
管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 資生堂プロフェッショナル㈱ 仙台オフィス
仙台中央 ㈱安部日鋼工業 東北支店
仙台中央 フジクリーン工業㈱ 東北支店
仙台中央 日本電子㈱ 仙台支店
仙台中央 トヨタカローラ宮城㈱ アムシス広瀬通り店
仙台中央 東北電力㈱ 本店
仙台中央 （公社）仙台市シルバー人材センター
仙台中央 国立大学法人 東北大学
仙台中央 エヌエヌ生命保険㈱ 仙台営業部
仙台中央 新菱冷熱工業㈱ 東北支社
仙台中央 出光興産㈱ 東北支店
仙台中央 みずほ信託銀行㈱ 仙台支店
仙台中央 宮城県警察本部刑事部捜査第一課
仙台中央 東日本旅客鉄道㈱ 仙台支社
仙台中央 東日本興業㈱
仙台中央 エクシオグループ㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱東北プリント
仙台中央 大林道路㈱ 東北支店
仙台中央 小林製薬㈱ 北日本営業部 仙台営業所
仙台中央 ㈱明電舎 東北支店
仙台中央 ㈱白松がモナカ本舗
仙台中央 ㈱保坂
仙台中央 ㈱仙台三越
仙台中央 宮城トヨタ自動車㈱ 仙台中央店
仙台中央 鹿島建設㈱ 東北支店
仙台中央 住友電設㈱ 東北支店
仙台中央 仙台市建設局下水道事業部 下水道調整課
仙台中央 （一財）あんしん財団 東北支局
仙台中央 全国酪農業協同組合連合会 仙台支所
仙台中央 杏林製薬㈱ 東北支店
仙台中央 三井住友信託銀行㈱ 仙台支店
仙台中央 ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱ 東北営業部
仙台中央 日産化学㈱ 仙台オフィス
仙台中央 杜の都信用金庫
仙台中央 ㈱橋本店 本社
仙台中央 ㈱りそな銀行 仙台支店
仙台中央 宮城県警察本部交通部交通指導課
仙台中央 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 東北支店
仙台中央 国立大学法人 東北大学 大学院理学研究科
仙台中央 国立大学法人東北大学大学院 工学研究科
仙台中央 ㈱ジャパンヘルスサミット
仙台中央 コスモ石油マーケティング㈱ 東日本支店
仙台中央 野村證券㈱ 仙台支店
仙台中央 日新設備㈱ 仙台支店
仙台中央 アサヒ飲料㈱ 東北支社
仙台中央 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 仙台支店
仙台中央 エスビー食品㈱ 東北支店 南東北営業所
仙台中央 東北発電工業㈱
仙台中央 ㈱復建技術コンサルタント
仙台中央 ㈱島津製作所 東北支店
仙台中央 正田醤油㈱ 東北営業部
仙台中央 ㈱ストロベリーコーンズ
仙台中央 日本郵便㈱ 東北支社
仙台中央 吉野石膏㈱ 仙台支店
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仙台中央 ㈱ムサシ 仙台支店
仙台中央 ㈱ディスコ 仙台支店
仙台中央 ㈱常陽銀行 仙台支店
仙台中央 太陽工業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱秋田銀行 仙台支店
仙台中央 宮城県警察本部警備部公安課
仙台中央 ㈱弘電社 東北支店
仙台中央 ㈱日産サティオ宮城 中央店
仙台中央 宮城県警察本部警務部警務課
仙台中央 東テク㈱ 東北支店
仙台中央 パナソニックＥＷエンジニアリング㈱ 北海道・東北支店
仙台中央 ㈱リガク 東北営業所
仙台中央 帝人ヘルスケア㈱ 東北支店 宮城北営業所
仙台中央 扶桑電通㈱ 東北支店
仙台中央 日本化薬㈱ 仙台医薬支店 宮城営業所
仙台中央 積水ハウス㈱ 東北営業本部
仙台中央 仙建工業㈱
仙台中央 ㈱ＴＫＣ 東北ＳＣＧサービスセンター
仙台中央 明光ビルサービス㈱
仙台中央 ㈱テクノ菱和 東北支店
仙台中央 日本アイ・ビー・エム㈱ 東北技術部
仙台中央 中外製薬㈱ 北海道・東北統括支店
仙台中央 ㈱赤門自動車学校
仙台中央 カメイ㈱
仙台中央 全国農業協同組合連合会 宮城県本部
仙台中央 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱ 仙台支店
仙台中央 大和電設工業㈱
仙台中央 ㈱仙台銀行
仙台中央 ㈱きんでん 東北支社
仙台中央 東北労働金庫 本店営業部
仙台中央 ㈱帝国データバンク 仙台支店
仙台中央 ㈱ユアテック 宮城支社
仙台中央 仙台市役所 財政局理財部 庁舎管理課
仙台中央 ㈱クボタ 東北支社
仙台中央 ㈱河北新報社
仙台中央 住友商事東北㈱
仙台中央 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱藤崎
仙台中央 仙台国税局
仙台中央 ㈱七十七銀行
仙台中央 東北電力ネットワーク㈱ 仙台電力センター（駅前事務所）
仙台中央 キリンビバレッジ㈱ 東日本統括本部
仙台中央 サッポロビール㈱ 東日本本部
仙台中央 宮城県仙台中央警察署
仙台中央 ＮＯＫ㈱ 仙台支店
仙台中央 日本ライフライン㈱ 仙台営業所
仙台中央 日本郵便㈱ 仙台中央郵便局
仙台中央 ㈱ＮＴＴドコモ 東北支社
仙台中央 ㈱オカムラ 東日本支社
仙台中央 イオンプロダクトファイナンス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱日立システムズ 東北支社
仙台中央 旭トステム外装㈱ 北日本支店
仙台中央 三建設備工業㈱ 東北支店
仙台中央 セントジュードメディカル㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱バイタルネット
仙台中央 大鵬薬品工業㈱ 仙台支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 日本放送協会 仙台放送局
仙台中央 ㈱カダン 花壇自動車学校
仙台中央 国立大学法人 宮城教育大学
仙台中央 ㈱全日警 仙台支社
仙台中央 東北電力㈱ 宮城支店
仙台中央 学校法人 北杜学園
仙台中央 ㈱東芝 東北支社
仙台中央 東北財務局
仙台中央 東京海上日動火災保険㈱ 東北業務支援部
仙台中央 ＳＭＢＣ日興証券㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱オリエントコーポレーション 仙台管理センター
仙台中央 ㈱北日本銀行 仙台支店
仙台中央 東北経済産業局
仙台中央 協和キリン㈱ 東北支店
仙台中央 セントラル警備保障㈱ 仙台支社
仙台中央 仙台地方検察庁
仙台中央 農林水産省 東北農政局
仙台中央 東洋ワークセキュリティ㈱ 仙台営業所
仙台中央 宮城県住宅供給公社
仙台中央 田辺三菱製薬㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス 東日本支店
仙台中央 鳥居薬品㈱ 北海道東北支社
仙台中央 サントリーフーズ㈱ 東北支社
仙台中央 菱電エレベータ施設㈱ 東北支店
仙台中央 日本電設工業㈱ 東北支店
仙台中央 あすか製薬㈱ 北日本統括部 東北営業所
仙台中央 全労済 宮城推進本部
仙台中央 ＢＡＳＦジャパン㈱ 東北営業
仙台中央 農林中央金庫 仙台支店
仙台中央 ㈱東北ダイケン
仙台中央 オリックス自動車㈱ 仙台支店
仙台中央 サクラ精機㈱ 仙台営業所
仙台中央 日工㈱ 東北支店
仙台中央 仙台北税務署
仙台中央 ㈱三協技術
仙台中央 ㈱千代田組 東北支店
仙台中央 旭化成ファーマ㈱ 医薬仙台支店
仙台中央 ㈱三井住友銀行 仙台支店
仙台中央 ㈱ニチレイフーズ 東北支社
仙台中央 ㈱商工組合中央金庫 仙台支店
仙台中央 （公社）宮城県建設センター
仙台中央 ㈱ハマナミート
仙台中央 ㈱建設新聞社
仙台中央 積水メディカル㈱ 東北営業所
仙台中央 共和化工㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱マースシステムズ東日本 東北営業所
仙台中央 三井住友建設㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱安藤・間 東北支店
仙台中央 ㈱みずほ銀行 仙台支店
仙台中央 三井住友海上火災保険㈱
仙台中央 マルホ㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱極洋 仙台支社
仙台中央 スリーエムジャパン イノベーション㈱ 仙台支店
仙台中央 王子ネピア㈱ リビングサポート営業本部 東北・北海道エリア統括部（仙台オフィス）
仙台中央 みずほ証券㈱ 仙台支店
仙台中央 東西化学産業㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 ㈱東北開発コンサルタント
仙台中央 東京海上日動調査サービス㈱ 東北事業所
仙台中央 沖電気工業㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱ローソン 営業本部 東北エリアサポート部
仙台中央 東日本コンクリート㈱
仙台中央 共栄火災海上保険㈱ 東北支店
仙台中央 能美防災㈱ 東北支社
仙台中央 東芝コンシューママーケティング㈱
仙台中央 新日本空調㈱ 東北支店
仙台中央 積水ハウス㈱ 仙台支店
仙台中央 エプソン販売㈱ 仙台支店
仙台中央 日本製紙クレシア㈱ 東北営業支社
仙台中央 ㈱東邦銀行 仙台支店
仙台中央 一般財団法人 宮城県建築住宅センター
仙台中央 東北総合通信局
仙台中央 日東電工㈱ 東北支店
仙台中央 三菱電機ビルソリューションズ㈱ 仙台支店
仙台中央 岩谷産業㈱エネルギー 東北支社
仙台中央 石井ビル管理㈱
仙台中央 ㈱淀川製鋼所 仙台統括営業所
仙台中央 ㈱守谷商会 東北支店
仙台中央 明治アニマルヘルス㈱
仙台中央 オムロン㈱ 仙台事業所
仙台中央 ㈱ジェイアールテクノサービス仙台 ビルサービス営業所
仙台中央 向井建設㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ＨＥＸＥＬ Ｗｏｒｋｓ東北支店
仙台中央 ㈱栗本鐵工所 東北支店
仙台中央 東北管区警察局
仙台中央 丸善雄松堂㈱ 仙台支店
仙台中央 森永乳業㈱ 東北支店
仙台中央 仙台観光㈱
仙台中央 宮城県警察本部生活安全部生活環境課
仙台中央 カメイ商事㈱
仙台中央 東芝デジタルソリューション㈱ 東北支社
仙台中央 東北緑化環境保全㈱
仙台中央 日本電気㈱ 東北支社
仙台中央 大和証券㈱ 仙台支店
仙台中央 アズビル金門㈱ 東北支店
仙台中央 仙台市建設局下水道事業部 管路建設課
仙台中央 白鶴酒造㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱Ｊ－オイルミルズ 東北支店
仙台中央 川重冷熱工業㈱ 仙台支店
仙台中央 住友林業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱七十七銀行 本店営業部
仙台中央 日本農薬㈱ 仙台支店
仙台中央 シンジェンタジャパン㈱
仙台中央 ㈱ニップン 仙台支店
仙台中央 七十七リース㈱
仙台中央 ㈱ヤクルト本社 医薬営業部 医薬仙台支店
仙台中央 ランスタッド㈱ 仙台オフィス
仙台中央 ㈱大槻電機製作所
仙台中央 川本工業㈱ 東北支店
仙台中央 日本オーチス・エレベータ㈱ 東北支店
仙台中央 三井不動産リアルティ東北㈱ 仙台センター
仙台中央 （宗）宮城県護国神社
仙台中央 同和興業㈱
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仙台中央 （福）宮城県社会福祉協議会
仙台中央 東北大学生活協同組合
仙台中央 ヤマサ醤油㈱ 仙台支店
仙台中央 東北送配電サービス㈱ 宮城支社
仙台中央 ｔｂｃＡｚ㈱
仙台中央 同和警備㈱
仙台中央 ㈱小山商店
仙台中央 ㈱ツムラ 仙台支店
仙台中央 ㈱三上
仙台中央 岳南建設㈱ 仙台支店
仙台中央 シーメンスヘルスケア㈱ 東北営業所
仙台中央 ㈱日専連ライフサービス
仙台中央 日本事務器㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱鈴木魁文堂
仙台中央 ダイダン㈱ 東北支店
仙台中央 （公社）宮城県医師会
仙台中央 日本下水道事業団 東北総合事務所
仙台中央 サントリー酒類㈱ 東北支社
仙台中央 日本水産㈱ 仙台支社
仙台中央 コイト電工㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ピーエス三菱 東北支店
仙台中央 日清食品㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ジャックス 仙台支店
仙台中央 三菱ＨＣキャピタルオートリース㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱永谷園 仙台支店
仙台中央 ㈱北斗ビル管理
仙台中央 塚田電気工事㈱
仙台中央 ㈱土屋歯科商店
仙台中央 ㈱日立製作所 東北支社
仙台中央 全国共済農業協同組合連合会 宮城県本部
仙台中央 ＥＮＥＯＳ㈱ 東北支店
仙台中央 住友林業㈱ 住宅・建築事業本部 仙台支店
仙台中央 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 宮城支社 仙台拠点
仙台中央 太平ビルサービス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱アプラス 仙台支店
仙台中央 仙台市環境局廃棄物事業部 家庭ごみ減量課
仙台中央 ㈱関電工 東北支店
仙台中央 ＮＥＣプラットフォームズ㈱ 東日本支社
仙台中央 日本曹達㈱ 仙台営業所
仙台中央 京セラ㈱ 東北営業所
仙台中央 ㈱オリエントコーポレーション 仙台支店
仙台中央 扶桑薬品工業㈱ 仙台支店
仙台中央 東北ポール㈱
仙台中央 積水化学工業㈱ 環境・ライフラインカンパニー 東北支店
仙台中央 日清製粉㈱ 仙台営業部
仙台中央 ㈱ゼンリン 仙台営業所
仙台中央 ㈱岩手銀行 仙台営業部
仙台中央 栗田工業㈱ 東北支店
仙台中央 ホーチキ㈱ 東北支社
仙台中央 東日本旅客鉄道㈱ 東北建設プロジェクトマネジメントオフィス
仙台中央 日新火災海上保険㈱ 南東北事業部
仙台中央 フジテック㈱ 東北支店
仙台中央 宮城商事㈱
仙台中央 ㈱ソノベ
仙台中央 （学）東北学院大学
仙台中央 ㈱東北第一興商 仙台支店
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仙台中央 アドバンテック東洋㈱ 仙台営業所
仙台中央 ＮＥＣネットイノベーション㈱
仙台中央 積水ハウス不動産東北㈱
仙台中央 日東工営㈱ 東北支店
仙台中央 東芝ライテック㈱ 東北営業部
仙台中央 セコム㈱ 宮城統轄支社
仙台中央 アズビル㈱ ビルシステムカンパニー東北支店
仙台中央 日清医療食品㈱ 仙台支店
仙台中央 シャチハタ㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ヒメノ 東北支店
仙台中央 宮城県道路公社
仙台中央 仙台市青葉区役所
仙台中央 東和工機㈱
仙台中央 日機装㈱ 東日本支社
仙台中央 斎久工業㈱ 東北支店
仙台中央 高砂熱学工業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱江陽グランドホテル
仙台中央 綜合警備保障㈱ 宮城支社
仙台中央 ＯＫＩクロステック㈱ 東北支社別館
仙台中央 ㈱イトーキ 仙台支店
仙台中央 久光製薬㈱ 仙台支店
仙台中央 ロシュ・ダイアグノスティックス㈱ 仙台オフィス
仙台中央 宮城県警察本部警備部外事課
仙台中央 ヤマト科学㈱ 仙台営業所
仙台中央 ＪＦＥエンジニアリング㈱ 東北支店
仙台中央 東芝ＩＴサービス ㈱ 東北事業所
仙台中央 昭和コンクリート工業㈱ 東北支店
仙台中央 日東工業㈱ 仙台営業所
仙台中央 アジア航測㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱ホクエツ
仙台中央 エステー㈱ 東北支店
仙台中央 アボットジャパン合同会社 ＡＮＩ
仙台中央 大新東㈱ 仙台営業所
仙台中央 日本出版販売㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱長府製作所 仙台営業所
仙台中央 ニッタン㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱三和化学研究所 東北支店
仙台中央 ㈱セブン－イレブン・ジャパン 仙台地区事務所
仙台中央 ピジョン㈱ 仙台支店
仙台中央 モランボン㈱ 仙台営業所
仙台中央 振興電気㈱ 東北支店
仙台中央 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 仙台支店
仙台中央 コニカミノルタジャパン㈱ 北日本支社
仙台中央 三菱電機㈱ 東北支社
仙台中央 大成機工㈱ 東北支店
仙台中央 三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ 東北支店
仙台中央 富士電機㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱クマヒラ 仙台支店
仙台中央 新日本設計㈱ 仙台事務所
仙台中央 パナソニック コンシューマーマーケティング㈱ ＬＥ北海道・東北社
仙台中央 ＧＥヘルスケア・ジャパン㈱ 仙台支店
仙台中央 朝日エティック㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ドコモＣＳ東北 ネットワーク運営部
仙台中央 リコージャパン㈱ 宮城支社 五橋事業所
仙台中央 ノボノルディスクファーマ㈱ 東日本ブロックオフィス
仙台中央 ＫＤＤＩエンジニアリング㈱ 東日本支社



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 オリックス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱フォーバル 東北支店
仙台中央 フォンテーヌクチュール＆アデランス東北コンサルテーション
仙台中央 ジェコス㈱ 東北支店
仙台中央 京セラコミュニケーションシステム㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱不動テトラ 東北支店
仙台中央 日本工営㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱東北サイエンス
仙台中央 岡三リビック㈱ 東北支店
仙台中央 ケンコーマヨネーズ㈱ 仙台支店
仙台中央 宮城県仙台中央県税事務所
仙台中央 オリエンタル白石㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ドコモＣＳ東北 ネットワーク建設部
仙台中央 宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局暴力団対策課
仙台中央 宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局銃器薬物対策課
仙台中央 宮城県警察本部刑事部捜査第二課
仙台中央 宮城県警察本部生活安全部少年課
仙台中央 大豊建設㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱植木組 東北支店
仙台中央 大正製薬㈱ 北日本支店
仙台中央 宮城県警察本部警備部警備課
仙台中央 ㈱日本旅行東北 仙台支店
仙台中央 サンリーブ㈱ 東北事業所
仙台中央 大正ファーマ㈱ 北日本支店
仙台中央 大和冷機工業㈱ 仙台中央営業所
仙台中央 ＫＤＤＩ㈱ 東北総支社
仙台中央 大日本コンサルタント㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱セーフティ 東北営業所
仙台中央 鹿島道路㈱ 東北支店
仙台中央 Ｍｅｉｊｉ Ｓｅｉｋａ ファルマ㈱ 医薬東北支店
仙台中央 前澤給装工業㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ＩＨＩ回転機械エンジニアリング 東北事業所
仙台中央 東北インテリジェント通信㈱
仙台中央 ザ・パック㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱日清製粉ウェルナ
仙台中央 ㈱ナカボーテック 東北支店
仙台中央 日高商事㈱ 仙台支店
仙台中央 （学）菅原学園
仙台中央 ㈱ダイヤコンサルタント 東北支社
仙台中央 東北送配電サービス㈱ 仙台営業所
仙台中央 島津メディカルシステムズ㈱ 東北支店
仙台中央 三菱電機ライフサービス㈱ 仙台支店
仙台中央 マルコメ㈱ 東北営業所
仙台中央 宮城県総務部 管財課
仙台中央 三井住友ファイナンス＆リース㈱ 東北営業部
仙台中央 住友化学㈱ アグロ事業部営業部 仙台営業所
仙台中央 イオンクレジットサービス㈱ 仙台支店
仙台中央 ミツイワ㈱
仙台中央 アサヒドラフトマーケティング㈱ 東北支社 仙台支店
仙台中央 東京コンピュータサービス㈱ フィールドサービス事業本部 東北支店
仙台中央 太平洋セメント㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ヤヨイサンフーズ 東北支店
仙台中央 住友三井オートサービス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱シモジマ 仙台営業所
仙台中央 （医）進興会 せんだい総合健診クリニック
仙台中央 ㈱穴吹工務店 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 旭化成メディカル㈱ 血液浄化事業部 東日本営業部 北日本営業所
仙台中央 岡三証券㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱遠藤照明 仙台営業所
仙台中央 ㈱フソウ 東北支店
仙台中央 武田薬品工業㈱ 東北リージョン ＧＩ宮城エリア
仙台中央 日本ドライケミカル㈱ 東北支店
仙台中央 アサヒグループ食品㈱ 営業統括部東北支店
仙台中央 ㈱トインクス
仙台中央 宮城県警察本部刑事部組織犯罪対策局組織犯罪対策課
仙台中央 日本精工㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱日本政策金融公庫 仙台支店 国民生活第一事業
仙台中央 東急建設㈱ 東北支店
仙台中央 宮城相扶㈱
仙台中央 エバラ食品工業㈱ 仙台支店
仙台中央 石原バイオサイエンス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ＪＴＢ 仙台支店
仙台中央 オルガノ㈱ 東北支店
仙台中央 コクヨ東北販売㈱
仙台中央 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ ＣＥ社 北海道・東北支社
仙台中央 リコーリース㈱ 東北支社
仙台中央 総合メディカル㈱ 第二営業部 東北営業部
仙台中央 運転代行社 ムーンアナザ
仙台中央 パナソニックカーエレクトロニクス㈱ 北日本支社
仙台中央 国土交通省 東北地方整備局
仙台中央 パナソニックハウジングソリューションズ㈱ 東北支社 南東北営業部 仙台営業所
仙台中央 大木建設㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 仙台支店
仙台中央 キリンビール㈱ 東北統括本部
仙台中央 住友ファーマ㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱大京アステージ 東北支店
仙台中央 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店
仙台中央 宇部三菱セメント㈱東北支店
仙台中央 株式会社スタッフサービス
仙台中央 旭日産業㈱ 仙台支店
仙台中央 コニカミノルタジャパン㈱ ヘルスケアカンパニー 東北支店
仙台中央 太平洋マテリアル㈱ 東北支店
仙台中央 ライオン㈱ 仙台オフィス
仙台中央 リスパック㈱ 仙台支店
仙台中央 東北管区警察局宮城県情報通信部
仙台中央 こくみん共済 ＣＯＯＰ宮城損調サービスセンター
仙台中央 あいおいニッセイ同和損害調査㈱ 仙台調査グループ
仙台中央 アサヒビール㈱ 東北統括本部
仙台中央 日清丸紅飼料㈱ 東北支店
仙台中央 日本カーソリューションズ㈱ 仙台支店
仙台中央 オムロンフィールドエンジニアリング㈱ 東北支店 仙台テクノセンタ
仙台中央 ㈱エヌ・ティ・ティ エムイー 東北事業所
仙台中央 住友林業ホームテック㈱ 仙台支店
仙台中央 オルガノプラントサービス㈱ 東北事業所
仙台中央 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱拓和 仙台支店
仙台中央 ㈱かんぽ生命保険 仙台支店
仙台中央 ネクセリア東日本㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱セノン 東北支社
仙台中央 出光クレジット㈱ カード事業部 東北エリア
仙台中央 ㈱ＪＭ仙台サービスセンター
仙台中央 第一工業㈱ 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱ 東北支店
仙台中央 美和ロック㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ぎょうせい 東北支社
仙台中央 積水ハウス㈱ 東北シャーメゾン支店
仙台中央 ㈱ミルボン 仙台営業所
仙台中央 アフラック生命保険㈱ 仙台総合支社
仙台中央 ㈱青森銀行 仙台支店
仙台中央 宮城県警察本部総務部広報相談課
仙台中央 宮城県警察本部総務部留置管理課
仙台中央 パーソルテンプスタッフカメイ㈱
仙台中央 熱海建設㈱
仙台中央 第一三共ヘルスケア㈱ 仙台オフィス
仙台中央 佐藤工業㈱ 東北支店
仙台中央 シスメックス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ソラスト 仙台支社
仙台中央 宮城県警察本部刑事部捜査第三課
仙台中央 前田工繊㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ東北
仙台中央 大成建設㈱ 東北支店
仙台中央 ネクサスエナジー㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ゆうちょ銀行 仙台支店
仙台中央 日本道路興運㈱ 仙台支店
仙台中央 日本建設㈱ 仙台支店
仙台中央 三井不動産リアルティ東北㈱
仙台中央 ㈱日邦バルブ 仙台営業所
仙台中央 ティーシートレーディング㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱マイナビ 宮城支社
仙台中央 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 仙台施設保全事務所
仙台中央 東芝プラントシステム㈱ 東北支社
仙台中央 千寿製薬㈱ 東北第２グループ
仙台中央 ㈱ティーガイア 東北支店
仙台中央 ㈱エフピコ 仙台営業所
仙台中央 ＴＨＫ㈱ 仙台支店
仙台中央 東北エネルギーサービス㈱
仙台中央 ㈱ジエイエムエス 東日本支店 仙台オフィス
仙台中央 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北
仙台中央 ㈱不二ビルサービス 東北支店
仙台中央 ＥＹ新日本有限責任監査法人 仙台事務所
仙台中央 ＪＡ三井リース㈱ 仙台支店
仙台中央 オリックス・レンテック㈱ 仙台支店
仙台中央 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 仙台生保支社
仙台中央 三井住友海上あいおい生命保険㈱ 東北ＬＣ支社
仙台中央 東京海上日動あんしん生命保険㈱ 東北支社
仙台中央 ユニアデックス㈱ 東北営業所
仙台中央 アボットメディカルジャパン合同会社 東北支店
仙台中央 ジェイカムアグリ㈱ 東北支店
仙台中央 宮城県警察本部総務部装備施設課
仙台中央 明治安田生命保険相互会社 仙台支社
仙台中央 ㈱島津アクセス 仙台支店
仙台中央 仙台ターミナルビル㈱ ホテルメトロポリタン仙台
仙台中央 ㈱酉島製作所 仙台支店
仙台中央 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 北日本支店
仙台中央 日医工㈱ 仙台支店
仙台中央 東急リバブル㈱ 東北支店 仙台センター
仙台中央 東武トップツアーズ㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ゆうちょ銀行 宮城パートナーセンター



