965

仙台市青葉区荒巻神明町2-15

022-725-3241

022-725-3242

日本出版販売㈱ 東北支店

その他

980-0023

仙台市青葉区北目町1-18
ピースビル3Ｆ

022-778-1500

022-722-2271

協和運輸倉庫㈱

運送、配達業
その他

http://www.kyowa-unyu-soko.co.jp/ 983-0036

仙台市宮城野区苦竹三丁目６－１０

022-237-7311

022-237-7341

㈱佐彦

その他

https://www.sahiko.co.jp/

983-0034

仙台市宮城野区扇町五丁目４－７

022-232-1231

022-236-9686

三陸運輸㈱ 仙台港事業所

運送、配達業
その他

http://www.sanriku-unyu.com

983-0001

仙台市宮城野区港四丁目９－６

022-387-1701

022-387-1721

塩釜港運送㈱ 仙台塩釜港支店

その他

http://www.siogamakouunsou.com

985-8522

塩釜市貞山通一丁目６－３８

022-364-5225

022-365-2080

㈱仙台トラックターミナル

運送、配達業
不動産、不動産賃貸業
その他

983-0036

仙台市宮城野区苦竹四丁目３－１

022-237-2201

022-236-8766

㈱志文 東部自動車学校

その他

983-0033

仙台市宮城野区福住町１６－４４

022-259-0651

022-259-7572

花王カスタマーマーケティング㈱
東北リージョン

その他

983-0039

仙台市宮城野区新田東三丁目５－１

022-782-7100

022-782-7165

㈱ニチレイ・ロジスティクス東北
仙台物流センター

その他
運送、配達業

983-0001

仙台市宮城野区港四丁目１－３

022-259-4905

022-259-7543

㈱白洋舍 仙台支店

その他

983-0036

仙台市宮城野区苦竹一丁目２－４５

022-284-2323

022-284-0305

丸八倉庫㈱ 仙台営業所

その他

983-0034

仙台市宮城野区扇町四丁目６－１８

022-284-0061

022-231-2872

宮城県管工業協同組合

その他

http://www.miyakan.or.jp

983-0034

仙台市宮城野区扇町四丁目３－３３

022-239-6711

022-239-6601

㈱ヤマザワ 高砂店

その他

http://yamazawa.co.jp

983-0011

仙台市宮城野区栄二丁目２４－１０

022-258-6305

022-258-6414

陸上自衛隊 仙台駐屯地

その他

http://www.mod.go.jp/gsdf/neae/neahq/neainfo/sta/sendai/sendaista.htm
983-8580
仙台市宮城野区南目館１－１

022-231-1111

022-231-1128

東京美装興業㈱ 東北支店

その他

ダイワボウ情報システム㈱ 仙台支店

http://www.tokyo-biso.co.jp

http://www.tobu-ds.co.jp

危険物保安部会
兼任

○

救命優良事業所

その他の会員の皆様

平成30年01月30日現在

事業所名

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ
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所在地
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三愛ロジスティクス㈱ 物流センター宮城