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 ㈱ティーネットジャパン 東北支社
仙台中央 阪和興業㈱ 東北支店
仙台中央 第一三共㈱ 東北支店
仙台中央 キョウワプロテック㈱
仙台中央 ㈱アルビオン 仙台支店
仙台中央 ㈱ドコモビジネスソリューションズ 東北支社
仙台中央 アボットジャパン（同） 診断薬・機器事業部 東北支店
仙台中央 アデコ㈱ 仙台支社
仙台中央 大東建託㈱ 仙台中央支店
仙台中央 コネクシオ㈱ 東北・北海道支社
仙台中央 中国工業㈱ 仙台支店
仙台中央 パーソルマーケティング㈱ 仙台支店
仙台中央 アズビル㈱ アドバンスオートメーションカンパニー 東北支店
仙台中央 綜合警備保障㈱ 宮城支社 仙台中央営業所
仙台中央 大成ロテック㈱ 東北支社
仙台中央 あすか信用組合 仙台支店
仙台中央 三井住友海上あいおい生命保険㈱ 仙台生保支社
仙台中央 ㈱エフティ資生堂 北海道・東北営業統括部
仙台中央 三機工業㈱ 東北支店
仙台中央 佐川印刷㈱ 仙台支店
仙台中央 メルシャン㈱ 北日本支社
仙台中央 ㈱不二サッシ東北
仙台中央 ㈱タカミヤ
仙台中央 オリエンタルモーター㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱テックコーポレーション 仙台支店
仙台中央 富士通ネットワークソリューションズ㈱ 東日本支社 東北支店
仙台中央 ㈱リブドゥコーポレーション 仙台営業所
仙台中央 日本郵便㈱ 宮城検査室
仙台中央 ライオンハイジーン㈱ 仙台営業所
仙台中央 ＭＸモバイリング㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ＯＳＧコーポレーション 仙台支店
仙台中央 東日本フード㈱ 東北広域営業部
仙台中央 ㈱松風
仙台中央 東洋熱工業㈱ 東北支店
仙台中央 ＮＥＣソリューションイノベータ㈱ 東北支社
仙台中央 カルビー㈱ セールス＆マーケティングカンパニー 東日本営業本部 東日本支店
仙台中央 福田道路㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱クリニコ 東北支店
仙台中央 三菱マテリアルトレーディング㈱ 仙台支店
仙台中央 理研計器㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱メフォス 東北事業部
仙台中央 ㈱メディコン 仙台営業所
仙台中央 興和㈱ 北日本支店
仙台中央 ユニ・チャーム㈱ 東北支店
仙台中央 ソントン㈱ 東北営業所
仙台中央 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱
仙台中央 メタウォーター㈱ 東日本サービス部 東北サービスグループ
仙台中央 マルハニチロ㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱荘内銀行 仙台支店
仙台中央 星和電機㈱ 東北支社 仙台営業所
仙台中央 前澤化成工業㈱ 北日本支店 仙台営業所
仙台中央 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 東日本社
仙台中央 東北公安調査局
仙台中央 共立製薬㈱ ＰＡ営業本部
仙台中央 ㈱フィリップス・ジャパン 仙台支店
仙台中央 はごろもフーズ㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 ㈱城口研究所 東北支店
仙台中央 ㈱ミツウロコヴェッセル東北
仙台中央 ㈱ダルトン 仙台支店
仙台中央 （一社）パーソナルサポ－トセンター
仙台中央 仙台往診クリニック
仙台中央 東洋建設㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ＬＩＸＩＬ 東北支社
仙台中央 ㈱松村組 東北支店
仙台中央 旭ファイバーグラス㈱ 東北支店
仙台中央 トヨタファイナンス㈱ 東北支社
仙台中央 遠藤鋼機㈱ 東北支店
仙台中央 ナイス㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱竹中工務店 東北支店
仙台中央 ㈱アイヴィジット 東北支店
仙台中央 日本ケミファ㈱ 北日本支店 仙台営業所
仙台中央 ㈱いぶきエステート
仙台中央 日本製紙木材㈱ 東北支店 仙台営業所
仙台中央 ㈱アインファーマシーズ 東北支店
仙台中央 ＹＫＫ ＡＰ㈱ 東北支社
仙台中央 キョウワセキュリオン㈱ 仙台事業所
仙台中央 （福）仙台市社会福祉協議会
仙台中央 （学）仙台ＹＭＣＡ学園
仙台中央 ㈱テクノ・サービス 仙台営業所
仙台中央 ㈱錢高組 東北支店
仙台中央 アイ・ティー・エックス㈱ 東日本支社
仙台中央 ㈱朝日工業社 東北支店
仙台中央 ネスレ日本㈱ 北日本支社
仙台中央 ミズホ㈱ 東北センター
仙台中央 新晃アトモス㈱ 東北支店
仙台中央 大日本除虫菊㈱ 仙台支店
仙台中央 住友大阪セメント㈱ 東北支店
仙台中央 アサヒフィールドマーケティング㈱ 東日本支社
仙台中央 仙台市財政局税務部 資産課税課
仙台中央 藤井産業㈱ 東北支店
仙台中央 仙建工業㈱ 仙台支店
仙台中央 荏原商事㈱ 東北支店
仙台中央 パナソニックＳＳサービス㈱ 東日本支社
仙台中央 富士通㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱小西造型
仙台中央 日興通信㈱ 仙台支店
仙台中央 東北厚生局 麻薬取締部
仙台中央 興和商事㈱ 仙台営業所
仙台中央 西松建設㈱ 北日本支社
仙台中央 仙台農業協同組合 上杉支店
仙台中央 資生堂ジャパン㈱ 北日本営業本部
仙台中央 宮城県警察本部交通部交通企画課
仙台中央 宮城県警察本部交通部交通規制課
仙台中央 ㈱ＩＣＴフィールドサポート 東北ＣＳ部 仙台サービス課
仙台中央 仙台市環境局 廃棄物事業部 事業ごみ減量課
仙台中央 ㈱トーセン 仙台営業部
仙台中央 オリエンタル酵母工業㈱ 仙台営業部
仙台中央 仙台市環境局 環境対策課
仙台中央 ㈱夢真 仙台営業所
仙台中央 ㈱本間組 東北支店
仙台中央 ㈱カネカメディックス 仙台営業所
仙台中央 ㈱伊達の牛たん本舗



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 第一三共エスファ㈱ 営業本部 東日本統括部 東北南営業部
仙台中央 古河産機システムズ㈱ 東北支店
仙台中央 クリエイトプランニング㈱
仙台中央 コミュニティワン㈱ 東北支店
仙台中央 クボタ環境エンジニアリング㈱ 東北ポンプ部
仙台中央 日本テクノ㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱メディコスヒラタ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ＮＨＫテクノロジーズ 仙台総支社
仙台中央 プラス㈱ジョインテックスカンパニー 東北支社
仙台中央 ＫＤＤＩまとめてオフィス東日本㈱
仙台中央 東亜建設工業㈱ 東北支店
仙台中央 三井住建道路㈱ 東北支店
仙台中央 古河電池㈱ 東北支社
仙台中央 日本国土開発㈱ 東北支店
仙台中央 富士通Ｊａｐａｎ㈱ 宮城支社
仙台中央 タイムズ２４㈱ 東北支店
仙台中央 東北三建サービス工事㈱
仙台中央 草野産業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱河合楽器製作所 カワイ仙台
仙台中央 ㈱日立システムズフィールドサービス 東日本支社 東北支店
仙台中央 国家公務員共済組合連合会 東北公済病院
仙台中央 ㈱エクソル 仙台営業所
仙台中央 戸田建設㈱ 東北支店
仙台中央 ジオ・サーチ㈱ 東北事務所
仙台中央 ＪＡ共済損害調査㈱ 東北支社 仙台支店
仙台中央 ジェイエイシーエンジニアリング㈱
仙台中央 ㈱ＥＮＥＯＳウイング 東北支店
仙台中央 ㈱ワールドアイシティ
仙台中央 タキロンシーアイシビル㈱ 仙台営業所
仙台中央 ＪＣＲファーマ㈱ 仙台事務所
仙台中央 ㈱ドコモＣＳ東北 ネットワーク運営部 ネットワーク宮城
仙台中央 ㈱日立プラントサービス 東北支店
仙台中央 ㈱ベガルタ仙台
仙台中央 ㈱東北構造社
仙台中央 東京サラヤ㈱ メディカル事業本部 仙台支店
仙台中央 仙台スターツ㈱
仙台中央 ブリストル・マイヤーズスクイブ㈱
仙台中央 （一社）日本血液製剤機構 北海道東北統括部 東北営業所
仙台中央 近畿日本ツーリスト㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱タイセイ・ハウジー 仙台営業所
仙台中央 城東テクノ㈱ 仙台営業所
仙台中央 エス・イー・シーエレベーター㈱ 東北支社
仙台中央 シーアイマテックス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱鴻池組 東北支店
仙台中央 ㈱竹中土木 東北支店
仙台中央 宮城県警察本部生活安全部県民安全対策課
仙台中央 ㈱ＥＴＳホールディングス 東北送電事業本部
仙台中央 岐阜プラスチック工業㈱ 仙台支店
仙台中央 日立造船㈱ 東北支社
仙台中央 東北自然エネルギー㈱ 本店
仙台中央 ㈱景観システム
仙台中央 旭化成建材㈱ 仙台支店
仙台中央 ＤＭＧ森精機セールスアンドサービス㈱ 仙台テクニカルセンタ
仙台中央 コーセーコスメポート㈱ 仙台支店
仙台中央 （公社）宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケアセンター
仙台中央 東洋ワークセキュリティ㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 ㈱テレ・マーカー 東北支店
仙台中央 東北ミサワホーム㈱ 本社 宮城支店
仙台中央 ㈱シード 仙台営業所
仙台中央 ㈱ゆうちょ銀行 東北エリア本部
仙台中央 数研出版㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ＥＮＥＯＳサンエナジー 仙台支店
仙台中央 物林㈱ 仙台事務所
仙台中央 ミナリスメディカル㈱ 北日本営業所 仙台オフィス
仙台中央 ㈱チノー 仙台営業所
仙台中央 東洋ワーク㈱
仙台中央 出光エナジーソリューションズ㈱ 東北支店
仙台中央 日鉄住金物産㈱ 東北支店
仙台中央 オリックス保険コンサルティング㈱ 仙台支社
仙台中央 三菱商事エネルギー㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ダブリュエスコーポレーション 仙台支社
仙台中央 ㈱ノエビア 仙台支店
仙台中央 ㈱エムオーテック 東北支店 工事部
仙台中央 ㈱エムオーテック 東北支店 営業部
仙台中央 ㈱ドコモＣＳ東北 宮城営業部
仙台中央 日本工営都市空間㈱ 仙台支店
仙台中央 日本賃貸保証㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱ホムズ技研 仙台営業所
仙台中央 ㈱水機テクノス 東北支店
仙台中央 あゆみ製薬㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱マツモトキヨシ 東日本販売
仙台中央 ㈱東急コミュニティー 東北支店
仙台中央 ㈱東北日立
仙台中央 ㈱タクマ 東北支店
仙台中央 ブラザー販売㈱ 東北営業所
仙台中央 ㈱バイタルケア バイタルケア青葉
仙台中央 国際企業㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱東京商工リサーチ 東北支社
仙台中央 ㈱Ｃａｓａ 仙台支店
仙台中央 ㈱ニューロサポート
仙台中央 ㈱昭電 東北支店
仙台中央 ㈱トーエネック 東北支社
仙台中央 若築建設㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱エンタツ
仙台中央 明星食品㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱福田組 東北支店
仙台中央 ＳＭＢ建材㈱
仙台中央 中央コンサルタンツ㈱仙台支店
仙台中央 ＭＳ南東北㈱
仙台中央 伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 東北支社
仙台中央 宮城県警察本部生活安全部サイバー犯罪対策課
仙台中央 三井不動産リアルティ東北㈱ 仙台駅前センター
仙台中央 ７ＣＯＭ㈱
仙台中央 （公財）仙台市建設公社
仙台中央 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 仙台鉄道建築出張所
仙台中央 東北電力ネットワーク㈱ 広域連系線宮城立地事務所
仙台中央 丸美屋食品工業㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱常口アトム仙台 本社
仙台中央 世紀東急工業㈱ 東北支店
仙台中央 七十七証券㈱ 本社営業部
仙台中央 ㈱東武
仙台中央 アセットインベントリー㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 服部コーヒーフーズ㈱ 本社営業部
仙台中央 ㈱レオパレス２１ レオパレスセンター仙台店
仙台中央 東芝インフラシステムズ㈱ 東北支社
仙台中央 ＪＦＥ建材㈱ 東北支店
仙台中央 東芝インフラシステムズ㈱ 電機サービスセンター 東北支店
仙台中央 日本カルミック㈱ 仙台オフィス
仙台中央 ローレルバンクマシン㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱三晃空調 東北支店
仙台中央 ㈱テノックス 営業本部 東北営業所
仙台中央 小野田ケミコ㈱ ＭＩ事業部 東北営業所
仙台中央 イムス明理会仙台総合病院
仙台中央 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 東北支社
仙台中央 武田薬品工業㈱ 東北リージョン ＮＳ宮城エリア
仙台中央 ビオメリュー・ジャパン㈱ 仙台営業所
仙台中央 アボット・ジャパン合同会社
仙台中央 ㈱エコスタイル 東北支店
仙台中央 日信ＩＴフィールドサービス㈱
仙台中央 ㈱ネクシィーズ 仙台支店
仙台中央 ニプロ㈱ バスキュラー営業本部 東北営業所
仙台中央 ㈱アーキテクトディベロッパー 仙台支店
仙台中央 英和㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ヒラカワ 仙台営業所
仙台中央 東北電力ネットワーク㈱ 宮城支社
仙台中央 ㈱エイアンドティー 東北支社
仙台中央 税理士法人 渡辺事務所
仙台中央 鉄建建設㈱ 東北支店
仙台中央 明治安田生命保険相互会社 仙台広瀬通営業部
仙台中央 （公財）仙台ひと・まち交流財団
仙台中央 鹿島建物総合管理㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱イワキ
仙台中央 ㈱仙台大気堂
仙台中央 ㈱アウトソーシングテクノロジー 仙台支店
仙台中央 日本ヒューレット・パッカード㈱ 仙台営業所
仙台中央 安心おまかせ運転代行
仙台中央 エレベーターコミュニケーションズ㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱インボディ・ジャパン 仙台営業所
仙台中央 ㈱日立ビルシステム東北支社 ソリューショングループ
仙台中央 ㈱エフティ東北 東北営業部
仙台中央 川北電気工業㈱ 東北支社
仙台中央 ＡＩＧ損害保険㈱ 仙台営業支店
仙台中央 住友不動産販売㈱ 仙台営業センター
仙台中央 水道機工㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ジャパンリテールイノベーション 北日本地区本部
仙台中央 日本メナード化粧品㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱森本組 東北支店
仙台中央 東日本セキスイ商事㈱ 東北営業所
仙台中央 日本セーフティー㈱
仙台中央 ㈱三誠 東日本支店 東北営業所
仙台中央 全保連㈱ 仙台支社
仙台中央 東和電気㈱ 仙台支店
仙台中央 仙台保護観察所
仙台中央 大和冷機工業㈱ 仙台北営業所
仙台中央 みのり監査法人 宮城オフィス
仙台中央 東北電力ネットワーク㈱
仙台中央 東日本旅客鉄道㈱ 新幹線統括本部 東北新幹線電力技術センター
仙台中央 東日本旅客鉄道㈱ 新幹線統括本部東北新幹線信号通信技術センター



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 小野田化学工業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ミロク情報サービス仙台支社
仙台中央 セコム㈱ 東北本部
仙台中央 東北電力ネットワーク㈱ 送変電建設センター宮城工事所
仙台中央 ㈱サンワ・レストラン・クリエイツ
仙台中央 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター仙台川内
仙台中央 ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ウィルオブ・ファクトリー仙台支店
仙台中央 アフラック保険サービス㈱ 仙台支社
仙台中央 浅野アタカ㈱北日本支店
仙台中央 ㈱ニイタカ 仙台営業所
仙台中央 コベルコ・コンプレッサ㈱ 東北支店
仙台中央 イオン東北㈱ 仙台事務所
仙台中央 ㈱エデュカルモチベーションズ
仙台中央 ミヤリサン製薬㈱ 仙台支店
仙台中央 仙台ＣＡＴＶ㈱
仙台中央 ＵＴエイム㈱ 仙台キャリアセンター
仙台中央 ㈱日本トリム 仙台支社
仙台中央 アイペット損害保険㈱ 仙台支店
仙台中央 實商㈱
仙台中央 東洋テクノ㈱ 仙台支店
仙台中央 ジー・エイチ・ホスピタリティフードサービス東日本㈱
仙台中央 竹中産業㈱ 仙台営業所
仙台中央 神鋼リース㈱ 仙台支店
仙台中央 朝日インテックＪセールス㈱
仙台中央 小野田ケミコ㈱ 東北支店
仙台中央 大陽日酸㈱ 東北支社
仙台中央 ㈱ヒト・コミュニケーションズ 東北支社
仙台中央 北日本建材リース㈱ 東北営業所
仙台中央 ㈱富士通エフサス東北支社
仙台中央 ㈱トータル・オフィス・ムカイ
仙台中央 ㈱杉孝 仙台営業所
仙台中央 ㈱みずほ銀行 仙台法人部
仙台中央 日鉄物産システム建築㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ニチイ学館仙台支店
仙台中央 武藏エンジニアリング㈱ 仙台支店
仙台中央 旭化成ホームプロダクツ㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ＪＦＤエンジニアリング 仙台支社
仙台中央 共和メンテナンス㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱リクルート 仙台トラスト拠点
仙台中央 エクシオ・エンジニアリング東北㈱
仙台中央 日建工学㈱ 東北営業所
仙台中央 理水化学㈱ 仙台支店
仙台中央 イーブロードコミュニケーションズ㈱ 仙台支店
仙台中央 日本ゲームカード㈱ 北日本支店
仙台中央 ㈱フレアン 仙台支店
仙台中央 （福）仙台はげみの会 仙台市立町たんぽぽホーム
仙台中央 ナイスコミュニティー㈱ 東北支店
仙台中央 りんかい日産建設㈱ 東北支店
仙台中央 （医）爽秋会
仙台中央 ㈱ＤＥＮＫＯ
仙台中央 メディキット㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ハンデックス仙台駅前営業所
仙台中央 中道リース㈱ 東北営業部 仙台支店
仙台中央 ㈱東京海上あんしんエージェンシー 仙台支社
仙台中央 三菱ＨＣビジネスリース㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 仙台銀行ＳＢＩマネープラザ
仙台中央 ㈱大京穴吹不動産 仙台店
仙台中央 三星産業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱九電工 東北支社
仙台中央 ㈱オリエンタル・ガード・リサーチ東北支店
仙台中央 富士通クライアントコンピューティング㈱ 東日本営業部 東北支店
仙台中央 第一実業㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱旭商工社 仙台営業所
仙台中央 日本設備工業㈱東北支店
仙台中央 日野興業㈱ 仙台支店
仙台中央 第一三共エスファ㈱営業本部 東日本統括部 東北北営業部
仙台中央 ㈱ヤマダデンキＬＡＢＩ仙台店
仙台中央 帝人ヘルスケア㈱ 宮城南営業所
仙台中央 アイリスオーヤマ㈱ ＢｔｏＢ事業グループ営業本部
仙台中央 三菱ケミカルインフラテック㈱ 東北支店
仙台中央 日本調剤㈱ 東北支店
仙台中央 宮城県農業協同組合中央会
仙台中央 宮城県信用保証協会
仙台中央 ノーベルファーマ㈱ 中部東日本営業部 東北エリア
仙台中央 丸和バイオケミカル㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱イノアック住環境 東北統括営業所
仙台中央 旭ダイヤモンド工業㈱ 東北支店
仙台中央 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ ＧＣサービスセンター
仙台中央 カゴメ㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱亀正
仙台中央 ハーゲンダッツジャパン㈱ 仙台支店
仙台中央 名鉄観光サービス㈱ 仙台支店
仙台中央 ㈱リンレイ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ガモウ 仙台支店
仙台中央 ㈱菅野左官店
仙台中央 ㈱エイエイピー 東北支店
仙台中央 ㈱ＭＭＡＧ 仙台支店
仙台中央 ＥＬＪソーラーコーポレーション㈱
仙台中央 （医）裕歯会
仙台中央 ㈱三洋設計
仙台中央 丸栄コンクリート工業㈱ 仙台支店
仙台中央 東海鋼管㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ビィオーエム
仙台中央 ㈱ラネット 仙台オフィス
仙台中央 共和コンクリート工業㈱ 東北営業部
仙台中央 きらやかリース㈱ 仙台営業部
仙台中央 西松建設㈱ 北日本支社 宮城建築出張所
仙台中央 ㈱みらい創研 本店
仙台中央 ハインツ日本㈱ 東北オフィス
仙台中央 日本高圧コンクリート㈱ ＰＣ事業部 東北支社
仙台中央 ㈱高橋会計事務所
仙台中央 ㈱建築資料研究社 仙台支店
仙台中央 ㈱エイジェック 仙台オフィス
仙台中央 （税）あさひ会計 仙台事務所
仙台中央 コタ㈱ 仙台支店
仙台中央 辻・本郷税理士法人 仙台事務所
仙台中央 日本メディアシステム㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱キョウデン 仙台営業所
仙台中央 ㈱まるひろ
仙台中央 田島ルーフィング㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱エス・ピー・ネットワーク仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 日本貨物鉄道㈱ 東北支社
仙台中央 佐藤製薬㈱ 仙台営業所
仙台中央 ネッツトヨタ仙台㈱ 五橋店
仙台中央 ネッツトヨタ仙台㈱ フォルクスワーゲン定禅寺
仙台中央 ㈱アクティオ 東北支店
仙台中央 三菱電機ビルソリューションズ㈱ 東北支社
仙台中央 セントケア宮城㈱
仙台中央 セントケア東北㈱
仙台中央 ㈱ジェイ・エム・エス 仙台営業所
仙台中央 クーパービジョン・ジャパン㈱ 北日本エリア
仙台中央 ㈱紀伊國屋書店 仙台営業所
仙台中央 東北銀行仙台支店
仙台中央 東鉄工業㈱ 東北支店
仙台中央 川重商事㈱ 東北営業所
仙台中央 スガネツ工業㈱ 仙台営業所
仙台中央 双日建材㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱かんぽ生命保険 仙台支店 仙台中央郵便局かんぽサービス部
仙台中央 ㈱みずむすびサービスみやぎ
仙台中央 高山商事
仙台中央 ㈱竹中工務店 宮城地区ＦＭセンター
仙台中央 ㈱ディスコ 東北支社
仙台中央 ㈱小山商会
仙台中央 ＭＳＤ㈱ 仙台事務所
仙台中央 松井建設㈱ 東北支店
仙台中央 ソレキア㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱サンプラント 仙台支店
仙台中央 ㈱共立メンテナンス ＰＫＰ事業本部 東日本事業部 南東北支店
仙台中央 ㈲田畑会計事務所
仙台中央 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱ 仙台支店
仙台中央 宮城県土地開発公社
仙台中央 朝日生命保険相互会社 仙台支店
仙台中央 朝日生命保険相互会社 仙台本町営業所
仙台中央 朝日生命保険相互会社 仙台営業所
仙台中央 ㈱坂上建設
仙台中央 ㈱メイテック 仙台エンジニアリングセンター
仙台中央 共栄セキュリティーサービス㈱ 仙台営業所
仙台中央 ㈱ミニミニ 管理部仙台店
仙台中央 ㈱ミニミニ 仙台駅前店
仙台中央 ㈱ミニミニ 県庁市役所前店
仙台中央 ㈱テレモアドットコム
仙台中央 クボタ環境エンジニアリング㈱ 東北Ｏ＆Ｍ統括部
仙台中央 住友生命保険相互会社 営業統括部 東北育成室
仙台中央 ㈱河北アドセンター
仙台中央 ㈱エフワーク 仙台技術事務所
仙台中央 ㈱日本デジタル研究所 仙台営業所
仙台中央 日本通信機器㈱ 東北支店
仙台中央 アボットジャパン（同） 東北支店
仙台中央 ㈱シノケンファシリティーズ 仙台オフィス
仙台中央 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 北日本サービスエンジニアリングセンタ
仙台中央 ㈱ネクスコ・メンテナンス東北
仙台中央 ㈱盛総合設計
仙台中央 大成建設㈱ 東北支店 東北仙山ＣＳセンター
仙台中央 日本製鉄㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱アイティフォー 仙台催告センター
仙台中央 中野建設コンサルタント㈱
仙台中央 ㈱七十七銀行 名掛丁支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台中央 Ｅ保険プランニング仙台支店
仙台中央 ㈱チョウエイハンズ
仙台中央 明治安田生命保険（相） 仙台大町営業所
仙台中央 日鉄鋼板㈱ 東北支店
仙台中央 ㈱ＦＰパートナー 仙台中央支社
仙台中央 ㈱ＦＰパートナー 仙台支社
仙台中央 河北通信工業㈱
仙台中央 東日本旅客鉄道㈱ 電気システムインテグレーションオフィス
仙台中央 ㈱三井住友銀行 東北法人営業部
仙台中央 明治安田生命保険相互会社 仙台支社 仙台第一マーケット開発室
仙台中央 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 北日本支店
仙台中央 ㈱ホンダファイナンス北海道・東北営業部
仙台中央 日本振興㈱ 東北支店
仙台中央 ＪＡＰＡＮ ＨＯＭＥ ＷＡＮＯ㈱ 仙台支社
仙台中央 ㈱アパートナー 仙台支店
仙台中央 ㈱石井土木
仙台中央 ㈱学園ファシリティーズ
仙台中央 ㈱ホクエツ宮城 仙台営業所
仙台中央 宝来産業㈱
仙台中央 ㈱山形銀行 仙台支店
仙台中央 ㈱Ｊリスクマネージメント
仙台中央 ㈱ＴＡＮＡＸ 仙台支店
仙台中央 大和ハウスリアルティマネジメント㈱ 仙台営業所
仙台中央 ＤＸアンテナ㈱ 北日本支店
仙台中央 ㈱エビデント 仙台支店
仙台中央 テクノホライゾン㈱ エルモカンパニー
仙台中央 ホームネットカーズ㈱ 第一営業本部 東北営業部
仙台中央 ㈱ＢＷＭ
仙台中央 ㈱ケーネス 東北支店
仙台中央 積水樹脂㈱ 東北支店
仙台中央 コスモエネルギーソリューションズ㈱ 東日本支店
仙台中央 エレコム㈱ 北日本支店
仙台南 トヨタカローラ宮城㈱ 名取店
仙台南 ピット運転代行
仙台南 （福）庄慶会 特別養護老人ホーム サン・つばき
仙台南 ㈱五大建設足場
仙台南 横河ソリューションサービス㈱ 東日本統括本部
仙台南 ㈱ツクイ ツクイ南仙台
仙台南 ㈱ヤナセ 札幌東北営業本部 仙台支店
仙台南 ㈱サイネックス 仙台支店
仙台南 （学）清泉学園 ゆりかご幼稚園
仙台南 日特建設㈱ 東北支店
仙台南 富士フイルムヘルスケア㈱ 東北支店
仙台南 ㈱針生建設
仙台南 東芝電材マーケティング㈱
仙台南 大都販売㈱ 仙台営業所
仙台南 日本道路㈱ 宮城営業所
仙台南 ㈲宮城電子サービス
仙台南 ㈱ソシエニード 青山リハビリステーシュン・スカイ
仙台南 宮城県ＬＰガス保安センター協同組合 第一支所
仙台南 東北放送㈱
仙台南 ブリヂストンサイクル東日本販売㈱
仙台南 ㈱ルネサンス スポーツクラブルネサンス仙台長町南
仙台南 ひろせ幼稚園
仙台南 ㈲ウィング
仙台南 ㈱秋元技術コンサルタンツ



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 北日本電線㈱
仙台南 宮城県仙台南警察署
仙台南 ㈲大井青果店
仙台南 宮城自動車学校
仙台南 大和リース㈱ 仙台支社
仙台南 山辰建設㈱
仙台南 ㈱柴田建設工業
仙台南 （学）東北工業大学
仙台南 ノボル鋼鉄㈱ 仙台支店
仙台南 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
仙台南 ㈱日本空調東北
仙台南 ㈱三浦勇工務店
仙台南 ㈲茂商会
仙台南 ㈱日産サティオ宮城 長町店
仙台南 ササゲン硝子㈱
仙台南 ホシザキ㈱ 仙台南営業所
仙台南 ㈱七十七銀行 長町支店
仙台南 ㈱エネサンス東北 南仙台支店
仙台南 ㈱日啓工業
仙台南 三和商事㈱
仙台南 ㈱渡辺店
仙台南 ㈱ファーストテクノ
仙台南 東和プロネッツ㈱
仙台南 日本カッター㈱
仙台南 東北電力ネットワーク㈱ 仙台電力センター（太白事務所）
仙台南 ㈲目黒電化
仙台南 ㈱白洋舎 仙台支店 長町営業所
仙台南 ㈱ビルワーク・ジャパン
仙台南 東北生活文化大学短期大学部 附属 ますみ幼稚園
仙台南 ㈱サニクリーン東北 南営業所
仙台南 ㈱ダスキンサーヴ東北 ダスキン西多賀支店
仙台南 ㈱山電
仙台南 （医）翠十字 杜都千愛病院
仙台南 ㈱ホテルきよ水
仙台南 奥州秋保温泉 蘭亭
仙台南 ㈱富士ダイナミクス 仙台営業所
仙台南 陽光建設㈱
仙台南 宮城スバル自動車㈱ 太白山田店
仙台南 ㈱ホテル佐勘
仙台南 ㈱緑水亭
仙台南 仙台市太白区秋保総合支所
仙台南 ㈱アイコー
仙台南 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 あすと長町店
仙台南 ㈱北文社
仙台南 水戸屋開発㈱
仙台南 ㈱トーキン仙台事業所
仙台南 仙台市八木山動物公園
仙台南 仙台トヨペット㈱ 長町インター店
仙台南 宮城県計量検定所
仙台南 仙台自動車学校
仙台南 三宝物産㈱
仙台南 東北電子産業㈱
仙台南 宗教法人宝泉寺 中田幼稚園
仙台南 宮城県立聴覚支援学校
仙台南 河北建設㈱
仙台南 北都ハウス工業㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 中田電気工事㈱
仙台南 ㈱永岡書店 仙台営業所
仙台南 ㈱丸三建設興業
仙台南 リンテック㈱ 仙台支店
仙台南 ㈱渡辺建材
仙台南 （学）旗立学園 やまびこ幼稚園
仙台南 （福）共生福祉会 仙台ワークキャンパス
仙台南 ㈱馬渕工業所
仙台南 ㈱宮交自動車学校
仙台南 （福）共生福祉会 萩の郷福祉工場
仙台南 杜南自動車商事㈱
仙台南 ㈲斎兼工業
仙台南 井上兄弟建設㈱
仙台南 シナネンサイクル㈱ 仙台事業所
仙台南 ロンタイ㈱ 仙台支店
仙台南 ㈲ＮＫ運転代行
仙台南 ㈱スズケン 仙台支店
仙台南 ㈱ミヤツー
仙台南 第一ダイヤモンド工事㈱ 仙台営業所
仙台南 ㈱丸藤
仙台南 丸木医科器械㈱ 仙台支店
仙台南 仙台赤十字病院
仙台南 ㈱茂庭マル正工務店
仙台南 秋保グランドホテル
仙台南 （一財）東北電気保安協会 仙台南事業所
仙台南 （一社）東北地域づくり協会 仙台支所
仙台南 ㈱芝玄
仙台南 ㈱ホテル華乃湯
仙台南 ㈱千代田商事 鈎取営業所
仙台南 ㈱クリエイティブ・コネクト・エキスパート
仙台南 奥羽建設㈱
仙台南 アマノ㈱ 仙台支店
仙台南 ㈱東北共立
仙台南 パナソニックＦＳエンジニアリング㈱ 仙台オフィス
仙台南 ㈱アオバサイエンス
仙台南 宮城県さわらび学園
仙台南 サーラエナジー㈱ 仙台支店
仙台南 仙台市太白区役所
仙台南 仙台市太白消防署
仙台南 ㈱東北三恵
仙台南 美和電気工業㈱ 東北支社
仙台南 ㈱スズキ自販宮城 アリーナあすと長町店
仙台南 マスヤ・スチール工業㈱
仙台南 宮城県仙台南県税事務所
仙台南 仙台市水道局 本庁舎
仙台南 ㈱山田興業
仙台南 ㈱成和電気
仙台南 ミナト医科学㈱ 仙台営業所
仙台南 阿部善産業㈱
仙台南 ㈱サンテック
仙台南 宮城県立西多賀支援学校
仙台南 ファーストメディカル㈱ 南大野田デイサービスセンター
仙台南 運転代行社 スマイル
仙台南 宮城ヤンマー㈱ 仙台支店
仙台南 ササキ㈱ 仙台支店
仙台南 ㈲東北リースキンサービス



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 ㈱東日本放送
仙台南 増田電気㈱
仙台南 玉井建工㈱
仙台南 リバーランズエンジニアリング㈱
仙台南 仙台市環境局廃棄物事業部 太白環境事業所
仙台南 空調技工㈱
仙台南 ㈱日本サーモエナー 東北支社
仙台南 ㈱コジマ商会 仙台営業所
仙台南 （福）なのはな会 なのはな園
仙台南 ㈱東栄科学産業
仙台南 仙台農業協同組合 西多賀支店
仙台南 仙台農業協同組合 長町支店
仙台南 仙台農業協同組合 中田支店
仙台南 仙台農業協同組合 生出支店
仙台南 ㈱アイム商会
仙台南 ㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ 山田ケアセンターそよ風
仙台南 ㈱明治宅配センター太白
仙台南 仙台南税務署
仙台南 ファーストメディカル㈱
仙台南 ㈱ツクイ ツクイ太白
仙台南 （学）仙台こひつじ学園 認定向山こども園
仙台南 アースサポート㈱ 仙台営業所
仙台南 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター南仙台
仙台南 （福）仙台市太白障害者福祉センター
仙台南 （公財）宮城厚生協会 ケアステーション郡山
仙台南 （公財）宮城厚生協会 ケアステーションながまち
仙台南 ㈱宮城通信機
仙台南 日本郵便㈱ 新仙台郵便局 第一集配営業部
仙台南 日本郵便㈱ 新仙台郵便局 第二集配営業部
仙台南 日本郵便㈱ 新仙台郵便局 第三集配営業部
仙台南 （特養）茂庭苑
仙台南 同事建設㈱
仙台南 東北労働金庫 長町支店
仙台南 ㈱大一販売 仙台営業所
仙台南 通信道路㈱
仙台南 セコム㈱ 仙台南支社
仙台南 東海電機㈱ 仙台営業所
仙台南 コニカミノルタジャパン㈱ 仙台太白事務所
仙台南 名古屋電機工業㈱ 仙台支店
仙台南 ㈱オプス
仙台南 横浜金属商事㈱ 仙台事業所
仙台南 ㈲アオイ
仙台南 （医）誠英会 西中田中央内科小児科
仙台南 ㈱ショウエー
仙台南 ㈱ジーエス・ユアサフィールディングス 東北支店
仙台南 カメイ㈱ 西中田給油所
仙台南 介護老人保健施設 葵の園・柳生
仙台南 協立テレコム㈱
仙台南 エネサーブ㈱ 仙台事業所
仙台南 伊藤超短波㈱ 仙台営業所
仙台南 （福）こーぷ福祉会 こーぷのお家緑ヶ丘
仙台南 トヨタカローラ宮城㈱ 西多賀店
仙台南 ㈱鴫原基礎
仙台南 オージー技研㈱ 仙台営業所
仙台南 宮城大学 食産業学部 太白キャンパス
仙台南 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 ホンダカーズ宮城中央太白山田店



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 三井不動産リアルティ東北㈱ 長町センター
仙台南 ㈱和光ケミカル 仙台営業所
仙台南 （公財）仙台市水道サービス公社
仙台南 カンロ㈱ 東北支店
仙台南 ㈱エクシング 直販営業部 仙台支店
仙台南 出光リテール販売㈱ 東北カンパニー 南仙台オフィス
仙台南 ＭＰアグロ㈱ 仙台支店
仙台南 アストモスリテイリング㈱ 東北カンパニー 宮城支店 仙台営業所
仙台南 仙台市建設局下水道事業部 下水道南管理センター
仙台南 ㈱東北リアライズ
仙台南 リオン㈱ 仙台営業所
仙台南 （公財）宮城厚生協会 長町病院
仙台南 ㈱三共 仙台支店
仙台南 ㈱メディカル丸丁
仙台南 ㈱ハーテック・ミワ東北支店 東北営業所
仙台南 タクトホーム㈱ 仙台支社
仙台南 ㈱シーアールエスコーポレーション 仙台支社
仙台南 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 仙台機械出張所
仙台南 ㈱吉田酒店
仙台南 ㈱ポーラ 東北エリア
仙台南 高野ビルオートメーション㈱
仙台南 日本トムソン㈱ 東北支社
仙台南 加茂川啓明電機㈱ 東北支店
仙台南 ヤマト開発㈱
仙台南 ティ・ケイエンジ㈱
仙台南 仙台中央運転代行社
仙台南 （福）八木山福祉会 八木山デイサービスセンター
仙台南 コモタ㈱ 北日本支店
仙台南 独立行政法人地域医療機能推進機構 仙台南病院附属 介護老人保健施設
仙台南 大青工業建設副産物リサイクルセンター
仙台南 （一財）東北電気保安協会 宮城事業本部
仙台南 ㈱さくら通信
仙台南 ナイト運転代行
仙台南 ㈱タカゾノ 仙台営業所
仙台南 ㈱リョウセイ 東北営業所
仙台南 ㈱シン技術コンサル 東北支店
仙台南 （福）つどいの家 つどいの家・アプリ
仙台南 アストモスリテイリング㈱
仙台南 （福）仙台福祉サービス協会 太白ヘルパーステーション
仙台南 大新東㈱ 仙台支店
仙台南 ㈱アラモト
仙台南 ㈱エコリス
仙台南 アトムメディカル㈱ 仙台営業所
仙台南 ㈱渥美工業
仙台南 ㈱トキワ 東北支店
仙台南 ㈱ツクイ 仙台西中田
仙台南 ㈱ミライト・ワン 東北支店
仙台南 Ｋａｒａｋａｍｉ Ｈｏｔｅｌｓ＆Ｒｅｓｏｒｔｓ㈱ ホテル瑞鳳
仙台南 ㈱山電 仙台営業所
仙台南 なごみ運転代行
仙台南 運転代行よっつのは
仙台南 仙台市郡山老人福祉センター
仙台南 昭和鉄工㈱ 仙台営業所
仙台南 （福）わらしべ舎
仙台南 運転代行 タイム仙台
仙台南 仙台市水道局 茂庭浄水場