運送、配達業
その他

http://www.rlc.co.jp/about/office/toubu.html
983-0034

仙台市宮城野区扇町三丁目６－７

022-782-8675

022-783-5423

(一財)みやぎ産業交流センター

その他

http://www.yumemesse.or.jp

983-0001

仙台市宮城野区港三丁目１－７

022-254-7111

022-254-7110

Ｒ４５・日の出自動車学校

学校、教育、研究機関業
その他

http://www.961net.com/r45/

983-0035

仙台市宮城野区日の出町二丁目１－１３

022-283-9777

022-283-9779

ジェイ商事㈱ 仙台支店

その他

http://ju-group.jp

983-0039

仙台市宮城野区新田東四丁目３－１

022-782-9920

022-782-9921

983-0005

仙台市宮城野区福室四丁目１８－２

022-786-3666

022-786-4666

㈱ごんきや セレモニア高砂桜会館 その他

おかげさまで創業200年これからも地
域でいちばん「ありがとう」をいただけ http://www.gonkiya.com/
る企業をめざします

苫小牧埠頭㈱ 港運事業部仙台支店

運送、配達業
その他

HTTP//www.tomafu.co.jp/

983-0001

仙台市宮城野区港四丁目１６－３

022-387-2926

022-387-2941

(一財)みやぎ婦人会館

その他

http://www.fujin-kaikan.or.jp

989-0851

仙台市宮城野区榴ヶ岡５

022-299-4530

022-255-4531

㈱清月記

その他

https://www.seigetsuki.co.jp/

983-0035

仙台市宮城野区日の出町二丁目５－４

022-782-5777

022-782-5778

㈱トスネット

物品販売業
観光旅行業、宿泊業
その他

http://www.tosnet.co.jp

983-0045

仙台市宮城野区宮城野一丁目１０－１

022-299-5761

022-299-5874

983-0013

仙台市宮城野区中野一丁目５－３５

022-353-7805

022-353-7825

三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ㈱ 北日本支社 その他

㈲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

㈱ダイワ 仙台支店

物品販売業
その他

983-0035

仙台市宮城野区日の出町三丁目８－３４

022-235-3021

022-236-7804

東北油化工業㈱

その他

http://www.t-yukakogyo.co.jp

983-0002

仙台市宮城野区蒲生字八郎兵衛谷地第二
１１２－１０

022-258-7074

022-258-9629

㈱丸運 仙台物流センター

運送、配達業
その他

http://www.maruwn.co.jp/

983-0034

仙台市宮城野区扇町四丁目７－２５

022-237-0111

022-236-7011

985-0901

仙台市宮城野区港五丁目２－１

022-799-2640

022-361-0234

983-0034

仙台市宮城野区扇町三丁目9番10号

022-286-1137

022-286-1924

984-0015

仙台市若林区卸町三丁目８－１０３
ｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ卸町ﾋﾞﾙ（管理室）