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 セントケア東北㈱ セントケアリフォーム太白
仙台南 セントケア宮城㈱ セントケア八木山営業所
仙台南 東北ノーミ㈱
仙台南 ニチハ㈱ 仙台営業所
仙台南 （医）葵会 介護老人保健施設 葵の園・仙台
仙台南 （福）うえるかむ 地域密着型特別養護老人ホーム てらす鈎取
仙台南 介護老人保健施設 エバーグリーン・ヤギヤマ
仙台南 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 仙台東国道維持出張所
仙台南 （福）仙萩の杜 まどか西中田
仙台南 東亜レジン㈱ 仙台営業所
仙台南 セントケア東北㈱ セントケア太白山田
仙台南 セコムエンジニアリング㈱ 仙台支社
仙台南 ㈱シンプルエアサービス
仙台南 ㈱あらた 東北支社 南東北オフィス
仙台南 （公財）仙台市医療センター 介護老人保健施設茂庭台豊齢ホーム
仙台南 ㈱日さく 仙台支店
仙台南 アースサポート㈱ アースサポート仙台八木山
仙台南 アースサポート㈱ アースサポート八本松
仙台南 ㈱サンメディックス シルバーレンタルサービス仙台
仙台南 みちのくコンサルタント㈱ 仙台支店
仙台南 コーユーレンティア㈱ 東北支店
仙台南 青木あすなろ建設㈱ 東北支店
仙台南 住宅情報館㈱ 仙台太白店
仙台南 東北機装販売㈱
仙台南 住宅情報館㈱ 南仙台店
仙台南 パートナー運転代行
仙台南 サンセイ医機㈱ 仙台営業所
仙台南 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 仙台土木出張所
仙台南 ㈱ロジクエスト 仙台支店
仙台南 ㈱ＥＮＥＯＳフロンティア Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ西中田店
仙台南 （福）仙台市手をつなぐ育成会 大野田はぎの苑
仙台南 ㈱三洋販売 東北支社
仙台南 ㈱セントラルリース 仙台中央営業所
仙台南 ㈱東北マツダ 長町店
仙台南 ㈱ホンダ四輪販売南・東北Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ長町
仙台南 ㈱こだま会館
仙台南 青葉計測テクノ㈱
仙台南 （福）共生福祉会 萩の郷福寿苑
仙台南 あすと運転代行
仙台南 ㈱ＴＯＨＯ
仙台南 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 仙台市水道局南料金センター内事務所
仙台南 ㈱ケンセイ
仙台南 ㈲エコ・プランナー
仙台南 ＰＥＡＣＥ運転代行
仙台南 （学）富沢学園 大野田幼稚園
仙台南 （学）東北工業大学 仙台城南高等学校
仙台南 ㈱丸智
仙台南 ㈱筑水キャニコム 東北センター
仙台南 ㈱センテック
仙台南 ㈱ソディック 東日本支店 仙台営業所
仙台南 ㈱米庄
仙台南 ㈱みずほ電設工業
仙台南 運転代行社タスカル
仙台南 （一社）日本自動車連盟宮城支部 仙台南基地
仙台南 東北電力㈱宮城発電技術センター
仙台南 明和工業㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 （福）緑愛会 特別養護老人ホーム オー・ド・エクラ
仙台南 ㈱扶桑エンジニアリング
仙台南 聖和学園高等学校 三神峯キャンパス
仙台南 ㈱とうほくフラワーサポート
仙台南 ボンドエンジニアリング㈱ 仙台営業所
仙台南 ㈲クリーンサービス大久
仙台南 仙台トヨペット㈱ 西多賀店
仙台南 ㈱ツクイ ツクイ仙台富沢
仙台南 大和リビング㈱東北支店 仙台南営業所
仙台南 ラブ代行
仙台南 絆－ＫＩＺＵＮＡ－運転代行
仙台南 宮城トヨタ自動車㈱ レクサス太白
仙台南 ㈱東洋技研 仙台営業所
仙台南 ㈱キクテック
仙台南 ㈱ＡＫＳ空調
仙台南 櫻運転代行
仙台南 一建設㈱ 仙台南営業所
仙台南 ㈱岩手銀行 長町支店
仙台南 医療法人社団 緑愛会
仙台南 住友不動産販売㈱ 長町南営業センター
仙台南 ㈱アーキテクス
仙台南 アビオン㈱ 東日本営業所
仙台南 ㈱リョーワ
仙台南 ライブディック㈱
仙台南 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター富沢
仙台南 ㈱白鷺技建
仙台南 タイムズサービス㈱ 東北支店
仙台南 社会福祉法人 仙台市手をつなぐ育成会 おりーぶ太白
仙台南 住友電設㈱ 電力事業部送電線部 東北工事センター
仙台南 古屋工業㈱
仙台南 ㈱安川電機 仙台サービス営業所
仙台南 ㈱山二 仙台本部
仙台南 ＳＰ運転代行
仙台南 ㈱コンステック仙台支店
仙台南 ㈱桧家住宅東北支社 仙台長町展示場
仙台南 ㈱興和 東北支店
仙台南 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱ 仙台営業所
仙台南 （福）あおば厚生福祉会 特別養護老人ホーム 茂庭台あおばの杜
仙台南 ㈱ＹＯＳＨＩ ｒｏａｄ
仙台南 ㈱ライフ
仙台南 ㈱東北丸和ロジスティクス 本社
仙台南 仙台宮城老人ホーム・介護施設紹介サポートセンター
仙台南 ㈱こうけん
仙台南 （福）仙台はげみの会 仙台市袋原たんぽぽホーム
仙台南 （福）仙台はげみの会 仙台市大野田たんぽぽホーム
仙台南 ㈱丸八ダイレクト あすと仙台支店
仙台南 ㈲伊達シールド工業
仙台南 ㈱桧家リフォーミング東北支店宮城店
仙台南 ㈱丸山製作所 南東北営業所 宮城事務所
仙台南 ヤマダデンキテックランド 仙台南店
仙台南 ㈱板橋産業
仙台南 ㈱アーネストワン 仙台営業所
仙台南 ㈱アイエス
仙台南 アミカ仙台南介護センター
仙台南 ㈱ＣＳＳ技術開発
仙台南 ケーブルメディア㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 グレースリッジカントリークラブ
仙台南 ㈱わざケア
仙台南 ㈱いづみ衛生施設工業
仙台南 ㈲前枝建設
仙台南 ㈲渡源
仙台南 ㈱グリーンクロス 仙台支社
仙台南 ㈱石橋組
仙台南 ㈱徳田工務店
仙台南 中村瀝青工業㈱ 仙台営業所
仙台南 ㈱東北ヨシオカ
仙台南 ㈱トライ・ダブリュー
仙台南 ㈱秋田銀行仙台南支店
仙台南 ㈱Ｔ－ＲＩＳＥ
仙台南 ㈱大木 東北支店
仙台南 ㈱博愛社 仙台支店
仙台南 ㈱ＴＥＮＰＯ計画
仙台南 ㈱ルクソール・ネットワークス
仙台南 ワタミ㈱ 宮城仙台東営業所
仙台南 ㈱アクティオ 仙台西多賀営業所
仙台南 ㈱三共建装
仙台南 ㈱東京マツシマ仙台
仙台南 中越クリーンサービス㈱ シルバーサポート仙台南店
仙台南 ㈱ベネッセスタイルケア ベネッセデイサービスセンター西多賀
仙台南 ㈱大盛設備工業
仙台南 ㈱モトーレン仙台 ＢＭＷ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 仙台南
仙台南 ㈱ハウジングエステート
仙台南 ㈱ベネッセスタイルケア ベネッセデイサービスセンター長町
仙台南 ネッツトヨタ仙台㈱ 太白２８６店
仙台南 東京食品機械㈱ 東北支店
仙台南 内外電気工事㈱
仙台南 ㈱情通
仙台南 ㈱上の組 ユースポ愛宕デイサービス
仙台南 ＷａＫｅ㈱
仙台南 仙台調剤薬局あすと長町店
仙台南 難病ホスピスケア 太白ありのまま舎
仙台南 ㈱田中 仙台営業所
仙台南 ㈱サンレッチェ 仙台本社
仙台南 シップヘルスケアファーマシー東野本㈱ 有料老人ホーム グリーンライフ仙台
仙台南 ㈱サイトホーム
仙台南 仙台市交通局 富沢車両基地
仙台南 （福）ありのまま舎
仙台南 東洋計器㈱ 東北支店
仙台南 ㈱かんぽ生命保険 仙台南郵便局かんぽサービス部
仙台南 めぐみケア訪問看護リハビリステーション・めぐみケア居宅介護支援事業所
仙台南 ㈱ミニミニ 仙台長町店
仙台南 ㈲クサナギカッター工業
仙台南 （福）杜の里福祉会 特別養護老人ホーム 一重の里
仙台南 （福）仙台市社会福祉協議会 太白区事務所
仙台南 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ西多賀
仙台南 ㈱塩屋
仙台南 ㈱アルメックス 南東北支社
仙台南 ㈱ニューギン販売 仙台支店
仙台南 ㈲トラストサービス
仙台南 ㈱サンホーム
仙台南 ㈱ホットマン 管理本部
仙台南 ㈱ホットマン 営業本部



管轄警察暑 事業所名称
仙台南 ㈱千葉測機
仙台南 ㈱ユニバーサル山形 つばさ南仙台
仙台南 サンコー・エア・セルテック㈱ 整備事業部 仙台営業所
仙台南 ササキ冷機工業㈱
仙台南 エイムカイワ㈱仙台支店 やまと給食センター
仙台南 （同）ダイヤトータルサービス
仙台南 ㈱キタック東北販売
仙台南 フヨー㈱ 東北支店
仙台南 （公財）仙台市公園緑地協会 事業課事務所
仙台南 ㈱東北電照
仙台南 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ㈱ 秋保温泉 岩沼屋
仙台南 ㈱アイ・ディ・エル 仙台営業所
仙台南 むつみ造園土木㈱ 仙台支店
仙台南 ウイングエンジニア㈱ 仙台営業所
仙台南 日本都市開発㈱ 仙台社員宿舎
仙台南 長栄工業㈱
仙台南 伸和興業㈱
仙台南 ㈱ＦＰパートナー 仙台オフィス
仙台南 ㈱イズミ電工
仙台南 コスモ石油販売㈱ 東北カンパニー セルフステーション仙台南インター
仙台南 日新設計㈱
仙台南 （公財）宮城県学校給食会
仙台南 ㈱エフエスユニ 仙台営業所
仙台南 ㈱山形銀行 泉崎支店
仙台南 （福）仙台市手をつなぐ育成会 こぶし
仙台南 日本調査㈱ 東北支店
仙台南 ㈱関実
仙台南 ㈲マサノリ工務店
仙台南 東北自動車販売㈱ 西多賀店
仙台南 ㈱ライズ
仙台南 ㈱サンワ
仙台南 ㈱ＴＴＫモバイル事業本部
仙台南 ネット㈱ 東北営業室
仙台南 セルテックエンジニアリング㈱
仙台北 セントケア東北㈱ セントケア仙台
仙台北 コスモ石油販売㈱ 東北カンパニー
仙台北 ㈱岡元タイル
仙台北 ㈱加藤製作所 東北支店
仙台北 日綱道路整備㈱
仙台北 持田製薬㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱平野組 仙台支店
仙台北 ㈱イガラシ工業
仙台北 ホシザキ東北㈱
仙台北 ロンシール工業㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱ドットウエルビー・エム・エス 仙台支店
仙台北 ㈱ＮＩＰＰＯ 東北支店
仙台北 ㈱カナデンエンジニアリング 東北支店
仙台北 ＣＳＰ東北㈱
仙台北 カンタム情報システム㈱
仙台北 ㈱大冷 仙台支店
仙台北 渡辺建設工業㈱
仙台北 ムラテック販売㈱東日本支店 東北営業所
仙台北 トーホクガス㈱ 仙台営業所
仙台北 プリマハム㈱ 東北支店
仙台北 ㈱大江設計
仙台北 ㈱セイミ 本社



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 ディックライト㈱
仙台北 味の素ＡＧＦ㈱ 東北支社 営業企画グループ
仙台北 資材リンコム㈱ 東北支店
仙台北 タカノフーズ㈱ 仙台営業所
仙台北 宮城県警察機動隊
仙台北 （公財）宮城県対がん協会
仙台北 日本道路㈱ 東北支店
仙台北 ㈱ユアテック 仙台中央営業所
仙台北 宮城県森林組合連合会
仙台北 味の素㈱ 東北支社
仙台北 コセキ㈱
仙台北 佐静建設㈱
仙台北 本山振興㈱
仙台北 千田建設㈱ 本社
仙台北 宮城県仙台北警察署
仙台北 小野薬品工業㈱ 東北支店
仙台北 東北森林管理局 仙台森林管理署
仙台北 ニッカウヰスキー㈱ 仙台工場
仙台北 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 仙台西センター
仙台北 日本新薬㈱ 東北支店
仙台北 ㈱米田左官工業
仙台北 （福）千代福祉会 あおば園
仙台北 飛島建設㈱ 東北支店
仙台北 ㈱だい久製麺
仙台北 ㈱協栄興産
仙台北 ㈱あいあーる
仙台北 萱場工業㈱
仙台北 ＮＥＣパーソナルコンピュータ㈱ 東北支店
仙台北 日建工業㈱
仙台北 菊田陶業㈱
仙台北 奥田建設㈱
仙台北 エーザイ㈱ 仙台コミュニケーションオフィス
仙台北 ㈱アトマックス
仙台北 アルケア㈱ 仙台営業所
仙台北 （福）勇樹会 コスモス錦保育所
仙台北 野崎印刷紙業㈱ 仙台支店
仙台北 科研製薬㈱ 仙台支店
仙台北 ワタキューセイモア㈱ 東北支店
仙台北 日本赤十字社 宮城県支部
仙台北 日東通信㈱
仙台北 ㈱南光 中山ドライブスクール
仙台北 ㈱アベキ
仙台北 ハウス食品㈱ 東北支店
仙台北 山川建設㈱
仙台北 日本臓器製薬㈱ 仙台支店
仙台北 日新建工㈱ 東北支店
仙台北 東新工機㈱
仙台北 宮城県警察高速道路交通警察隊
仙台北 ㈱つるエンタープライズ
仙台北 徳和工業㈱
仙台北 宮城県土地改良事業団体連合会
仙台北 キッセイ薬品工業㈱ 東北支店
仙台北 （学）青空学園
仙台北 （学）若草学園 わかくさ幼稚園
仙台北 （学）聖ドミニコ学院
仙台北 ＩＨＩ運搬機械㈱ 仙台サービスセンター



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 宮城県立視覚支援学校
仙台北 ㈱阿部和工務店
仙台北 ㈱鷹泉閣 岩松旅館
仙台北 ㈱ネクスコ・メンテナンス東北 仙台事業所
仙台北 ゆづくしＳａｌｏｎ 一の坊
仙台北 仙台市青葉区役所 宮城総合支所
仙台北 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 台原店
仙台北 東北環境整備㈱
仙台北 ㈱テクノ丸誠
仙台北 清水建設㈱ 東北支店
仙台北 ㈱ユーワ技研
仙台北 （独）国立高等専門学校機構 仙台高等専門学校 広瀬キャンパス
仙台北 前田道路㈱ 東北支店
仙台北 ㈲大場土建
仙台北 太洋テクニカ㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱菊電社
仙台北 ㈱昭和羽前建設工業
仙台北 仙台農業協同組合 宮城支店
仙台北 仙台市環境局 廃棄物事業部 青葉環境事業所
仙台北 サンケミファ㈱
仙台北 ㈱オオバ 東北支店
仙台北 ㈲しあわせ運転代行社
仙台北 協業組合仙台清掃公社 仙台事業所 西出張所
仙台北 東日本高速道路㈱ 東北支社 仙台管理事務所
仙台北 （宗）大和教団
仙台北 （学）南光学園 東北高等学校 小松島キャンパス
仙台北 （福）千代福祉会 ますみ学園
仙台北 東亜キャピタル㈱
仙台北 （学）東北文化学園大学 友愛幼稚園
仙台北 旅館 定義館
仙台北 ㈱宮城衛生環境公社
仙台北 郡リース㈱ 仙台支店
仙台北 大都ビルメンテナンス㈱
仙台北 ㈱佐々木組
仙台北 仙台市青葉消防署
仙台北 庄子建業㈱
仙台北 キヤノンメディカルシステムズ㈱ 東北支社
仙台北 交通施設工業㈱
仙台北 ㈱ファミリーマート 東北リージョン
仙台北 丸藤シートパイル㈱ 東北支店
仙台北 橋本産業㈱ 仙台営業所
仙台北 サンヨー食品販売㈱ 東北支店
仙台北 オリンパスマーケティング㈱
仙台北 陽光ビルサービス㈱ 本社
仙台北 ㈱セント
仙台北 東洋緑化㈱
仙台北 東武機器㈱
仙台北 （学）双葉学園 ふたばバンビ幼稚園
仙台北 ㈱千代田テクノル 仙台営業所
仙台北 ㈱包徳
仙台北 （公社）みやぎ農業振興公社
仙台北 ㈱宮城日化サービス
仙台北 東光電気工事㈱ 東北支社
仙台北 塩野義製薬㈱ 宮城営業所
仙台北 ㈱亀山鉄工所
仙台北 （学）荒巻学園 あらまき幼稚園



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 （福）千代福祉会 おおぞら学園
仙台北 宮城県仙台北県税事務所
仙台北 ㈱ライブスポーツ 国見スイミングクラブ
仙台北 三笠製薬㈱ 仙台支店
仙台北 セルコホーム㈱
仙台北 東北福祉大学
仙台北 （医）明理会 西仙台病院
仙台北 仙台市宮城消防署
仙台北 仙台市消防局
仙台北 日本郵便㈱ 愛子郵便局
仙台北 服部コーヒーフーズ㈱ 仙台第二営業所
仙台北 ㈱仙台ナーセリー
仙台北 （福）陽光福祉会 仙台エコー医療療育センター
仙台北 ㈱吉岡屋
仙台北 宮城県仙台地方振興事務所
仙台北 日立グローバルライフソリューションズ㈱ 北日本支社
仙台北 （福）国見会 救護施設 東山荘
仙台北 （公財）宮城県結核予防会
仙台北 遠藤商事㈱ 仙台支社
仙台北 日本郵便㈱ 仙台北郵便局
仙台北 立川ブラインド工業㈱ 仙台支店
仙台北 高速道路トールテクノロジー㈱ 仙台テクノショップ
仙台北 （学）東音学園 音の光幼稚園
仙台北 （福）こーぷ福祉会 こーぷのお家桜ヶ丘デイサービスセンター
仙台北 ㈱仙台放送
仙台北 ㈱ウンノハウス 仙台支店
仙台北 ㈱キノックス
仙台北 東北福祉会 特別養護老人ホーム せんだんの館
仙台北 フクダ電子南東北販売㈱
仙台北 ㈱アルト
仙台北 ㈱東北ロンテック
仙台北 ナショナルエレベーター工業㈱
仙台北 ㈲宮城塩ビ化工
仙台北 五洋建設㈱ 東北支店
仙台北 阿部建設㈱
仙台北 テイ・エス工商㈱
仙台北 大興物産㈱ 北日本支店
仙台北 ㈱菅井商事
仙台北 （学）朴沢学園 明成高等学校
仙台北 理研計器㈱ 仙台サービスステーション
仙台北 ㈱宮城県林業開発センター
仙台北 ㈱コンノ土木 仙台営業所
仙台北 日清オイリオグループ㈱ 東北支店
仙台北 山元工業㈱
仙台北 仙台市児童相談所
仙台北 ㈲晃洋電気
仙台北 三共電気㈱
仙台北 ㈱マルミ設備
仙台北 ㈱大気社 東北支店
仙台北 ㈱仙台市環境整備公社  岡収集課
仙台北 宮十造園土木㈱
仙台北 ㈱オーテック 環境システム事業部 東北支店
仙台北 荏原実業㈱ 東北営業所
仙台北 宮城興業㈱
仙台北 ラジオメーター㈱ 仙台営業所
仙台北 長谷川体育施設㈱ 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 ㈱富士防災
仙台北 ㈱熊谷組 東北支店
仙台北 タケダ空調㈱
仙台北 コヴィディエンジャパン㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱テクノ長谷
仙台北 共同建材㈱
仙台北 （一財）周行会 内科佐藤病院
仙台北 黒澤工業㈱
仙台北 アイ・エム・アイ㈱ 仙台営業所
仙台北 前田建設工業㈱ 東北支店
仙台北 電気興業㈱ 仙台支店
仙台北 ＥＡファーマ㈱ 東北支店
仙台北 ㈱ＩＨＩ原動機 東北支店
仙台北 ㈱ゆたか土木
仙台北 ㈱有電社 東北支店
仙台北 味の素冷凍食品㈱ 東北フードサービス営業部
仙台北 日本アルコン㈱ 仙台営業所
仙台北 （福）千代福祉会 清風園
仙台北 （一財）東北電気保安協会 仙台中央事業所
仙台北 食育フードシステム東北㈱
仙台北 銅谷建設㈱
仙台北 （学）双葉学園 双葉幼稚園
仙台北 アサヒサンクリーン㈱ アサヒサンクリーン在宅介護センター青葉
仙台北 アサヒサンクリーン㈱ 東北支店
仙台北 ㈱シーアイメディック
仙台北 トーイツ㈱ 仙台営業所
仙台北 宮城県農業共済組合
仙台北 （公財）宮城県公害衛生検査センター
仙台北 ㈱オオノ
仙台北 仙台環境開発㈱ 中間処理場
仙台北 ㈱紀文食品 東北支社
仙台北 アース製薬㈱ 北日本支店
仙台北 ㈱エコサーブ 仙台支店
仙台北 セック㈱ 仙台営業所
仙台北 佐鳥電機㈱ 仙台支店
仙台北 ㈲柴田設備工業
仙台北 ㈱北栄工業所
仙台北 愛子電設㈱
仙台北 運転代行ルーキー
仙台北 アース環境サービス㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱アクアクララ東北
仙台北 （福）元気村 国見ナーシングホーム翔裕園
仙台北 アサヒサンクリーン㈱ あやし事業所
仙台北 三光設備㈱ 東北支店
仙台北 ㈱オンワード樫山 仙台支店
仙台北 ヒロセ㈱ 東北支店
仙台北 ㈱味の素コミュニケーションズ マーケティング事業本部ＦＤ営業部 東北・北海道グル
仙台北 全国農業協同組合連合会宮城県本部 生産資材部
仙台北 クリエートメディック㈱ 仙台支店
仙台北 （公財）仙台市健康福祉事業団 せんだい訪問調査センター
仙台北 理研ビタミン㈱ 仙台支店
仙台北 同和興業㈱ プロモートセンター
仙台北 日本郵便㈱ 大沢郵便局
仙台北 ジャパンパイル㈱ 東北支店
仙台北 ㈱ＴＴＫ 人事部 エキスパートセンタ
仙台北 テルテック東北㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 三晃金属工業㈱ 東北支店
仙台北 （福）東北福祉会せんだんの里
仙台北 タカラベルモント㈱ ルベル東北営業所
仙台北 全国農業協同組合連合会 総合エネルギー部 東北エネルギー事業所
仙台北 ナラサキ産業㈱ 東北支店
仙台北 ㈱エフビーエス東北支店
仙台北 ㈱カナエ 仙台支店
仙台北 トヨタカローラ宮城㈱ 中山店
仙台北 （医）明理会 仙台青葉ロイヤルケアセンター
仙台北 仙台農業協同組合 西部営農センター
仙台北 ㈱セントラル伸光
仙台北 コムシスモバイル㈱ 東北支店 西仙台テクノステーション
仙台北 全農物流㈱ 東北支社
仙台北 住友不動産㈱ 新築そっくりさん事業本部 北日本事業所
仙台北 ㈱西原衛生工業所 東北支店
仙台北 ㈱大丸建設工業
仙台北 ㈲アサヒリビングサービス
仙台北 栄研化学㈱ 北海道・東北営業部
仙台北 ㈱クラシアン 仙台支社
仙台北 ㈱愛心ヘルプサービス
仙台北 ㈱ホクエイ 東北支店
仙台北 （公財）日本盲導犬協会 仙台訓練センター
仙台北 （医）明理会 仙台ロイヤルケアセンター
仙台北 ㈱日本エム・ディ・エム
仙台北 参天製薬㈱ 仙台ＳＧ営業所
仙台北 参天製薬㈱ 宮城山形医薬チームオフィス
仙台北 ㈱ファミリーマート 北日本エリア本部 南東北リージョン 営業業務グループ
仙台北 ＧＯＯＤ運転代行
仙台北 ㈱キープラン
仙台北 ケイミュー㈱ 東北営業所
仙台北 雅代行
仙台北 ホシザキ東北㈱ 仙台中央営業所
仙台北 ㈱福祉工房
仙台北 （福）陽光福祉会 特別養護老人ホーム エコーが丘
仙台北 ㈲堀西工業
仙台北 （医）星陵会 仙台すこやかクリニック
仙台北 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北 仙台事業所
仙台北 （福）東北福祉会 せんだんの杜
仙台北 仙台五陽環境㈱
仙台北 村中医療器㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱佐藤渡辺 東北支店
仙台北 ㈱ネクスコ・パトロール東北 仙台事業所
仙台北 （一財）厚生会 仙台厚生病院
仙台北 宮城スバル自動車㈱ ＢＥＳＴ ＳＨＯＰ栗生
仙台北 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター北四番丁
仙台北 ㈱さんのう
仙台北 ㈱ヨシダ 仙台営業所
仙台北 東邦薬品㈱ 仙台事業所
仙台北 協愛工事㈱
仙台北 ニプロ株式会社 仙台支店
仙台北 ㈱ネクスコ東日本エンジニアリング 仙台施設保全事務所 仙台事業所
仙台北 （福）共和会
仙台北 新日本ロードメンテナンス㈱ 仙台営業所
仙台北 日本ファシリオ㈱ 仙台支店
仙台北 イワコー㈱
仙台北 オクトパス１４１



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 ㈱丸高 仙台支店
仙台北 ㈱ＪＴＢ商事 東北支店
仙台北 トコスカーサポート㈱
仙台北 野口石油㈱ 仙台配送センター
仙台北 元旦ビューティ工業㈱ 東北支店
仙台北 ㈱ネクスコ東日本エリアサポート 仙台事務所
仙台北 神明㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター川平
仙台北 ㈱社広瀬組
仙台北 スタップ㈱
仙台北 ダイク㈱
仙台北 ㈱ツクイ ツクイ台原
仙台北 介護老人保健施設 泉翔の里
仙台北 ㈱ＫＮＯＣＫＳ 運転代行Ｋ－ＳＨＯＣＫ
仙台北 みちのくコンサルタント㈱
仙台北 ㈱大林組 東北支店
仙台北 ㈲鹿野商店
仙台北 国際経営㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱工事センター 仙台支店
仙台北 大達建設㈱ 仙台営業所
仙台北 仙台市水道局 国見浄水場
仙台北 仙台市水道局 国見庁舎
仙台北 ㈱トップ 仙台営業所
仙台北 ㈱大本組 東北支店
仙台北 ㈱ファミリーマート 仙台中央営業所
仙台北 ダイキン工業㈱ 仙台サービスステーション
仙台北 ㈱スズキ自販宮城 アリーナ吉成
仙台北 丸磯建設㈱ 東北支店
仙台北 文化シヤッター㈱ 東北支店
仙台北 ㈱奥村組東北支店
仙台北 ㈱東洋環境開発
仙台北 ＰＳＰ㈱ 仙台支店
仙台北 トウホクメンテナンス㈱
仙台北 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱
仙台北 ㈱花祭壇
仙台北 （公社）仙台市防災安全協会
仙台北 錦エステート㈱
仙台北 とらネコ運転代行
仙台北 ㈱共栄住宅サービス
仙台北 ㈱オオヒサ
仙台北 スミス・アンド・ネフュー㈱ 仙台営業所
仙台北 コセキ㈱ 仙台営業所
仙台北 （学）愛子学園
仙台北 （福）仙台市手をつなぐ育成会 工房しらかば
仙台北 ＢｕＬＬ
仙台北 ㈱加藤建設 東北営業所
仙台北 アースサポート㈱ アースサポート仙台青葉
仙台北 及川設備工業㈱ 仙台営業所
仙台北 東北労働金庫 仙台北支店
仙台北 仙台電気工事㈱
仙台北 ㈱丸丙
仙台北 シンエイ興産㈱
仙台北 高速道路トールテクノロジー㈱ 東北テクノセンター 東北サービスステーション
仙台北 （特非）全国コミュニティライフサポートセンター
仙台北 アクア代行
仙台北 ㈱亜喜建設



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 庄磁工業㈱
仙台北 ㈱セレクティ 仙台本社
仙台北 アークレイインフィニティ㈱ 仙台セールスアンドサービスオフィス
仙台北 こころ運転代行
仙台北 菊地運転代行
仙台北 （一社）仙台スポーツシューレ
仙台北 ㈱エスユーエス 仙台営業所
仙台北 ｓｍａｒｔ運転代行
仙台北 和光電機通信工業㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱ウインテック 仙台営業所
仙台北 （医）清山会 ディサービスゆかりの杜
仙台北 （福）敬寿会 特別養護老人ホーム 仙台敬寿園
仙台北 （医）ひろせ会 広瀬病院
仙台北 ㈱ＥＴＳホールディングス 東北送電事業本部
仙台北 ウツミ工務店㈱
仙台北 ㈱エービーコーポレーション
仙台北 ㈱池田理化 仙台支店
仙台北 ㈱ポラリス ポラリスデイサービスセンター旭ケ丘
仙台北 ㈲エムケーコーポレーション ベアーズ
仙台北 ㈱興設
仙台北 ㈱スタック 仙台西営業所
仙台北 ㈱山口電設
仙台北 ドリカム運転代行
仙台北 ㈱三弘アーベスト
仙台北 綿久リネン㈱ 東北支店
仙台北 ＩＳＳ運転代行
仙台北 雄優運転代行サービス
仙台北 ㈱ミゾタ 仙台支店
仙台北 ㈱リアスコン
仙台北 ㈱八州 仙台支社
仙台北 ㈲ハザマ産業
仙台北 ㈱ナカミチ
仙台北 ㈱ピック・アップ 宮城インター営業所
仙台北 （福）仙台福祉サービス協会 青葉ヘルパーステーション
仙台北 （福）仙台市社会福祉協議会 青葉区事務所
仙台北 （一社）日本自動車連盟宮城支部 仙台西基地
仙台北 ㈱バリアンメディカルシステムズ
仙台北 （福）千代福祉会 共同生活援助事業所 わーぷ
仙台北 三信建設工業㈱ 仙台支店
仙台北 ＤＡＴＥＹＡ運転代行
仙台北 いいはは運転代行
仙台北 山宗化学㈱ 仙台営業所
仙台北 ヒロセ補強土㈱ 東日本営業部
仙台北 日本生命保険相互会社 仙台支社
仙台北 ㈱ブレイン
仙台北 ＰＧＭプロパティーズ㈱ グレート仙台カントリー倶楽部
仙台北 ㈱ホットスタッフ仙台
仙台北 ＪＦＥパイプライン㈱ 東北事業所
仙台北 ㈱カナデン 東北支店
仙台北 ㈱東北マツダ 南吉成店
仙台北 日本ゴア㈱ 仙台フロントオフィス
仙台北 コスモ警備㈱
仙台北 仙台市台原老人福祉センター
仙台北 オリックス・ファシリティーズ㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱プライム
仙台北 ㈱佐々木義肢製作所 仙台本社



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 たんたん運転代行
仙台北 ㈱コスモスウェブ
仙台北 アオバ開発工業㈱
仙台北 明治牛乳宅配センター ラテ職人
仙台北 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター仙台中山吉成
仙台北 かどや製油㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱エラン 仙台支店
仙台北 東北自動車共済協同組合 宮城県サービスセンター
仙台北 ツクイ仙台愛子
仙台北 キヤノンメドテックサプライ㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱エクセルシャノン東北支店
仙台北 スポーツクラブ ルネサンス仙台宮町２４
仙台北 ㈱ワイズマン仙台福祉支店
仙台北 ㈱Ｅｒｆｏｌｇ
仙台北 （一社）Ｂｅｌｌ くにみ透析クリニック
仙台北 タカラ工業㈱
仙台北 ケイアイスター不動産㈱ 仙台中央営業所
仙台北 日本製紙㈱ 紙パック営業本部 営業一部 仙台出張所
仙台北 ㈱清野興業
仙台北 いちご運転代行
仙台北 住友不動産販売㈱ 仙台上杉営業センター
仙台北 ㈱ミック 東日本サポートセンター
仙台北 全農東北エネルギー㈱ 宮城支店
仙台北 全農東北エネルギー㈱
仙台北 メドトロニックソファモアダネック㈱ 仙台営業所
仙台北 絆ＫＩＺＵＮＡ運転代行
仙台北 エントランス㈱ エントランス運転代行
仙台北 ウォータースタンド㈱ 仙台営業所
仙台北 住友不動産㈱ 注文住宅事業本部 宮城事業所
仙台北 訪問看護ステーション デューン青葉
仙台北 ㈱ミルックス東北支店
仙台北 松本商事㈱
仙台北 ㈱大貴建設
仙台北 ㈱ひまわり看護ステーション なの花訪問看護ステーション
仙台北 ㈱テークアイ
仙台北 日本メドトロニック㈱ 仙台支店
仙台北 （福）仙台はげみの会「国見はげみホーム」
仙台北 ㈱東洋食品 仙台南吉成給食センター
仙台北 （福）仙台はげみの会 仙台市西花苑たんぽぽホーム
仙台北 仙台トヨペット㈱仙台中央店
仙台北 ㈱大創産業 仙台事務所
仙台北 東亜電気工業㈱
仙台北 星光ＰＭＣ㈱ 東北営業所
仙台北 ㈱テクノファシリティーズ
仙台北 ㈱アイダ設計 仙台泉店
仙台北 大新土木㈱ 東北営業所
仙台北 ㈱大杜工営
仙台北 太洋基礎工業㈱ 東北営業所
仙台北 （公社）宮城県看護協会 青葉訪問看護ステーション
仙台北 アミカ仙台北山介護センター
仙台北 ㈱ジャスト 仙台営業所
仙台北 ㈱石井組
仙台北 ㈱ジーエル
仙台北 ＡＴアクト㈱ 愛子事業所
仙台北 銅谷建設㈱ 資材センター
仙台北 東日興産㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 電通工業㈱ 仙台支店
仙台北 セントケア東北㈱ セントケア旭ケ丘
仙台北 東洋ワークテクノ㈱
仙台北 （福）一歩一歩福祉会 かがやきの杜
仙台北 ㈱Ｔｏｏ仙台
仙台北 ㈱飛鳥 東北支店
仙台北 東日本エンジニアリング㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱モトーレン仙台 ＭＩＮＩ ＮＥＸＴ青葉
仙台北 ケーアンドイー㈱ 東北支店
仙台北 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ黒松
仙台北 三和建設㈱
仙台北 ㈱建装テクノ 仙台営業所
仙台北 蔵王リース㈱ 仙台愛子営業所
仙台北 日本メディカルプロダクツ㈱ 仙台支店
仙台北 ㈱ハウジングエステート ハウジングエステート北仙台駅前本店
仙台北 日本コムシス㈱ 仙台テクノステーション
仙台北 ㈱下永会計事務所
仙台北 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ吉成
仙台北 広域連系北幹線新設工事（第２工区） ㈱サンテック現場事務所
仙台北 ネッツトヨタ仙台㈱ 折立店
仙台北 ネッツトヨタ仙台㈱ 黒松店
仙台北 ネッツトヨタ仙台㈱ 中山店
仙台北 ㈱グリーンシステム グリーンステーション仙台西店
仙台北 ㈱鐶エスアール工業 仙台支店
仙台北 （福）仙台キリスト教育児院 シオンの園
仙台北 （福）仙台キリスト教育児院
仙台北 （特養）せんだい郷六の杜
仙台北 宮城県火災共済協同組合
仙台北 水ｉｎｇＡＭ㈱ 東北支店 東北ＲＳＣ部 東北チーム山形ＰＦエリア広瀬川管理事務所
仙台北 ㈱栃木屋 仙台営業所
仙台北 ウォーターワークス仙台㈱
仙台北 仙台市交通局 本庁舎
仙台北 ㈱エムズ 小規模多機能ホームエムズ落合
仙台北 朝日生命保険相互会社 青葉営業所
仙台北 ㈱東洋アクアテック 仙台支店
仙台北 ㈱宮城トヨタ商事 ダイハツ中山
仙台北 ㈱宮城トヨタ商事 ＴＫガレージ黒松
仙台北 ヤマリョー㈱ 仙台支店
仙台北 （福）仙台つるがや福祉会 ゆう貝ヶ森
仙台北 ㈱大和リーアルティ
仙台北 長府工産㈱ 東北支店
仙台北 落合工業㈱
仙台北 ㈱ここみケア 訪問看護ステーションＳｏｒａ
仙台北 （福）なのはな会 はまゆう
仙台北 （福）なのはな会 こまくさ苑
仙台北 東北日精システム㈱
仙台北 ㈱日本ピーエス 東北支店
仙台北 ㈱アパートナー仙台西支店
仙台北 メイクコミュニケーションズ㈱
仙台北 ㈱細田工務店 東北営業所
仙台北 第一法規㈱ 東北営業部
仙台北 パスウェイ㈱ 仙台本社
仙台北 東北都市整備㈱
仙台北 ㈱七十七銀行 北仙台支店兼荒巻支店
仙台北 （福）一歩一歩福祉会 ポケット
仙台北 東北ムラテツ㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台北 ケイアイスターデベロップメント㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱七十七銀行 宮城町支店
仙台北 ㈱エムセツ
仙台北 ㈱小松建設
仙台北 第一運転代行
仙台北 ㈱ＳＤＳ
仙台北 ㈱ＴＫテクノサービス 東北営業所
仙台北 グリーンハイツ国見
仙台北 税理士法人財務プランニング
仙台北 （社）自生会 特別養護老人ホーム 自生苑
仙台北 チバ器械㈱
仙台北 （福）みんなの輪 わ・は・わ広瀬
仙台北 ㈱ウィット・アソシエイツ 本社
仙台北 日本電計㈱ 仙台営業所
仙台北 ㈱西原環境 東北営業所
仙台北 （医）東北福祉会 老人保健施設 せんだんの丘
仙台北 ㈱小野組 東北支店
仙台北 ㈱キット
仙台北 ＹＡＣ税理士法人 仙台事務所
仙台北 ダイアパレスラピュータ国見
仙台北 グランド産業㈱ 仙台事業所
仙台北 ㈱旭商会 仙台店
仙台北 （特養）せんじゅ
仙台北 東北大学病院
仙台北 ㈱ジェー・エヌ・エス 東北営業所
仙台北 ㈱仙台グリーンターフ
仙台北 宮城県商工連合会
仙台北 ㈱敬愛 訪問看護ステーション敬愛
仙台東 ㈱建設システム 仙台営業所
仙台東 綜合警備保障㈱ 宮城支社 仙台東支店
仙台東 ㈱札幌物流 仙台営業所
仙台東 一冨士フードサービス㈱ 北海道・東北支社
仙台東 ㈱テクノカミオカ
仙台東 エームサービス㈱ ＲＳ事業本部 ＲＳ東北マーケットセンター
仙台東 三洋工業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱エイジス 仙台ディストリクト オフィス
仙台東 富士フイルム和光純薬㈱東北営業所
仙台東 日本ビルコン㈱ 東日本事業本部 南東北支社
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 仙台保線技術センター
仙台東 ナカ工業㈱ 仙台支店
仙台東 西武㈱ 仙台営業所
仙台東 セキスイハイム東北㈱
仙台東 伊藤忠エネクス㈱ 東北支店
仙台東 サンスター㈱ 北日本支店 東北営業所
仙台東 東北学院中学校・高等学校
仙台東 東芝エレベータ㈱ 東北支社
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 仙台建築技術センター
仙台東 仙台中央自動車学校
仙台東 関東ロックウール㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱青葉エービーシー建販
仙台東 ㈱南光 仙台ドライブスクール
仙台東 ㈱アイチコーポレーション 北日本支店
仙台東 ㈱マルイ
仙台東 Ｒ４５・日の出自動車学校
仙台東 ダンロップタイヤ東北㈱
仙台東 ㈱小西



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 東亜非破壊検査工事㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱アクティオ 仙台営業所
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 東北工事事務所 仙台電気工事区
仙台東 宮城三菱自動車販売㈱ 本社
仙台東 仙台市宮城野消防署
仙台東 山三建硝㈱
仙台東 宮城車体㈱
仙台東 佐藤㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱丸鹿
仙台東 エネックスジャパン㈱ 仙台営業所
仙台東 カシオ計算機㈱ 仙台営業所
仙台東 宮城スバル自動車㈱ 日の出店
仙台東 いすゞ自動車東北㈱ 仙台支店
仙台東 鳥羽建設工業㈱
仙台東 宮城日産自動車㈱
仙台東 ベストパーツ㈱
仙台東 宮城トヨタ自動車㈱
仙台東 ＵＤトラックス㈱東北支社
仙台東 ㈱同仁社 仙台支店
仙台東 ㈱マルタケ 仙台支店
仙台東 （学）幸学園 さいわい幼稚園
仙台東 ㈱ニチベイ 東北支店
仙台東 日産プリンス宮城販売㈱
仙台東 ㈱オーテック 管工機材事業部 東京支店 仙台営業所
仙台東 トラスコ中山㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱アペックス 仙台営業所
仙台東 ㈱髙橋鉄工設備
仙台東 ㈱ダスキンサーヴ東北 ダスキン大梶支店
仙台東 ㈱ウエノ 仙台支店
仙台東 和協産業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱仙台木材市場
仙台東 ㈱コロナ 仙台支店
仙台東 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 仙台東センター
仙台東 林造園㈱
仙台東 東北ゼネラル防災㈱
仙台東 ㈱ホンダ四輪販売 南・東北幸町店
仙台東 ㈱バンザイ 仙台支店
仙台東 東邦電気工業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱千葉製作所
仙台東 愛知時計電機㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱仙台給食センター
仙台東 ㈱寺沢電設
仙台東 中城建設㈱
仙台東 ㈱ユアテック
仙台東 仙台アスコン㈱
仙台東 ㈱ヤマザキマテックス
仙台東 クラシエフーズ販売㈱ 東北支店
仙台東 ㈲鈴木彫刻店
仙台東 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ リテールフード仙台支店
仙台東 宮城県仙台東警察署
仙台東 コーセー化粧品販売㈱ 仙台支店
仙台東 日本メックス㈱ 東北支店
仙台東 ㈱スズキ自販関東 仙台中央営業所
仙台東 ㈲豊原興業
仙台東 ネッツトヨタ仙台㈱ 本社
仙台東 ㈱ピコイ 仙台支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 小松物産㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱三成建設
仙台東 共立建設㈱ 東北支店
仙台東 ㈱フジコー 仙台事業所
仙台東 ㈱農協印刷センター
仙台東 宮城県管工業協同組合 扇町事業所
仙台東 ㈲マツオ建材
仙台東 宮城日野自動車㈱
仙台東 ㈱ニッセイ宮城
仙台東 コマツカスタマーサポート㈱ 東北カンパニー 建機仙台支店
仙台東 ㈱マルゼン 東北営業所
仙台東 ㈱白洋舎 仙台支店
仙台東 象印マホービン㈱ 仙台支店
仙台東 六甲バター㈱ 東北営業所
仙台東 三菱電機住環境システムズ㈱ 東北支社
仙台東 ㈱日東 仙台営業所
仙台東 仙台ガス水道工業㈱
仙台東 三浦工業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱イヤサカ 仙台支店
仙台東 東亜商事㈱ 仙台支店
仙台東 ＪＲ東日本リネン㈱ 仙台工場
仙台東 ＴＯＴＯ東北販売㈱
仙台東 カリモク家具㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱アルティア 仙台支店
仙台東 ロジスネクスト東北㈱ 仙台港支店
仙台東 松田産業㈱ 仙台営業所
仙台東 オーク設備工業㈱ 東北支社
仙台東 富国物産㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱キョーワテクノ
仙台東 ＴＯＡ㈱ 仙台営業所
仙台東 キングラントウホク㈱ 本社
仙台東 サンライズパッケージ㈱
仙台東 キッコーマン食品㈱ 東北支社
仙台東 ㈱ホギ メディカル 仙台営業所
仙台東 橋本晴花㈱
仙台東 ㈱ＮＴＴ東日本－東北 苦竹ビル
仙台東 ㈱ミツウロコヴェッセル東北 南東北支店 仙台店
仙台東 上野㈱
仙台東 ㈱太陽事務機
仙台東 栄喜工業㈱
仙台東 ㈱マキタ 仙台営業所
仙台東 岡田電気産業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱克栄建設
仙台東 パナソニック コンシューマー マーケティング㈱ ＣＳ社東北社
仙台東 橋本産業㈱ 仙台支店
仙台東 日本特殊陶業㈱ 仙台営業所
仙台東 協業組合 仙台清掃公社
仙台東 ㈱小川真功商店
仙台東 ㈱グリーンハウザー
仙台東 トヨタカローラ宮城㈱ アムシス苦竹店
仙台東 ㈱カネサ藤原屋
仙台東 ㈱北日本カラー写真
仙台東 ㈱小野光商事
仙台東 日比谷総合設備㈱ 東北支店
仙台東 中央自動車工業㈱ 仙台支社
仙台東 共進電機工業㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ＡＧＣ硝子建材㈱ 仙台支店
仙台東 公益財団法人 仙台市医療センター 仙台オープン病院
仙台東 三本珈琲㈱ 東北地区本部
仙台東 チコーエンジニアリング㈱ 仙台営業所
仙台東 イセ食品㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱ダイワ技術サービス
仙台東 川崎地質㈱ 北日本支社
仙台東 我妻冷温工業㈱
仙台東 坪田工業㈱
仙台東 ㈱太平エンジニアリング 東北支店
仙台東 仙台トヨペット㈱ 本社
仙台東 ＦＶジャパン㈱ 南東北支店
仙台東 仙台生コンクリート㈱
仙台東 大日本印刷㈱
仙台東 弘栄設備工業㈱ 仙台支店
仙台東 スターゼン販売㈱ 仙台営業所
仙台東 キューピー㈱ 東北支店
仙台東 東芝コンシューママーケティング㈱ 北海道・東北カスタマーサービス部
仙台東 宝酒造㈱ 東北支社
仙台東 安全自動車㈱ 仙台支店
仙台東 吉野工業㈱
仙台東 ㈱佐彦
仙台東 ㈱日産フィナンシャルサービス
仙台東 正光電気工事㈱
仙台東 ㈱ヤブ原 仙台支店
仙台東 ㈱オオエコーポレーションズ
仙台東 マスプロ電工㈱ 仙台支店
仙台東 タニコー㈱ 仙台営業所
仙台東 アイホン㈱ 東北支店
仙台東 ㈱東北パシフィック
仙台東 東京書籍㈱ 東北支社
仙台東 東永機工建設㈱
仙台東 仙台検査㈱
仙台東 ㈱日産サティオ宮城 本社店
仙台東 ＰＦＵ ＩＴサービス㈱ 仙台サービスセンター
仙台東 ヨネックス㈱ 仙台営業所
仙台東 新興工材㈱
仙台東 ㈱ディーバイス
仙台東 東北油化工業㈱
仙台東 ㈱吉田 仙台支店
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 仙台土木技術センター
仙台東 小糸樹脂㈱
仙台東 三益工業㈱
仙台東 コヤマリネン㈱ 仙台事業所
仙台東 ホーユー㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱共和電業
仙台東 ＥＮＥＯＳ㈱ 仙台製油所
仙台東 佐藤興業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱トスネット
仙台東 多摩生コンクリート工業㈱
仙台東 ㈱スズキ二輪 宮城営業所
仙台東 ㈱メディセオ 仙台支店
仙台東 ㈱堀越
仙台東 ㈱デンソーソリューション 東北支社
仙台東 丸幸自動車工業㈱
仙台東 鷹觜建設㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ㈱東信空調
仙台東 タイガー魔法瓶㈱ 東北営業所
仙台東 ヤマザキビスケット㈱ 東北営業所
仙台東 ㈱ユニマットライフ 仙台営業所
仙台東 （学）仙台百合学院 ナザレト幼稚園
仙台東 三菱ふそうトラック・バス㈱ 東北ふそう 仙台支店
仙台東 新港機工㈱
仙台東 奥山工業㈱ 仙台工事事務所
仙台東 ㈱ＮＩＰＰＯ 仙台出張所
仙台東 トヨタモビリティパーツ㈱宮城支社
仙台東 東北電力㈱ 新仙台火力発電所
仙台東 仙台農業協同組合 原町支店
仙台東 （一財）東北電気保安協会 仙台東事業所
仙台東 キリンビール㈱ 仙台工場
仙台東 ㈱志文東部自動車学校
仙台東 岩切東光第二幼稚園
仙台東 丸七商事㈱ 仙台営業部
仙台東 東北労働金庫 仙台東支店
仙台東 ㈱シマキュウ 仙台支店
仙台東 日建工業㈱ 仙台工事部
仙台東 東北ミサワ建設㈱
仙台東 ㈱仙台スイミングスクール
仙台東 クラリオンセールスアンドマーケティング㈱ 仙台営業所
仙台東 損害保険ジャパン㈱
仙台東 ㈱髙工
仙台東 ㈱ジェー・シー・アイ 仙台支店
仙台東 ㈱七十七カード
仙台東 仙台市ガス局
仙台東 ㈱アドテック
仙台東 大和工業㈱
仙台東 ㈲上野商店
仙台東 開盛機械工業㈱
仙台東 興立産業㈱
仙台東 山中産業㈱
仙台東 ㈱モリタエコノス 仙台支店
仙台東 仙台市環境局廃棄物事業部 宮城野環境事業所
仙台東 ㈱丸徳基業
仙台東 環境設備工業㈱
仙台東 仙台市宮城野消防署 高砂分署
仙台東 仙台鈴木自動車工業㈱
仙台東 宮城配電工事㈱ 仙台営業所
仙台東 東北発電工業㈱ 新仙台支社
仙台東 ㈱三協陸送
仙台東 ㈱エルピダあおば 仙台営業所
仙台東 東日本フード㈱ 仙台営業部
仙台東 応用地質㈱ 東北事務所
仙台東 東洋製罐㈱ 仙台工場
仙台東 わかもと製薬㈱ 仙台支店
仙台東 サンエー工業㈱ 仙台営業所
仙台東 井上設備工業㈱
仙台東 ㈱萩野工務店
仙台東 宮城県仙台土木事務所
仙台東 ㈱タツノ 東北支店
仙台東 ㈱保工東北
仙台東 ㈱エンドーミート
仙台東 東邦運輸倉庫㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 リリカラ㈱ 東北支店
仙台東 前田道路㈱ 仙台営業所
仙台東 （学）立華学園 立華認定こども園
仙台東 広進建設㈱
仙台東 （学）福田学園 ふくだまち幼稚園
仙台東 妙法産業㈱
仙台東 （学）木村学園 みやぎ幼稚園
仙台東 ㈱トベ
仙台東 ㈱高速
仙台東 丸高興業㈱ 東北支店
仙台東 （一財）宮城県青年会館
仙台東 （学）小野学園 清水幼稚園
仙台東 （学）東北柔専 あけぼの幼稚園
仙台東 宮城県立仙台高等技術専門校
仙台東 テクノグラスサービス㈱
仙台東 ㈱豊栄堂印刷所
仙台東 ㈱斎テント
仙台東 ㈲山田工務店
仙台東 北川ヒューテック㈱ 東北支店
仙台東 東京鋪装工業㈱ 東北支店
仙台東 東邦車輌㈱ 東北支店
仙台東 ㈱保健科学研究所 仙台営業所
仙台東 （生協）あいコープみやぎ 日の出町センター
仙台東 日立建機日本㈱ 仙台中央営業所
仙台東 ㈱髙橋豊工務店
仙台東 共進機材㈱
仙台東 装建工業㈱
仙台東 宮城県保健環境センター
仙台東 東北防衛局
仙台東 ㈱オーカム
仙台東 基礎地盤コンサルタンツ㈱ 東北支社
仙台東 ㈱富士通ゼネラル 東北支店
仙台東 ㈱レンタルのニッケン 仙台営業所
仙台東 ユアサ商事㈱ 東北支社
仙台東 ㈱システムハウスＲ＆Ｃ 東北支店
仙台東 丸井産業㈱ 仙台営業所
仙台東 東北リース㈱
仙台東 東日本技建㈱
仙台東 ㈱ヤマコン 仙台支店
仙台東 服部産業㈱
仙台東 服部商事㈱
仙台東 菱機工業㈱ 仙台支店
仙台東 ライト工業㈱ 東北統括支店
仙台東 ㈱丹勝
仙台東 ㈱こあ
仙台東 新明和工業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城カンパニー仙台北営業所 仙台港サービスセンター
仙台東 ㈲サイキ自動車工業
仙台東 （福）宮城県障がい者福祉協会 肢体不自由児協会事業
仙台東 加藤産業㈱ 東北支社
仙台東 中央管工業㈱
仙台東 ㈱サニクリーン東北
仙台東 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 扇町東店
仙台東 ㈱サン道路サービス
仙台東 ㈱ミチノク 仙台営業所
仙台東 ㈱仙台市環境整備公社 小鶴収集課