022-783-5778

022-783-5761

東北ポートサービス㈱仙台営業所 その他

㈱北日本ウェスターン商事

その他

http://www.kn-western.com

ＮＴＴ都市開発㈱
アーバンネット卸町ビル

その他

㈱櫻井防災

物品販売業
建築、機械設備業
その他

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

澤田商事㈱

運送、配達業
その他

http://www.sawadashouji.co.jp

984-0015

仙台市若林区卸町五丁目５－１

022-235-9411

022-235-9415

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

○

その他の会員の皆様

平成30年01月30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

(協)仙台卸商センター

ガソリン、灯油等販売業
その他

http://www.oc-sendai.ne.jp

984-8651

仙台市若林区卸町二丁目１５－２

022-235-2161

022-284-0864

㈱仙台水産

その他

http://www.sendaisuisan.co.jp/

984-0015

仙台市若林区卸町四丁目３－１

022-232-8281

022-232-8258

仙台団地倉庫協同組合

運送、配達業
その他

http://www.danchisoko.or.jp/index.html
984-0015

仙台市若林区卸町五丁目５－１

022-235-5097

022-235-5095

仙台トラック事業協同組合

運送、配達業
その他

http://sentora.net/

984-0015

仙台市若林区卸町四丁目２

022-284-1718

022-239-5641

仙都魚類㈱

その他

http://www.sento-gyorui.com/

984-8522

仙台市若林区卸町四丁目３－１

022-237-8300

022-237-1377

服部コーヒーフーズ㈱

物品販売業
食品製造業
その他

http://www.hattori-cf.co.jp/

984-0014

仙台市若林区六丁の目元町２－５

022-285-6134

022-285-7304

東日本冷凍㈱

運送、配達業
その他

http://www.hnr.co.jp

984-0002

仙台市若林区卸町東四丁目３－２４

022-288-5257

022-287-2111

㈱マルタマ

不動産業
その他

http://www.maru-tama.com

984-0075

仙台市若林区清水小路８

022-227-1341

022-262-7325

宮城刑務所

その他

984-0825

仙台市若林区古城二丁目３－１

022-286-3111

022-286-3111

美津濃㈱ 仙台営業所

物品販売業
その他製造業
その他

984-0015

仙台市若林区卸町五丁目１－２

022-235-7178

022-238-6102

㈱卸町整備センター

その他

984-0015

仙台市若林区卸町四丁目５

022-236-7929

022-236-7939

星自動車塗装工業㈱

運送、配達業
その他

http://www.hoshi-j6.com/

984-0014

仙台市若林区六丁の目元町１４－３３

022-288-6621

022-288-6269

仙台中央青果卸売協同組合

物品販売業
ガソリン、灯油等販売業
その他

http://www.ssn.or.jp

984-0015

仙台市若林区卸町四丁目３－１

022-232-8086

022-232-8087

㈱富永製作所 仙台営業所

その他

http://www.kyoto-tmc.co.jp

984-0031

仙台市若林区荒井五丁目8-20-101

022-287-9311

022-287-9312

河北建設㈱

その他

http://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

㈱コクヨロジテム
仙台配送センター

運送、配達業
その他

982-0251

仙台市太白区茂庭字人来田東１６

022-245-6622

022-245-4797

株式会社トーキン 仙台事業所

工業品製造業
その他

982-8510

仙台市太白区郡山六丁目７－１

022-308-0014

022-308-1158

○

東特エステートサービス㈱

不動産、不動産賃貸業
その他

982-0011

仙台市太白区長町七丁目２０－１

022-248-2719

022-246-9778

○

パチンコまるたま 山田店

不動産、不動産賃貸業
その他

982-0818

仙台市太白区山田新町９２－１

022-244-5071

022-244-6571

http://www.mizuno.co.jp

http://www.nec-tokin.com/

http://www.maru-tama.com

救命優良事業所
○

○

○

○

その他の会員の皆様

平成30年01月30日現在

事業所名

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

南仙台自動車学校

その他

http://www.961net.com/m-sendai/ 981-1104

仙台市太白区中田六丁目１－１

022-241-3181

022-241-3182

㈱宮交自動車学校

その他

http://miyakou-ds.com/

982-0847

仙台市太白区長嶺４－１

022-248-3850

022-247-3510

982-0031

仙台市太白区泉崎二丁目２３－２８

022-243-2266

022-244-9038

982-0011

仙台市太白区長町八丁目２２－５

022-246-2671

022-246-2672

和風レストランまるまつ 西多賀店 その他

http://1420.s-re.jp/

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

㈱ルネサンス（長町南クラブ）

その他

㈱松竹マルチプレックスシアター
ズ
ＭＯＶＩＸ仙台

その他

982-0011

仙台市太白区長町七丁目２０－１５
ザ・モール仙台長町Part２

022-304-3703

022-304-3705

扇屋商事㈱ パラディソ長町南店

その他

982-0023

仙台市太白区鹿野二丁目１４－２１

022-746-3777

022-746-2377

㈱たいはっくる

その他

982-0011

仙台市太白区長町五丁目３－１

022-304-2511

022-304-2513

㈱ベストブライダル A・R・E
仙台ｱｰﾄｸﾞﾚｲｽ・ｳｴﾃﾞｨﾝｸﾞﾌｫﾚｽﾄ

その他

982-0831

仙台市太白区八木山香澄町２４－１

022-305-1788

022-305-1289

ニラク 仙台南店

その他

982-0804

仙台市太白区鈎取字谷地田８３

022-307-5610

022-307-5617

㈱オートランドリータカノ

その他

982-0251

仙台市太白区茂庭字人来田東１２－１

022-307-1188

022-307-1185

㈱人来田興産

ガソリン、灯油等販売業
その他

982-0251

仙台市太白区茂庭字人来田中１０－１

022-307-3252

022-307-3253

㈱泉国際ゴルフ場

その他

http://www.izumikokusai.com/

981-3221

仙台市泉区根白石字花輪山５－２

022-379-3333

022-379-3397

○

○

㈱メックアーバンリゾート東北

その他

http://www.murt.co.jp/

981-3206

仙台市泉区明通一丁目１－１

022-377-3136

022-377-3139

○

○

㈱共栄防災

その他

http://www.kyoei-bousai.com/

981-8001

仙台市泉区南光台東一丁目２０－３

022-252-2851

022-251-8403

㈱ごんきや セレモニア南光台
椿会館

その他

http://www.gonkiya.com

981-8002

仙台市泉区南光台南一丁目３－１

022-251-5888

022-253-4777

仙台北自動車学校

その他

http://www.sendaikita.co.jp/

981-3111

仙台市泉区松森字台９３－２５

022-373-9771

022-373-9879

○

仙台市泉文化創造センター

その他

http://www.bunka.city.sendai.jp

981-3133

仙台市泉区泉中央二丁目１８－１

022-375-3101

022-375-4229

○

パチンコまるたま 泉中央店

不動産、不動産賃貸業
その他

http://www.maru-tama.com

981-3133

仙台市泉区泉中央一丁目２２－３

022-218-2031

022-218-2033

㈱Honda Cars宮城中央 泉松森店

物品販売業
その他

981-3111

仙台市泉区松森字関場１０－１

022-374-0321

022-374-1837

http://www.takanogroup.co.jp

○

○

○

○

その他の会員の皆様

平成30年01月30日現在

事業所名

業種

宮城中央森林組合

その他

㈲ミヤギビジネスホテル

観光旅行業、宿泊業
その他

㈱京泉 汗蒸幕のゆ

その他

㈱さとう総業

ＰＲコメント

ＵＲＬ

山のお手入れ・木の伐採について
は、安全作業で高い技術力を誇る、宮 http://www.mcfa-web.com/
城中央森林組合に、ご用命ください。

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

981-3117

仙台市泉区市名坂字万吉前１９－１

022-372-3640

981-3117

仙台市泉区市名坂字南前６３－１

022-375-3900

http://hanjunmakunoyu.jp

981-3117

仙台市泉区市名坂字南前６７－１

022-776-7077

022-776-8070

その他

http://www.sato-sogyo.jp/

981-3131

仙台市泉区七北田字朴木沢９３－１

022-374-1181

022-372-2614

扇屋商事㈱ パラディソ泉店

不動産、不動産賃貸業
その他

http://www.paradiso.co.jp/

981-3137

仙台市泉区大沢二丁目１４－１

022-771-2255

022-771-0762

㈱泉

その他

http://izumi530.jp/

981-3217

仙台市泉区実沢字清水田７８

022-376-4753

022-376-4755

仙台交通㈱

その他

http://sendaikotsu.co.jp/

981-3133

仙台市泉区泉中央１丁目８－３

022-243-2174

022-243-2176

（公財）仙台市スポーツ振興事業
団
仙台市屋内グラウンド

その他

http://www.spf-sendai.jp/shellcom/ 981-3117

仙台市泉区野村字新桂島前４８

022-218-5656

022-776-1090

㈱新陽ランドリー

その他

http://sinyo.main.jp/

981-3221

仙台市泉区根白石字判在家25-2

022-376-5511

022-376-5512

新茶屋

その他

989-3213

仙台市青葉区大倉字上下４－２

022-393-2159

022-393-2159

(公財)仙台市公園緑地協会
葛岡事業所 葛岡斎場

その他

989-3121

仙台市青葉区郷六字葛岡１０

022-226-2141

022-226-2142

(社福)千代福祉会 おおぞら学園 その他

http://sendai-fukusi.org/08oozoragakuen.html
989-3213

仙台市青葉区大倉字大原新田１６－５１

022-393-2334

022-393-2335

救命優良事業所

022-372-8574

(独)中小企業基盤整備機構 東北
その他
本部
学校、教育、研究機関業
中小企業大学校仙台校

989-3126

仙台市青葉区落合四丁目２－５

022-392-8811

022-392-8812

みちのくサービス㈱ 仙台葛岡事業所 その他

989-3121

仙台市青葉区郷六字葛岡５７－１
仙台市環境局 仙台葛岡工場内

022-719-2771

022-719-2773

http://saiten.heian-sendai.co.jp

989-3121

仙台市青葉区郷六字舘１９

022-226-1122

022-226-2147

http://www.miyagi-ek.co.jp/

989-3432

仙台市青葉区熊ヶ根字野川２６－６

022-393-2216

022-393-2218

㈱あいあーる葬祭部 平安祭典

その他

㈱宮城衛生環境公社

その他

㈱吉岡屋

不動産、不動産賃貸業
その他

http://www.yoshiokaya.com/

989-3122

仙台市青葉区栗生五丁目３－３

022-392-1611

022-392-1626

㈱西仙台ゴルフ場

その他

http://www.nishisendai.jp

989-3212

仙台市青葉区芋沢字横向山３３

022-394-2109

022-394-3183

ワタキューセイモア㈱ 東北支店

その他

989-3124

仙台市青葉区上愛子字上遠野原９－５１

022-392-2141

022-392-6662

「明るい衛生環境づくり」を通じて、み
んなの笑顔に貢献（清掃）します。

危険物保安部会
兼任

○

○

○

その他の会員の皆様

平成30年01月30日現在

事業所名

業種

ＰＲコメント

ＵＲＬ

郵便番号

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

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

(一社)宮城県ビルメンテナンス協会 その他

980-0014

仙台市青葉区本町一丁目１２－３０
太陽生命仙台駅北ﾋﾞﾙ 3階

022-265-8711

022-265-5861

仙台商工会議所
総務管理部 管理グループ

その他

980-8414

仙台市青葉区本町二丁目１６－１２

022-265-8124

022-224-8620

㈲けやき会計事務所

その他

http://www.keyaki-at.com

983-0836

仙台市宮城野区幸町五丁目４－１
渡幸ﾍﾞﾙﾒｿﾞﾝ幸町一号棟206号

022-291-2333

022-292-2350

公益社団法人 仙台北法人会

その他

http://www.kitaho.or.jp/

980-0804

仙台市青葉区大町一丁目１－３０
新仙台ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 6階

022-263-0151

022-268-0205

日本郵便㈱ 仙台北郵便局

その他

981-8799

仙台市青葉区台原三丁目１７－１０

022-273-9511

022-274-1812

能美防災㈱ 東北支社

その他

http://www.nohmi.co.jp/

危険物保安部会
兼任

救命優良事業所