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 スバル興業㈱ 東北支店
仙台東 （公社）宮城県生活環境事業協会
仙台東 ㈱光生エンジニアリング
仙台東 大栄重機工業㈱
仙台東 雪印メグミルク㈱ 東北統括支店
仙台東 青木機工建設㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱常光 仙台営業所
仙台東 仙台ガスエンジニアリング㈱
仙台東 ㈱東京めいらく 仙台営業所
仙台東 アオキ㈱
仙台東 ㈱中島商会 仙台支店
仙台東 東海澱粉㈱ 仙台営業所
仙台東 全栄興業㈱
仙台東 ㈱宮城貸鉢センター
仙台東 ㈱いわちく 仙台営業所
仙台東 渡辺電業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ダイイチ
仙台東 小林クリエイト㈱ 仙台営業課
仙台東 日世㈱ 仙台営業所
仙台東 富士興産㈱ 仙台支店
仙台東 伊藤ハムデイリー㈱ 東北ＦＳ課
仙台東 コマニー㈱ 仙台営業所
仙台東 空調企業㈱
仙台東 ㈱ラプラス 仙台東営業所
仙台東 伊藤忠食品㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 高砂店
仙台東 ＮＴＴデータカスタマサービス㈱ 東北支社 仙台営業所
仙台東 ㈱ハウスガード
仙台東 中央鋼建㈱
仙台東 ㈱サンテック 東北支社
仙台東 ㈱加納工業所
仙台東 ㈱ビッグウエイ
仙台東 ㈱守屋電設
仙台東 ㈱渡邊舗装工業
仙台東 ㈱ニュークリーン
仙台東 ㈱ユニバーサルエンターテインメント 仙台営業所
仙台東 トピー実業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱アームズ東日本
仙台東 日誠工業㈱
仙台東 泉州電業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱宮城テレビ放送
仙台東 ㈱松清産業
仙台東 仙台ガス㈱
仙台東 ダイドービバレッジサービス㈱ 仙台営業所
仙台東 仙台エルピーガス㈱
仙台東 美恵広建設
仙台東 ツネマツガス㈱
仙台東 ㈱サイコー
仙台東 ㈱宮城ヒーティングサービス
仙台東 日本ホーム㈱
仙台東 仙台市宮城野区役所
仙台東 ㈱セレスポ 仙台支店
仙台東 ヤンマー建機㈱ 仙台支店
仙台東 ㈲富士建業
仙台東 同和興業㈱ ＢＭセンター
仙台東 ㈱北日本ノバックス



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 小太郎漢方製薬㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱サン・ベンディング東北
仙台東 伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱ 宮城支店
仙台東 みちのくフードサービス㈱
仙台東 ㈱東北造園
仙台東 ㈱仙台グリーンサービス
仙台東 ㈱ノダ 東北営業所
仙台東 ㈱設備センター
仙台東 ㈱エス・ケイ・ディ 仙台支店
仙台東 東北アルフレッサ㈱ 仙台第一支店
仙台東 ㈱スミノエ 北日本支社
仙台東 仙台キリンビバレッジサービス㈱
仙台東 ㈱ホーム建材店
仙台東 ㈱吉岡
仙台東 クミアイ化学工業㈱ 東北支店
仙台東 ＪＲ東日本メカトロニクス㈱ 仙台支店
仙台東 （学）蒲生学園 しらとり幼稚園
仙台東 フランスベット㈱ メディカル東北営業所
仙台東 （福）宮城厚生福祉会 高齢者福祉施設 宮城野の里
仙台東 ㈱庄子専助商店
仙台東 ㈱平和 仙台営業所
仙台東 小野リース㈱
仙台東 ニチレキ㈱ 東北支店
仙台東 東北ビルウェア㈱
仙台東 ＵＣＣコーヒープロフェッショナル㈱ 仙台支店
仙台東 花王プロフェッショナル・サービス㈱ 北日本支社
仙台東 陸前総合開発㈱
仙台東 ゼリア新薬工業㈱ 仙台支店 医薬部門
仙台東 ㈱伊藤園 仙台東部支店
仙台東 アルフレッサファーマ㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱ウッドワン 仙台営業所
仙台東 ㈱高松衛生工業
仙台東 三菱電機ＩＴソリューションズ㈱東北支店
仙台東 仙台ガスサービス㈱
仙台東 ＡＬＳＯＫ宮城㈱
仙台東 ＯＫＩクロステック㈱ 東北支社
仙台東 ㈱宮城県学校用品協会 中央支所
仙台東 亀田製菓㈱ 東日本支店
仙台東 国分東北㈱
仙台東 ㈱エービーシー商会 仙台営業所
仙台東 宮城県農業共済組合 宮城中央支所
仙台東 グローリーナスカ㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱タカギ 仙台営業所
仙台東 ㈱サトー商会 仙台本社
仙台東 ㈱仙台紙工印刷
仙台東 バイタルエア・ジャパン㈱ 東北営業所
仙台東 オリエンタル工業㈱
仙台東 ㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス 東北支店 宮城営業所
仙台東 エネクスフリート㈱ 北日本支店
仙台東 ㈱平和マネキン 仙台支店
仙台東 冨田マテックス㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱トーショー 仙台支店
仙台東 仙台農業協同組合 岩切支店
仙台東 ㈱ジェイエイ仙台 ガス供給センター
仙台東 仙台農業協同組合 高砂支店
仙台東 仙台農業協同組合



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 松崎糧穀商事㈱
仙台東 サイタ工業㈱ 東北支社
仙台東 ㈱東日本ソルト
仙台東 ㈱東北アイビ
仙台東 （公財）宮城県対がん協会 宮城野分室
仙台東 伊藤ハムミート販売東㈱ 仙台量販営業所
仙台東 日研トータルソーシング㈱ 仙台事業所
仙台東 コマツカスタマーサポート㈱ 東北カンパニー リフト仙台支店
仙台東 （学）菅原学園 鶴ヶ谷幼稚園
仙台東 昭和電工ガスプロダクツ㈱ 東北支店
仙台東 厚生労働省 宮城労働局
仙台東 ㈱七十七銀行 卸町支店
仙台東 佐川急便㈱ 南東北支店
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 仙台支社 仙台信号通信技術センター
仙台東 （福）仙台市障害者福祉協会 仙台市宮城野障害者福祉センター
仙台東 ＪＲ東日本ビルテック㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター原町
仙台東 三栄ビルシステム㈱ 東北営業所
仙台東 ㈱シー・アイ・シー 仙台北営業所
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 仙台電力技術センター
仙台東 ㈱富士薬品 仙台東営業所
仙台東 ㈱カナモト 仙台営業所
仙台東 ㈱初田製作所 東北支店
仙台東 東鉄工業㈱ 仙台機械軌道出張所
仙台東 ㈱昭和コーポレーション 仙台事業所
仙台東 宮城第一メタル㈱
仙台東 三井食品㈱ 東北支社
仙台東 マリンフーズ㈱ 宮城事業所
仙台東 ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱ 南東北支社 仙台支店
仙台東 ㈱三森コーポレーション
仙台東 三陸運輸㈱ 仙台港事業所
仙台東 ㈱菊地製材所 仙台支店
仙台東 コマツカスタマーサポート㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱竹村製作所 仙台支店
仙台東 アサヒサンクリーン㈱ 東仙台デイサービスセンター
仙台東 ㈱パスコ 東北事業部
仙台東 テクノ・マインド㈱
仙台東 新北上重機工業㈱
仙台東 三菱重工機械システム㈱ 東京サービスセンター
仙台東 花王フィールドマーケティング㈱ 東北地区
仙台東 ㈱ハウスメイトマネジメント 仙台支店
仙台東 ㈱土屋ホームトピア 仙台支店
仙台東 ㈱広友 ダスキン高砂支店
仙台東 せんだい運転代行社
仙台東 大塚食品㈱ 仙台支店
仙台東 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 東北支社
仙台東 ㈱ジー・ティスト 平禄事業部 仙台オフィス
仙台東 ㈱ダイキアクシス 東北支店
仙台東 大成温調㈱ 東北支店
仙台東 ㈱レオパレス２１ 仙台支店
仙台東 ＮＸ商事㈱ 仙台支店
仙台東 横浜税関 仙台塩釜税関支署
仙台東 （一財）杜の都産業保健会
仙台東 三菱重工冷熱㈱ 東北支社
仙台東 京セラドキュメントソリューションズジャパン㈱ 仙台事業所
仙台東 横山食品㈱ 仙台支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 クラシエ薬品㈱ 東北支店
仙台東 エスアールエス㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱ユニホー 仙台支店
仙台東 グローリー㈱ 東北支店
仙台東 ㈱フジトランスコーポレーション 仙台支店
仙台東 三菱食品㈱ 東北支社
仙台東 ブイファッション仙台㈱
仙台東 協業組合 仙台清掃公社 仙台事業所
仙台東 ㈱ジューテック 仙台営業所
仙台東 トーホクガス㈱ 仙台東営業所
仙台東 ㈱イワクラ 仙台支店
仙台東 日本貨物鉄道㈱ 東北保全技術センター
仙台東 テルウェル東日本㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ミヤギテレビサービス
仙台東 北日本石油㈱ 仙台支店
仙台東 レンタルシステム㈱ 東日本事業本部 仙台営業所
仙台東 ㈱テラテック
仙台東 ㈱ｏｎｅＡ 仙台営業所
仙台東 メルコファシリティーズ㈱ 北日本支社
仙台東 ㈱パロマ 仙台営業所
仙台東 ㈱ＣＮＳ
仙台東 デイサービスわかなの杜
仙台東 日本ハイウエイ・サービス㈱ 仙台事業所
仙台東 ㈱杉孝
仙台東 ㈱ツクイ ツクイ萩野町
仙台東 ユナイト㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱秀建築デザイン
仙台東 エスケー化研㈱ 仙台支店
仙台東 介護老人保健施設リハビリパ－ク高砂
仙台東 ㈱三洋工業 東北システム
仙台東 創価学会 東北方面事務総局
仙台東 ㈱レンタルのニッケン 南東北支店
仙台東 ㈱ビューティ花壇 仙台支店
仙台東 ㈱星医療酸器 東北事業所
仙台東 ㈱ビルテック
仙台東 ナブコシステム㈱ 仙台支店
仙台東 シンフォニアエンジニアリング㈱ 東北営業所
仙台東 東日本電気エンジニアリング㈱ 仙台信号通信サービスセンター
仙台東 ㈱三菱電機ライフネットワーク 北日本本部
仙台東 スーパーオートバックス仙台ルート４５
仙台東 三進金属工業㈱
仙台東 ネクサスエナジー㈱ 東北支店 扇町配送センター
仙台東 ㈱リビングプラットホーム フループ福室
仙台東 ホンダ部品販売㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱ゆうちょ銀行 仙台東店
仙台東 メットライフ生命保険㈱ 仙台支社
仙台東 小松ウオール工業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱東日本プラシス
仙台東 ㈱楽天野球団
仙台東 日軽パネルシステム㈱ 仙台支店
仙台東 （医）清山会 みはるの杜診療所
仙台東 行政書士法人 地域交通プラネッツ
仙台東 宮城県仙台塩釜港湾事務所
仙台東 ㈱ログ 仙台工場
仙台東 ㈱ミライト・モバイル・イースト東北支店
仙台東 北越工業㈱ 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ㈱リバイブ
仙台東 ㈱鈴木製作所
仙台東 ㈱丸市 仙台ミートセンター
仙台東 大日本塗料㈱ 東日本販売部 仙台営業所
仙台東 新明和オートエンジニアリング㈱ 東北営業所
仙台東 ㈱小泉東北
仙台東 エナジーシステムサービスジャパン㈱ 東北営業所
仙台東 沢井製薬㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱宮城県学校用品協会 こーぷ家庭教育センター
仙台東 代行ＭＡＸ
仙台東 ㈱アリガ 仙台支店
仙台東 ㈱宮城総合給食センター
仙台東 東日本電気エンジニアリング㈱ 仙台支店 仙台電力サービスセンター
仙台東 Ａ＆Ｋホンシュウ㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱アポロ商事
仙台東 三和シャッター工業㈱ 東北事業部
仙台東 佐藤金属㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱ユニマットライフ レンタル仙台営業所
仙台東 ダイドードリンコ㈱ 東北第一支店
仙台東 ㈱タウ 仙台支店
仙台東 ㈱ヒロツー 仙台支店
仙台東 東北東華色素㈱
仙台東 日本ペイント㈱ 東北支店
仙台東 ㈱清月記
仙台東 ㈱丸島アクアシステム 東北支店
仙台東 綜合警備保障㈱ 警送宮城支社
仙台東 古川電気工業㈱
仙台東 ㈲エムケーロジスティクス
仙台東 マツダパーツ㈱ 東北支社 宮城支店
仙台東 ㈱仙台銘板 仙台営業所
仙台東 日本リーテック㈱ 仙台支店
仙台東 セントケア福田町
仙台東 ㈲在宅支援チームフォーレスト
仙台東 デンヨー㈱ 東北営業所
仙台東 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ タイヤサービス東部店
仙台東 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ タイヤサービス仙台港店
仙台東 （福）仙台市手をつなぐ育成会 ホープすずかけ
仙台東 ㈲カメヤマ
仙台東 丸繁㈱
仙台東 日本年金機構 仙台東年金事務所
仙台東 日本フルハーフ㈱ 仙台支店
仙台東 （医）岩切病院
仙台東 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部 仙台東物流センター
仙台東 ㈱ダイフク 東北支店
仙台東 住友重機械建機クレーン㈱ 仙台営業所
仙台東 マルチプライ㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱奥羽木工所 仙台港工場
仙台東 ㈲佐藤重機興業
仙台東 ㈱ダスキン 東北地域本部
仙台東 ミニストップ㈱ 東北地区事務所
仙台東 ＪＲ東日本コンサルタンツ㈱
仙台東 ㈱東北ジーワイ
仙台東 ハスクバーナ・ゼノア㈱ 東北支店
仙台東 東京サラヤ㈱ 東北支店
仙台東 Ｊ＆Ｔ環境㈱ 仙台事業本部
仙台東 ㈱プレナス ほっともっと事業本部 東部地域本部 東北営業部



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ㈱アールアンドアール 東北営業所
仙台東 （一財）みやぎ婦人会館
仙台東 ヤマトオートワークス㈱ 仙台工場
仙台東 大陽日酸エンジニアリング㈱ 東北支店
仙台東 ㈱興盛工業所
仙台東 トロント㈲
仙台東 理想科学工業㈱ 東北営業所
仙台東 ソニテック㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱フロントライン 仙台支店
仙台東 ㈱エディソン 仙台支店
仙台東 日本液炭㈱ 東北支社
仙台東 ㈲渡辺電気工事 仙台営業所
仙台東 日本無線㈱ 東北支社
仙台東 ㈱ホンダ四輪販売南・東北
仙台東 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱ 仙台支社
仙台東 ㈱トークス
仙台東 大塚製薬㈱ 仙台支店
仙台東 仙台キリンビバレッジサービス㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱トークス 宮城支社
仙台東 アットホーム㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱明治 北日本支社
仙台東 新生テクノス㈱ 東北支社
仙台東 イオンディライト㈱ 東北支社
仙台東 ㈱ビーイング 東北営業所
仙台東 ダンロップタイヤ東北㈱ タイヤランド仙台
仙台東 ㈱内田洋行ＩＴソリュ－ションズ 地域事業本部 東北支店
仙台東 仙台市建設局下水道事業部 南蒲生浄化センター
仙台東 ㈲興洋建設
仙台東 ㈱佐広重機
仙台東 ㈱ウォーターエージェンシー 宮城サービスステーション
仙台東 新コスモス電機㈱ 東日本営業部 仙台営業所
仙台東 ㈱電洋社
仙台東 東北農政局 土地改良技術事務所
仙台東 ダンロップスポーツクラブ仙台
仙台東 （医）仁泉会 デイサービスセンター にこトピア萩野町
仙台東 ロートニッテン㈱ 北海道・東北営業所
仙台東 （福）仙台市社会福祉協議会 仙台市高砂老人福祉センター
仙台東 ㈱荏原製作所 東北支社
仙台東 ㈱タダノテクノ東日本 仙台工場
仙台東 四つ葉運転代行
仙台東 エスビルド㈱
仙台東 鈴木建設㈱
仙台東 日本調理機㈱ 東北支店
仙台東 ㈱大塚製薬工場 仙台支店
仙台東 富士フイルムシステムサービス㈱ 公共事業本部 東北支店
仙台東 大建工業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱エフワンエヌ 東北支店
仙台東 仙台出入国在留管理局
仙台東 セントケア宮城㈱ セントケア仙台東
仙台東 ㈱ダスキン ミスタードーナツ事業本部 東北地域支部
仙台東 ダイキン・コンシューマ・マーケティング㈱ 東北支店
仙台東 三共リース㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱大岩マシナリー 東北支店
仙台東 ㈱ガイアートＴ・Ｋ 東北支店
仙台東 ソニーコンスーマーセールス㈱ 北日本支社
仙台東 ㈱レント 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 日本通運㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱東洋食品 仙台市高砂学校給食センター
仙台東 ㈱ここみケア ここさいむら小田原
仙台東 昱機電㈱
仙台東 前澤工業㈱ 東北支店
仙台東 フィード・ワン㈱ 東北支店
仙台東 ＢＰカストロール㈱ 仙台オフィス
仙台東 ㈱コロナワールド 仙台コロナワールド
仙台東 ㈱ニーズ 仙台支社
仙台東 ㈱スタック 仙台東営業所
仙台東 旭ハウス工業㈱ 仙台支店
仙台東 ラコリス㈱
仙台東 常盤電業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱前澤エンジニアリングサービス 東北営業所
仙台東 ダンロップタイヤ東北㈱ タイヤランド扇町
仙台東 ㈱スズキ自販宮城 本社
仙台東 ㈱大塚商会 仙台支店
仙台東 ㈱アムコ 東北支店
仙台東 クラシエホームプロダクツ販売㈱ 東北支店
仙台東 ケイミューホームテック㈱ 東日本営業部 仙台営業所
仙台東 レイズネクスト㈱ 仙台事業所
仙台東 ㈲エスビー環境開発
仙台東 酒井重工業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱清晃仙台
仙台東 富士物流㈱ 東北営業所
仙台東 テクノプロサポート㈱ 仙台サービスステーション
仙台東 アイジー工業㈱ 仙台営業所
仙台東 シマダヤ㈱ 東北支店
仙台東 仙台農業協同組合 新田東支店
仙台東 東北マツクラ㈱ 仙台作業所
仙台東 ウィル運転代行
仙台東 アイスター運転代行
仙台東 日本エレベーター製造㈱ 仙台営業所
仙台東 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険㈱ 仙台ＬＣオフィス
仙台東 ㈱松浦重機東北
仙台東 ㈱アルプスビジネスクリエーション 仙台営業所
仙台東 東栄管機㈱ 仙台支店
仙台東 三菱電機システムサービス㈱ 北日本支社
仙台東 医療法人松田会介護老人保健施設 エバーグリーン・ツルガヤ
仙台東 社会福祉法人 つどいの家 仙台つどいの家
仙台東 ビーモーション㈱ 東北支社
仙台東 ㈱エーエスシー 東北事業所
仙台東 太平洋フェリーサービス㈱ 仙台営業所
仙台東 日本メディカルネクスト㈱ 仙台営業所
仙台東 仙台ガス設備工事㈱
仙台東 万来運転代行
仙台東 富士フイルムメディカル㈱ 東北支社
仙台東 レンタルシステム㈱ 東日本事業本部
仙台東 マサル工業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱日本アクア 仙台営業所
仙台東 ㈱東北多紀システック
仙台東 ㈱ウィズソル 仙台営業所
仙台東 ㈱ウォーターテック 東北支店
仙台東 江崎グリコ㈱ 北海道東北エリア支店
仙台東 井村屋㈱ 東北支店
仙台東 ㈱飯田産業 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 スピカ運転代行
仙台東 関東化学㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱大徳
仙台東 大和リビング㈱ 東北支店
仙台東 ㈱グローリーテクノ２４ 東日本地区センター 東北・北関東地区仙台サービスセンター
仙台東 コマツ産機㈱ カスタマーサービス本部 東日本支店
仙台東 ㈱東光高岳 東北支社
仙台東 茜 運転代行
仙台東 広貫堂河上薬品グループ㈱ 仙台営業所
仙台東 イイパパ運転代行
仙台東 桜井㈱ 仙台支店
仙台東 明治フレッシュネットワーク㈱ 東北支社
仙台東 大和産業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱タイヤワールド館ベスト
仙台東 ㈱ブルースカイ
仙台東 ㈱東栄住宅 仙台営業所
仙台東 ㈱ノリタケカンパニーリミテド 東部支社 仙台営業所
仙台東 ＪＡ全農北日本くみあい飼料㈱
仙台東 ㈱ＬＩＸＩＬ トータル販売 宮城営業所
仙台東 ㈱日本微生物研究所
仙台東 品川ファーネス㈱ 仙台出張所
仙台東 ㈱ピースプライズ 仙台事業所
仙台東 東亜リース㈱ 仙台みなと営業所
仙台東 大塚ウエルネスベンディング㈱ 東日本支店
仙台東 ㈱エネサンス東北 本社
仙台東 中越道路㈱ 仙台支店
仙台東 富士産業㈱ 東北事業部
仙台東 ㈱ナカノ商会 仙台支店
仙台東 ㈱東北住建設
仙台東 ㈱ゲオ 仙台ユニット
仙台東 ㈱但野鈑金塗装工業
仙台東 ＪＡ全農北日本くみあい飼料㈱ 南東北支店
仙台東 日立グローバルライフソリューションズ㈱ ホームソリューション事業部国内営業本部
仙台東 ㈱ヤナセオートシステムズ 東北営業部
仙台東 ㈱北洲 建設・資材事業部 仙台支店
仙台東 ㈱ネオ・コーポレーション 仙台支店
仙台東 ㈱東北マツダ 日の出店
仙台東 ＪＦＥコンフォーム㈱ 東日本第二営業本部 仙台事業所
仙台東 トラスコ中山㈱ プラネット東北
仙台東 ㈱山形部品 Ｙ－ＰＩＴ仙台
仙台東 三菱電機メカトロニクスエンジニアリング㈱ 東日本支社 東北サービスセンター
仙台東 中央プラント建設㈱ 東北事業所
仙台東 東北セキスイハイム不動産㈱
仙台東 中央プラント建設㈱ 新仙台事業所
仙台東 ㈱ＤＮＰアイディーシステム 東北支店
仙台東 ベルトラックス㈱ 鶴ヶ谷ヤード
仙台東 ＡＬＳＯＫ宮城管財㈱
仙台東 長田広告㈱ 仙台営業所
仙台東 昭和㈱ 東北支社
仙台東 オデッサ・テクノス㈱ 仙台工場
仙台東 ㈱こばやし
仙台東 ㈱トヨタレンタリース宮城 本社
仙台東 モリタ宮田工業㈱ 東北営業部
仙台東 真栄測量㈱ 東北支店
仙台東 ＮＳ建材販売㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ユニエツクスＮＣＴ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 極東開発工業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱シスコムエンジニアリング
仙台東 北日本計装㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱未来建設
仙台東 ジャペル㈱ 東北営業所
仙台東 フクシマガリレイ㈱ 東北支店
仙台東 タイヘイ㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱モリタ 仙台支店
仙台東 ㈱ジャパンクリエイト 仙台営業所
仙台東 ㈲アドクリーン
仙台東 東洋水産㈱ 東北支店
仙台東 因幡電機産業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱センソクコンサルタント
仙台東 近代建設㈱
仙台東 ＮＲ信号システム㈱ 仙台支店
仙台東 産業振興㈱ 仙台物流センター
仙台東 ㈱ＵＫ 仙台支社
仙台東 ㈱共友工業
仙台東 ワンツースリー（１２３）
仙台東 （福）どろんこ会 岩切どろんこ保育園
仙台東 旭日電気工業㈱ 仙台支店
仙台東 国土交通省 東北運輸局
仙台東 ㈱トップテクサービス
仙台東 ㈱ニューリース 宮城支社
仙台東 東京重機㈱ 東北エンジニアリング支店
仙台東 ㈱堀田電業社
仙台東 ㈱エスティー
仙台東 ＳＧモータース㈱ 仙台店
仙台東 日本郵便㈱ 仙台東郵便局
仙台東 ㈱オーリー
仙台東 ㈱キナン仙台営業所
仙台東 ㈱加賀田組東北支店
仙台東 花王グループカスタマ－マーケティング㈱ 東北支社
仙台東 日新商事㈱
仙台東 ㈱アスクゲートトラスト 仙台店
仙台東 三井不動産リアルティ東北㈱ 三井のリハウス仙台駅東口センター
仙台東 ㈱北日本ウエスターン商事
仙台東 ㈱明和
仙台東 ㈱古島 東北支店
仙台東 富士製薬工業㈱ 仙台営業所
仙台東 東北建材産業㈱ カイハツ生コン工場
仙台東 ㈱カシワバラ・コーポレーション 宮城営業所
仙台東 東北ミサワホーム㈱ リフォーム事業部 宮城支店 お客様相談課
仙台東 ＫＧＲトウホク㈱
仙台東 ㈱コサカ
仙台東 ㈱サイコー 岩切事業所
仙台東 ㈱ダイケン 仙台営業所
仙台東 中国塗料㈱ 東北営業所
仙台東 一建設㈱ 仙台中央営業所 営業１課
仙台東 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 仙台中央センター
仙台東 ㈱ＮＴＴ東日本－東北 苦竹ＬＭＣ
仙台東 三陸運輸㈱ 高砂コンテナターミナル事業所
仙台東 ㈱朋友
仙台東 カメヤマ㈱ 仙台支店
仙台東 仙建工業㈱ 仙台支店 仙台建築出張所
仙台東 タカ運転代行



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 カボデンタルシステムズジャパン（同）
仙台東 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱ 仙台事業所
仙台東 ㈱ＥＮＥＯＳフロンティア 東北カンパニー
仙台東 ㈱小池メディカル 仙台営業所
仙台東 片山ナルコ㈱ 東北営業所
仙台東 日酸ＴＡＮＡＫＡ㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ジェイエイ仙台 たなばたけ高砂店
仙台東 ㈱ＪＣＭ 仙台支店
仙台東 （特養）暁星園
仙台東 シミズ㈱
仙台東 エム・シー・メディカル㈱ 北日本支店
仙台東 ㈱ワキタ 仙台支店
仙台東 ＯＫ運転代行
仙台東 ㈱ソフト９９コーポレーション 仙台支店
仙台東 ㈱ケアプラス 仙台営業所
仙台東 ㈱土木管理総合試験所 東北支店
仙台東 水ｉｎｇエンジニアリング㈱ 東北支店
仙台東 藤倉電気工業㈱ 東北支店
仙台東 住友電工ツールネット㈱ 東京営業部 仙台営業所
仙台東 中央建鉄㈱ 仙台支店
仙台東 ＳＰＫ㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱日幸商會
仙台東 兼松コミュニケーションズ㈱ 東北支店
仙台東 ミライフ東日本㈱ 仙台支店
仙台東 青葉緑化工業㈱
仙台東 ㈱電動舎 仙台支店
仙台東 仙台市動物管理センター
仙台東 太平電業㈱ 仙台事業所
仙台東 東北ポートサービス㈱ 仙台営業所
仙台東 日本リーテック㈱ 東北地区電力支社
仙台東 ㈱ユメシン
仙台東 日本リーテック㈱ 東北ビルインフラ支社
仙台東 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱
仙台東 住友不動産販売㈱ 宮城野通営業センター
仙台東 ㈱塩浜工業 東北支店
仙台東 福井コンピュータ㈱ 北日本営業所
仙台東 ㈱ヨドバシカメラマルチメディア仙台
仙台東 ㈱ニチレイ・ロジスティクスエンジニアリング 東北エンジサービス事業所
仙台東 ㈱サンマリ
仙台東 ㈱日本エコシステム 仙台事業所
仙台東 熱研プラント工業㈱
仙台東 東杜シーテック㈱
仙台東 大日本印刷㈱ 住空間ＣＳセンター 仙台事務所
仙台東 いすゞ自動車東北㈱
仙台東 ㈱橋本店 テクノロジーマネージメントセンター
仙台東 東芝エルイーソリューション㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ジャパンプロスタッフ 東北営業所
仙台東 多賀城カイハツ生コン㈱
仙台東 東洋セキュリティ㈱
仙台東 ㈱ハツタテクノ 東北支店
仙台東 ㈱鈴木硝子商会
仙台東 太陽産業㈱仙台支店
仙台東 損保ジャパンパートナーズ㈱仙台支店
仙台東 本田技研工業㈱日本本部販売部南東北県事業推進課
仙台東 ユアサ電池サービス㈱仙台営業所
仙台東 ロックペイント㈱仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ㈱ＮＩＰＰＯ宮城統括事業所
仙台東 医療法人社団健育会 仙台ひまわり訪問介護ステーション
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面情報処理隊
仙台東 ジャイワット㈱仙台支店
仙台東 ㈱ジェイエイ仙台 高砂不動産センター
仙台東 中谷エネテック㈱仙台事務所
仙台東 ヤンマー舶用システム㈱仙台支店
仙台東 ㈱日本アクセス 東北オフィス
仙台東 ㈱南光台金物 宮城野店
仙台東 ＮＸ商事㈱仙台支店 整備部仙台工場
仙台東 オビサン㈱仙台支店
仙台東 ㈱テクノアイデン
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 東北新幹線電力技術センター 仙台新幹線メンテナンスセンター
仙台東 ㈱ニップラ仙台営業所
仙台東 セブンサービス代行
仙台東 ㈱田窪工業所仙台営業所
仙台東 ㈱オーレック 仙台営業所
仙台東 住友不動産㈱ 注文住宅事業本部 宮城事業所 仙台港営業所
仙台東 ㈱シー・アイ・シー 仙台南営業所
仙台東 ㈱バリエコーポレーション
仙台東 ㈱フジタ東北支店
仙台東 ㈱桧家住宅東北支社 エコノハ展示場
仙台東 ㈱エイワンプラス 仙台営業所
仙台東 大東建託リーシング㈱仙台駅東口店
仙台東 フジタビルメンテナンス㈱東北営業所
仙台東 ㈲共同防災設備
仙台東 アローズエンジニア㈱
仙台東 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 東日本法人営業部 チェーンストア 営業四課
仙台東 ㈱アライブ
仙台東 ㈱ダンロップスポーツマーケティング 東北支店
仙台東 ㈱Ｊ．Ｇ．コーポレーション東北営業所
仙台東 ダンロップタイヤ東北㈱ 仙台中央営業所
仙台東 ヴィアトリス製薬㈱
仙台東 損害保険ジャパン㈱ 仙台自動車営業部
仙台東 カメイ㈱ セルフ仙台扇町店
仙台東 ＮＸ仙台塩竈港運㈱ 国際コンテナ支店 ターミナル事業所
仙台東 ＮＸ仙台塩竈港運㈱ 仙台塩釜港支店 仙台港事務所 （現業課）
仙台東 訪問看護ステーション デューン宮城野
仙台東 独立行政法人国立病院機構 仙台医療センター
仙台東 日通リース＆ファイナンス㈱仙台支店
仙台東 田中シビルテック㈱ 東北支店
仙台東 のむら産業㈱ 東北営業所
仙台東 ㈱ＪＲ東日本メカトロサービス仙台フィールド支店
仙台東 ㈱丸久工業
仙台東 仙台設備工事㈱
仙台東 小池酸素工業㈱ 東北営業所
仙台東 ㈲鈴木鉄筋
仙台東 ＪＢサービス㈱ 仙台事業所
仙台東 ㈱石千工業
仙台東 日成ビルド工業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱東京海上日動パートナーズ東北 宮城支店 仙台支社
仙台東 新明和アクアテクサービス㈱ 東北センター
仙台東 ㈱キタムラ産業 東北営業所
仙台東 フジタ・鉄建建設特定建設工事共同体岩切造成作業所
仙台東 ㈱富士テクニカルコーポレーション 東北支店
仙台東 西尾レントオール㈱ 東北機械センター



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ㈱日本ケアサプライ 仙台営業所
仙台東 ㈱不二家 営業本部 北海道・東北統括部 仙台支店
仙台東 （福）仙台はげみの会 高砂はげみホーム
仙台東 （福）仙台はげみの会 仙台市田子西たんぽぽホーム
仙台東 チコーエンジニアリング㈱ 本社
仙台東 ＳＢＳ三愛ロジスティクス㈱ 物流センター宮城
仙台東 ＡＢＣ㈱ 東北営業所
仙台東 テクノクラート㈱ 仙台支店
仙台東 丸祐商事㈱
仙台東 ニッシン食販㈱
仙台東 ㈱近代設計 東北支社
仙台東 ㈱シグマット宮城支店 硝子建材課
仙台東 ㈱ハンデックス 仙台支店
仙台東 ㈲ナンシンリース
仙台東 三洋商事㈱ 仙台リサイクルセンター
仙台東 ㈱東北海老正 仙台本社
仙台東 ㈱こづる こづる運転代行社
仙台東 ㈱ＧＮＮ
仙台東 ㈱サラダクラブ 仙台営業所
仙台東 ㈱えむ・わい・けい
仙台東 ㈱温調
仙台東 システム企画設計㈱
仙台東 いすゞ自動車東北㈱ 仙台日の出サービスセンター
仙台東 ㈱アサカ
仙台東 東北フローズン㈱
仙台東 ㈱オンワード・マエノ
仙台東 （福）仙台つるがや福祉会 ワークつるがや
仙台東 ジャパン建材㈱ 仙台資材営業所
仙台東 ㈱ハンズ 仙台営業所
仙台東 ㈱ホリウチトータルサービス仙台営業所
仙台東 昭和フロント㈱ 東部支店
仙台東 東日本検査㈱
仙台東 大阪避雷針工業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱ショーワ
仙台東 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 貨物ターミナル駅移転土木作業所
仙台東 ㈱パールライス宮城 炊飯センター
仙台東 ㈱北関東クリーン社 仙台支店
仙台東 松戸工業㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱メックステクノ東北
仙台東 ＪＦＥプラントエンジ㈱ 第二プラント工事室（仙台）
仙台東 ソフトバンク㈱
仙台東 ㈱河北仙販
仙台東 ㈱井田両国堂 仙台店
仙台東 ㈱東光 仙台支店
仙台東 ㈱吉田産業仙台サイディング加工センター
仙台東 宮城トヨタ自動車㈱ 法人営業部 第二企業開拓室
仙台東 吉田設備工業㈱
仙台東 ㈱タカムラ 仙台営業所
仙台東 運転代行 月村
仙台東 太平電業㈱ 仙台杜の都バイオマス建設所
仙台東 セントケア宮城㈱ セントケア仙塩
仙台東 ラッキーコーヒーマシン㈱ 仙台サービスセンター
仙台東 和田電気工事㈱ 新仙台営業所
仙台東 ㈱ヤマイチ 仙台営業所
仙台東 池伝㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱クリハラ



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ㈱鎌田建設 本社
仙台東 ㈱大町モータース
仙台東 ㈲第一圧送 本社
仙台東 東北トミザワ㈱
仙台東 ㈱トライ・エー アウディ宮城野
仙台東 伊藤ハムデイリー㈱ 営業統括部 東北販売部 東北特販営業所
仙台東 ㈱東栄エレベーター
仙台東 ㈱佐藤部品 扇町営業所
仙台東 ㈱シャンソン化粧品 東北支店
仙台東 セントケア東北㈱ セントケア看護 小規模多機能 仙台中野
仙台東 軌陸車テック㈱ 東北営業所
仙台東 ㈱エフエムアイ
仙台東 ㈱アイリスプラザ ダイシン幸町店
仙台東 ㈱サカエボールト
仙台東 ㈱ハウス・デポ・プラス 東北完成品センター
仙台東 ㈱ＥＮＥＯＳウイング 仙台新港ＴＳ
仙台東 ㈱クレオ 東北事業部
仙台東 丸運建設㈱ 仙台支店
仙台東 東亜グラウド工業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱トランテックス 東北営業所
仙台東 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城カンパニー 仙台北営業所 仙台中野サービスセンター
仙台東 ㈱エーケーエス
仙台東 苫小牧埠頭㈱ 港運事業部
仙台東 ㈱住宅性能評価センター 東北事務所
仙台東 ㈱ビーエステクノ
仙台東 ㈱モトーレン仙台
仙台東 ㈱たさい
仙台東 ㈱ミカド金属
仙台東 都市環境整美㈱ 仙台センター
仙台東 アースサポート㈱ アースサポート仙台高砂
仙台東 ㈱エーティー建機
仙台東 藤村機器㈱ 仙台支店
仙台東 下田工業㈱ 仙台営業所
仙台東 秩父産業㈱ 東北支店
仙台東 ㈱東北フカガワ 仙台営業所
仙台東 ネッツトヨタ仙台㈱ 日の出店
仙台東 ネッツトヨタ仙台㈱ フォルクスワーゲン仙台日の出店
仙台東 コスモスケア㈱ コスモス中野栄デイサービス
仙台東 ㈱テクノクラフト
仙台東 ㈱ユーティーワン東北事業所
仙台東 ㈱中武測建
仙台東 ㈱ベネッセスタイルケア ベネッセ介護センター鶴ヶ谷
仙台東 ㈱ニッカネ 仙台営業所
仙台東 ㈱ダイマル電機
仙台東 第一建設工業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱ＮＩＴＴＡＩ 東北支店
仙台東 水ｉｎｇＡＭ㈱ 東北支店
仙台東 ㈱フロット
仙台東 （公社）ボイラ・クレーン安全協会 宮城事務所
仙台東 進和電設㈲
仙台東 ㈱ルフト・メディカルケア 仙台支店
仙台東 ㈱ウォーターネット仙台
仙台東 ＳＳテクノ工業㈱
仙台東 太平洋フェリー㈱ 東北支店
仙台東 光星電気㈲
仙台東 ゼリア新薬工業㈱ 仙台支店 ＣＨＣ部門



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ＵＣＣ上島珈琲㈱ 東北支店
仙台東 宮交自動車整備㈱ 本社
仙台東 いすゞ自動車東北㈱ 宮城支社
仙台東 菊水化学工業㈱ 仙台住宅営業所
仙台東 ＡＬＳＯＫ㈱ アミカ仙台東介護センター
仙台東 ㈲菅原会計事務所
仙台東 ㈱一大通信 仙台支社
仙台東 （福）愛泉会 障害者日中活動支援施設 あいむ鶴ヶ谷
仙台東 （福）愛泉会 障害者日中活動支援施設 かむり園
仙台東 ㈱小田島アクティ 仙台営業所
仙台東 キーコーヒー㈱ 東北支店
仙台東 ㈱デンソーウェーブ 東北営業所
仙台東 （公財）仙台市公園緑地協会 榴岡事務所
仙台東 ㈱ライセンスアカデミー 仙台支社
仙台東 オカダアイヨン㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱ダイワ 仙台支店
仙台東 ㈱ 宝機械
仙台東 ㈱シンコム 仙台営業所
仙台東 一建設㈱ 仙台中央店 営業２課
仙台東 ㈱エステーケー 仙台支店
仙台東 ㈱中西製作所 東北支店
仙台東 中越クリーンサービス㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱柴﨑総業
仙台東 ㈱ダイフレックス 仙台営業所
仙台東 葵工業㈱
仙台東 ㈱ここみケア ここさいむら つむぎ
仙台東 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア仙台萩野町 訪問介護
仙台東 ㈱ファミリーライフサービス
仙台東 （一社）日本貨物検数協会 東北事務所
仙台東 日本タンクサービス㈱
仙台東 仙台ロジスティクス㈱
仙台東 ＳＧシステム㈱ 東北支店
仙台東 ㈱ミニミニ 仙台東口店
仙台東 ㈲仙台トクエ
仙台東 ㈱佐藤電設工業
仙台東 ㈱エムエムインターナショナル 仙台営業所
仙台東 ㈱オキセ 仙台営業所
仙台東 ㈱大幸建設
仙台東 明和興業㈱ 東北支社
仙台東 小田原電機工業㈱
仙台東 ㈱アクティオ 仙台道路営業所
仙台東 ファインテック㈱ 仙台営業所
仙台東 東北ネヂ製造㈱ 仙台営業所
仙台東 大和探査技術㈱東北支店
仙台東 ㈲井馬自動車
仙台東 日本貨物鉄道㈱ 仙台工事課
仙台東 辰巳屋興業㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱東邦銀行 仙台東支店
仙台東 やまや商流㈱ 仙台業務店
仙台東 ㈱カネボウ化粧品 お客様対応室
仙台東 ㈱外林 仙台支店
仙台東 弘進リトレッド㈱
仙台東 ㈱サニックス仙台
仙台東 ㈱Ｇ＆Ｇ 仙台営業所
仙台東 馬場建材㈱
仙台東 ㈱ジェット 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 ＰＤＲファーマ㈱ 東北支店
仙台東 ㈲遠藤サービス
仙台東 羽田タートルサービス㈱ 東北ブロック 仙台支店
仙台東 ㈱オオマチワールド
仙台東 ㈱ワールドコーポレーション 東北支店
仙台東 ㈱キムラ仙台営業所
仙台東 （福）美楽会 特別養護老人ホーム いこいの郷・燕沢
仙台東 ㈱ソーゴ 仙台営業所
仙台東 社会保険労務士法人 めぐみ事務所
仙台東 ㈱宮城ビルテック 仙台営業所
仙台東 セキスイハイム東北㈱ 仙台支店
仙台東 ㈱テクノリビング
仙台東 ㈱ニッタタイヤ 仙台支店
仙台東 ㈱ナスタ 仙台支店
仙台東 ㈱アパートナー 仙台南店
仙台東 ㈱ライオン事務器 仙台支店
仙台東 シンコークリエート㈱
仙台東 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ扇町
仙台東 三友レッカー㈱
仙台東 ＫＥＥＰ ＳＭＩＬＥ㈱ ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東
仙台東 ㈱共豊コーポレーション 仙台営業所
仙台東 ㈱内田洋行 仙台営業所
仙台東 ㈱河北新報 仙台東販売センター 高砂店
仙台東 ㈱京都スペーサー 仙台営業所
仙台東 ㈱サムソン 仙台支店
仙台東 カホク運送㈱
仙台東 ㈱グローバー
仙台東 松尾金属㈱
仙台東 ㈱ミルックス 東北機材センター
仙台東 ㈱東北マイタック
仙台東 ＮＥＣフィールディング㈱ 東北支社 仙台支店第二サービス課
仙台東 ㈱英一
仙台東 東日本高速道路㈱ 東北支社
仙台東 辰輝建設㈱
仙台東 ㈱データアシスト
仙台東 ㈱巴コーポレーション 東北支店
仙台東 東北観葉㈱
仙台東 コブラインダストリアルジャパン㈱ 杜の都バイオマス発電所
仙台東 ㈱オノヤ ３６５リベノ 仙台スタジオ
仙台東 ＳＢカワスミ㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱トヨタレンタリース宮城 法人営業部
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面システム通信群教育隊
仙台東 ㈱ＲｅＭＡＫＥ
仙台東 ㈱山小電機製作所 東北営業所
仙台東 仙台市なかよし学園
仙台東 テラル㈱ 仙台営業所
仙台東 ㈱アベルコ 仙台支店
仙台東 ㈱セブン－イレブン・ジャパン 仙台地区事務所
仙台東 経塚工業㈱ 仙台支店
仙台東 ＳＢＳフレック㈱ 東北統括支店
仙台東 大東住宅㈱
仙台東 ㈱ティーバイティーホールディングス
仙台東 ㈱桐井製作所 仙台営業所
仙台東 東日本旅客鉄道㈱ 仙台機械技術センター
仙台東 東北電子機器㈱
仙台東 東洋電気㈱



管轄警察暑 事業所名称
仙台東 アートスペース㈱ 東北支店
仙台東 日本ＮＣＲサービス㈱ 仙台営業所
仙台東 （一財）日本穀物検定協会 東北支部
仙台東 ㈱協伸建材興業 東北営業所
仙台東 三洋テクニックス㈱
仙台東 大日工事㈱
仙台東 ㈱フードケアリ
仙台東 ホンダグロス 宮城仙台センター
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面混成団本部
仙台東 陸上自衛隊 東北方面混成団 第２陸曹教育隊 隊本部
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面混成団 第２陸曹教育隊 共通教育中隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面混成団 第２陸曹教育隊 普通科教育中隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面混成団 第２陸曹教育隊 特科教育中隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面混成団 第２陸曹教育隊 通信教育中隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面総監部付隊
仙台東 陸上自衛隊 東北補給処
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面通信群本部中隊
仙台東 陸上自衛隊東北方面音楽隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面会計隊本部
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面警務隊第３０５保安警務中隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面特科隊 第３０４観測中隊
仙台東 自衛隊宮城地方協力本部 仙台募集案内所
仙台東 自衛隊仙台病院
仙台東 陸上自衛隊東北方面指揮所訓練支援隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面衛生隊 第３０５救急車隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面衛生隊 本部付隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面衛生隊 第１０５野外病院隊
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 会計監査隊東北方面分遣隊
仙台東 自衛隊宮城地方協力本部
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面混成団 第２陸曹教育隊 上級陸曹教育中隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面通信群第３０１中枢交換通信中隊
仙台東 陸上自衛隊 東北情報保全隊
仙台東 陸上自衛隊 東北方面通信群 第１０３基地システム通信大隊本部付隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面通信群 第１０２指揮所通信大隊本部付隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面通信群 第１０２指揮所通信大隊通信支援隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面通信群 第１０２指揮所通信大隊指揮所通信中隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面後方支援隊 本部付隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面後方支援隊 第１０２特科直接支援隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面後方支援隊 第１０２特科直接支援隊整備隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面後方支援隊 第３０３通信直接支援隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面後方支援隊 第１０８全般支援大隊 本部付隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 東北方面後方支援隊 第１０８全般支援大隊 整備中隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地 第１０８全般支援大隊 補給中隊
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面警務隊本部
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面特科隊 本部中隊
仙台東 陸上自衛隊仙台駐屯地東北方面通信群 第３０３基地システム通信中隊
仙台東 自衛隊宮城地方協力本部 仙台地区援護センター
仙台東 陸上自衛隊 仙台駐屯地 東北方面後方支援隊第３０１弾薬中隊
仙台東 東北方面後方支援隊第１０２補給大隊本部付隊
仙台東 東北方面後方支援隊第１０２補給大隊第１補給中隊
仙台東 東北方面後方支援隊第１０２補給大隊第２補給中隊

泉 伊藤ハムデイリー㈱ 仙台事務所
泉 ㈲司電設
泉 大東建託パートナーズ㈱ 仙台北営業所
泉 ㈱フロムファースト



管轄警察暑 事業所名称
泉 トヨタカローラ宮城㈱ アムシス泉中央店
泉 ㈱南光台金物
泉 コニシ㈱ 仙台営業所
泉 東芝テック㈱ 東北支社
泉 東興ジオテック㈱ 東北支店
泉 ニチアス㈱ 仙台支店
泉 ㈱モリタ 東北支店
泉 東芝テックソリューションサービス㈱ 東北支店
泉 ㈱日立ハイテクフィールディング 東北支店
泉 ㈱東日本エンジニアリング 仙台支店
泉 ㈱イワキ 仙台支店
泉 コナミスポーツ㈱ スポパーク松森
泉 中央プラント建設㈱
泉 通研エンジニアリングサービス㈱
泉 トラクス㈱ 営業本部 北日本支店 仙台事業所
泉 ㈱サトー 仙台支店
泉 世界文化社販売㈱
泉 ㈱ハウステック 北日本支社
泉 シーバイエス㈱ 仙台営業所
泉 宮城県赤十字血液センター
泉 海道建設㈱
泉 フクダライフテック南東北㈱
泉 （一財）宮城県予防医学協会
泉 （一財）宮城県公衆衛生協会
泉 ㈱仙台リサイクルセンター
泉 テスコ㈱
泉 テックビルド㈱ 仙台営業所
泉 奥羽自動車学校
泉 東北自動車販売㈱ 泉店
泉 仙台日立生コン㈱
泉 ㈱三浦組
泉 仙台市泉区役所
泉 仙台農業協同組合 泉支店
泉 仙台市泉消防署
泉 いずみ清掃㈱
泉 ㈱ジェイエイ仙台 根白石農機センター
泉 （学）宮城明泉学園
泉 針生工業
泉 カヤバ管材㈱
泉 ㈱泉自動車学校
泉 （学）庄司学園 根白石幼稚園
泉 （学）白百合学園 仙台白百合女子大学
泉 （学）村山学園 南光第二幼稚園
泉 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 仙台北センター
泉 仙台北自動車学校
泉 ㈱光丘 仙台支社
泉 東北電力ネットワーク㈱ 仙台北電力センター
泉 宮城県仙台地方ダム総合事務所
泉 新電気工事㈱
泉 ㈱ハーモテック
泉 ㈱共栄防災
泉 東亜道路工業㈱ 宮城支店
泉 ㈱ユアテック宮城サービス 北営業所
泉 ㈲髙澤産業
泉 ㈱泉興業
泉 ㈱ジェミニオート勝美



管轄警察暑 事業所名称
泉 ㈱牧山
泉 ㈱ヨシケイ宮城
泉 ㈱アイリスプラザダイシン 泉店
泉 ㈱あらた 東北支社
泉 ㈱ホンダカーズ宮城中央 泉松森店
泉 東北グレーダー㈱
泉 ㈱エスイーテクニカ
泉 （学）支倉学園 めるへんの森幼稚園
泉 セントラルフィットネスクラブ仙台泉中央
泉 ㈱泉パークタウンサービス
泉 ㈱泉緑化
泉 ㈱ジャパンケアサービス ジャパンケア仙台泉
泉 ㈱泉
泉 ㈱ジェイネックス
泉 ㈱江陽工業
泉 ㈱阿部蒲鉾店 泉工場
泉 ㈱山田工務店 仙台工事所
泉 ㈱さとう総業
泉 ㈱アオバヤ アドポス仙台センター
泉 ㈱アオバヤ ダスキン市名坂支店
泉 ㈱千代田商事 泉灯油センター
泉 （学）東北学院 東北学院大学 泉キャンパス
泉 ㈱小野工業 市名坂倉庫
泉 赤坂建設㈱
泉 福田道路㈱ 仙台営業所
泉 泉新機械工業㈱
泉 渡辺パイプ㈱ 仙台泉サービスセンター
泉 四国化成工業㈱ 東北・北海道営業部
泉 宮城日産自動車㈱ 泉店
泉 宮城スバル自動車㈱ 長命ヶ丘店
泉 日本郵便㈱ 泉西郵便局
泉 仙台市建設局下水道事業部 下水道北管理センター
泉 ㈱サミー工業
泉 宮城スバル自動車㈱ 泉店
泉 ㈱Ｍｉｚｋａｎ 東北支店
泉 ㈱ホンダ四輪販売南・東北向陽店
泉 ㈱ライブスポーツ 将監
泉 中田建設工業㈱
泉 ㈱桝田組
泉 ㈲旭栄興業
泉 大和ハウス工業㈱ 仙台支社
泉 ㈱白寿生科学研究所 仙台支店
泉 （一財）宮城県成人病予防協会
泉 ㈲本郷砂利店
泉 寺嶋建設㈱
泉 住設工業㈱
泉 仙台白百合学園
泉 ㈱赤間総業 水道事業部
泉 伊東工業㈱
泉 ㈱日産サティオ宮城 泉店
泉 ㈱新栄産業
泉 宮城県民共済生活協同組合
泉 宮城ノーミ㈱ 仙台営業所
泉 宮城県泉警察署
泉 宮城県警察本部交通部運転免許課
泉 キョーユー企業㈱



管轄警察暑 事業所名称
泉 大東建託㈱ 仙台北支店
泉 ㈱東仙電気
泉 ウエノ設備㈱
泉 大林道路㈱ 宮城営業所
泉 ㈱気仙沼商会 仙台支店
泉 感動ホームズ㈱
泉 通研電気工業㈱
泉 東北アルフレッサ㈱ 仙台中央支店
泉 ㈱山一地所
泉 積和建設東北㈱ 仙台支店
泉 東日電気㈱
泉 ㈱バイタルネット 仙台支店
泉 ㈱スターファイブ
泉 ㈱サニクリーン東北 北営業所
泉 藤田建設㈱
泉 ㈱宮浄
泉 宮城三菱自動車販売㈱ 中山店
泉 新日本法規出版㈱ 仙台支社
泉 （公社）仙台市シルバー人材センター 北部支部
泉 ホシザキ東北㈱ 仙台北営業所
泉 長島鋳物㈱ 仙台営業所
泉 一ノ蔵酒類販売㈱
泉 （学）双葉学園 ふたばハイジ幼稚園
泉 三豊工業㈱
泉 レオン自動機㈱ 仙台出張所
泉 エイコウ機電㈱
泉 フジ地中情報㈱ 東北支店
泉 ㈱ホロニック
泉 ㈲北伸設備
泉 ㈱髙山 仙台支店
泉 関兵㈱
泉 東洋インキ東北㈱
泉 パナソニックホームズ㈱ 関東・東北支社
泉 ㈱ミヤックス
泉 フェース電設㈱
泉 ㈱スイコー
泉 ㈱東北丸本
泉 ㈱デザインアーク 東北支店
泉 （福）太陽の丘福祉会仙台ローズガーデン
泉 ㈱トベ 仙台北営業所
泉 ㈱平和住宅情報センター
泉 ㈱ホンダカーズ宮城中央 泉インター店
泉 ㈲藤英工業
泉 宮城県立光明支援学校
泉 積水ハウス㈱ 仙台カスタマーズセンター
泉 ㈱仙台市環境整備公社 松森選別課
泉 ㈱白洋舎 泉営業所
泉 宮城中央森林組合
泉 ㈱バイタルネット
泉 ㈱ニュービルディングシステム
泉 ㈱伊藤園 仙台支店
泉 （医）松田会
泉 ㈱オートバックスセブン 北日本事業部
泉 ㈲アズマ研工
泉 凸版印刷㈱ 東日本事業本部
泉 スウェーデンハウス㈱ 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
泉 ㈱チバ電気システムサービス
泉 ㈱富士薬品 仙台泉営業所
泉 セキスイハイム東北㈱ 仙台支店
泉 ㈱千勝電気工事
泉 協和電気㈱
泉 （学）南光学園 東北高等学校 泉キャンパス
泉 セコム㈱ テクノ事業本部 東北支店
泉 ㈱松江興業
泉 土木地質㈱
泉 ㈱ファミリーマート 北日本エリア本部 南東北リージョン仙台北営業所
泉 ㈱ＬＩＸＩＬ ビル東北支店
泉 大森機械工業㈱ 仙台営業所
泉 仙台トヨペット㈱ 八乙女店
泉 仙台市泉環境事業所
泉 ㈱トラストメディカル
泉 ナスラック㈱ 仙台営業所
泉 セコム㈱ 仙台北支社
泉 サントリービバレッジサービス㈱ 東北営業本部 仙台中央支店
泉 ㈱東開基礎コンサルタント
泉 （医）清山会 いずみの杜診療所
泉 県中央地域福祉サービスセンター
泉 （学）長谷柳絮学園 幼稚園型認定こども園 いずみ松陵幼稚園
泉 （学）双葉学園 ふたばエンゼル幼稚園
泉 （学）菅原学園 鶴が丘幼稚園
泉 （学）菅原学園 こどもの国幼稚園
泉 （一財）東北電気保安協会 仙台北事業所
泉 ㈱アサヒペン 仙台営業所
泉 ㈱七十七銀行 泉支店
泉 桜物産㈱
泉 ㈱コスモリネンサプライ
泉 ㈱柏木実業
泉 仙台市北部発達相談支援センター
泉 ＹＡＭＡＫＩＮ㈱ 仙台支店
泉 綜合警備保障㈱ 宮城支社 仙台北営業所
泉 デュプロ㈱ 仙台営業所
泉 スーパー運転代行
泉 仙台農業協同組合 根白石支店
泉 北都検査㈱
泉 東北電力ネットワーク㈱ 宮城支社通信センター
泉 積水ハウスリフォーム㈱ 仙台営業所
泉 三井不動産リアルティ東北㈱ 三井のリハウス 泉中央センター
泉 ＴＯＴＯメンテナンス㈱ 仙台支店
泉 ㈱バーンリペア東日本サービス支店 東北ブロック
泉 東レ・メディカル㈱ 東北支店
泉 日本郵便㈱ 泉郵便局
泉 ㈱杜都工業
泉 ㈱ここみケア ここさいむら泉
泉 アンリツ㈱ 東北営業部
泉 ㈱トーヨーコーポレーション 仙台営業所
泉 ㈱日測 東北支社
泉 （特非）グループゆう
泉 ㈱仁田工務店 仙台支店
泉 クリナップ㈱ 東北支店
泉 ㈱日本眼科医療センター
泉 住友林業ホームエンジニアリング㈱ 北日本事業部
泉 ㈱ＮＴＫセラテック 本社・仙台西工場



管轄警察暑 事業所名称
泉 タマホーム㈱ 仙台支店
泉 東北送配電サービス㈱ 仙台北営業所
泉 宮城三菱自動車販売㈱ 泉インター店
泉 ㈱ふるさと
泉 トヨタカローラ宮城㈱ 南光台東店
泉 ㈱協栄電設
泉 宮城トヨタ自動車㈱ レクサス泉
泉 ㈲ジーエム・クラフト
泉 ㈱南部医理科 仙台支店
泉 ＴＯＴＯ㈱ 東北支社
泉 ㈱ブロードリーフ 北海道・東北支店 仙台事業所
泉 日本光電工業㈱ 東北支店
泉 ㈱千代田 仙台営業所
泉 ＮＤソフトウェア㈱ 仙台営業所
泉 ヤマハ発動機販売㈱ 東日本営業所 東北販売課
泉 ㈱ユヤマ 仙台営業所
泉 ㈱牧野技術サービス 仙台営業所
泉 ㈱堀場テクノサービス 東北サービスステーション
泉 ＴＯＴＯアクアエンジ㈱ 東北支店
泉 出光リテール販売㈱ 東北カンパニー
泉 ㈱デザイン工房
泉 朝日航洋㈱ 仙台支店
泉 ㈱泉工務店
泉 （福）大石ヶ原会
泉 ㈱ハイウエイとうほく
泉 トヨタカローラ宮城㈱ 黒松店
泉 （公財）宮城厚生協会 ケアステーションいずみ
泉 スポーツクラブ＆スパ ルネサンス仙台南光台
泉 フクダコーリン㈱ 仙台支店
泉 ㈱ヤナセ 泉支店
泉 ㈱仙台アメニティセンター
泉 ㈱トラバースエンジニアリング 仙台営業所
泉 カムリ運転代行
泉 日本全薬工業㈱ 仙台コミュニケーションオフィス
泉 えちごや
泉 大和リビング㈱ 仙台営業所
泉 ㈱東日本テクノサーベイ
泉 （医）清山会 いずみの杜介護支援事業所
泉 サツエー工機㈱ 東北支店
泉 リコージャパン㈱ 宮城支社 仙台北事業所
泉 東急リバプル㈱ 泉中央センター
泉 はっぴぃ運転代行
泉 アルフレッサヘルスケア㈱ 東北支店
泉 ㈱ユニマットライフ 北仙台営業所
泉 ダンロップタイヤ東北㈱ 仙台北営業所
泉 ㈱スズケン 北仙台支店
泉 ㈱金陽社
泉 ㈱日産サティオ宮城 加茂店
泉 ㈱高速 仙台営業部
泉 ㈱バイク王＆カンパニー 仙台店
泉 宮城県産業技術総合センター
泉 ㈲ティーズマジック
泉 スーパーオートバックス 仙台泉加茂
泉 協工業㈱
泉 ファナック㈱ 東北支店
泉 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター泉



管轄警察暑 事業所名称
泉 ㈱ダイフクプラスモア 北日本支店
泉 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部 仙台北営業所
泉 内外エレクトロニクス㈱ 仙台事業所
泉 グレープシティ㈱
泉 日本コープ共済生活協同組合連合会 コープ東北統括推進部
泉 仙東技術㈱
泉 第一環境㈱ 仙台事業所
泉 萬運転代行
泉 仙台市泉消防署 八乙女分署
泉 ㈱リヴァイヴ
泉 ＣＫＤ㈱ 仙台営業所
泉 ２４総合企画サービス合同会社
泉 ㈱ツクイ ツクイ南中山
泉 日総工産㈱ 仙台営業所
泉 ㈱トッパングラフィックコミュニケーションズ 東日本事業所
泉 ㈱ジェイコム埼玉・東日本 仙台局
泉 （福）虹の会
泉 大和ランテック㈱ 北日本支店
泉 内外テック㈱ 仙台営業所
泉 ＩＫ運転代行
泉 ㈱ガリウム
泉 （福）仙台市社会福祉協議会 泉区事務所
泉 タス運転代行
泉 ㈲東北動物看護学院
泉 セントケア東北㈱ セントケア訪問看護ステーション仙台
泉 大和ハウスリフォーム㈱ 東日本支社 仙台営業所
泉 ㈱アネスティ
泉 アサヒ工業㈱
泉 ㈱平和住宅メンテナンス
泉 セントケア東北㈱ セントケアアデル北中山
泉 東洋証券㈱ 仙台支店
泉 パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店
泉 ㈱ＬＩＸＩＬトータルサービス 東北支店 宮城営業所
泉 まごころ運転代行
泉 タートル運転代行
泉 （学）ホライゾン学園 仙台校
泉 スフィア運転代行
泉 ㈱スズキ自販宮城 アリーナ泉
泉 金城重機東北㈱
泉 ㈱テレコム 東北支店
泉 一建設㈱ 住宅展示場 仙台泉店
泉 はんどるＫｅｅｐｅｒ
泉 ㈱インテック 仙台センター
泉 ㈲管建材工業
泉 ㈱ダスキンプロダクト東北
泉 ゴリラガードギャランティ㈱
泉 ㈱ジェイエイ仙台 泉不動産センター
泉 東北学院榴ケ岡高等学校
泉 ㈱西原ネオ 東北支店
泉 ㈱レント 仙台北営業所
泉 東建コーポレーション㈱ 仙台支店
泉 ㈱コープ東北保険センター みやぎ支店
泉 ㈱協 泉松の森
泉 エクシオインフラ㈱ 東北支店
泉 エクシオ・エンジニアリング東北㈱
泉 ㈱ファミリーメイト



管轄警察暑 事業所名称
泉 ㈲栗駒建業
泉 エルゴテック㈱ 北日本支店
泉 一建設㈱ 仙台営業所
泉 ヤマト運転代行
泉 ㈱ユニマット リタイアメント・コミュニティ 南光台ケアセンターそよ風
泉 ㈱蔵王サプライズ 仙台支店
泉 アースサポート㈱ アースサポート仙台泉
泉 ㈱ローソン 営業本部 東北営業部 宮城南支店
泉 トヨタ自動車㈱ 仙台分室
泉 パナソニックインダストリアルマーケティング＆セールス㈱ 仙台営業課
泉 ㈱ナカムラ 東北支店
泉 日本光電工業㈱ カスタマーサービス本部 ＡＳ東北
泉 ㈱ベガルタ仙台 泉パークタウンクラブハウス
泉 ㈱ケー・エフ・シー 東北営業所
泉 東日本電子計測㈱
泉 ㈱ベガルタ仙台 クラブハウス
泉 ㈱ヨネヤマ設備
泉 ネポン㈱ 仙台営業所
泉 ㈱日立ビルシステム 東北支社 仙台北営業所
泉 ㈱ツクイ ツクイ仙台八乙女
泉 ㈱スペースケア 仙台営業所
泉 宮城引込線工事㈱
泉 ㈱三ツ矢
泉 住友不動産㈱ 注文住宅事業本部 仙台泉営業所
泉 ㈱藤光ネットワーク デンキカン泉
泉 ㈱ネクステージ 仙台泉ＳＵＶ専門店
泉 ㈱東北マツダ 泉店
泉 ㈱スウェーデンハウスリフォーム 東北支店
泉 宮城県警察本部交通部運転教育課
泉 同和警備㈱ 泉営業所
泉 仙台協同運転代行
泉 ㈱ローソン 営業本部 東北営業部 宮城北支店
泉 ㈱北洲 ストック循環事業部 仙台営業所
泉 社会福祉法人 創生会
泉 タマダ㈱ 仙台営業所
泉 ＵＮＩＶＥＲＳＥ仙台泉
泉 ㈱ビバホーム スーパービバホーム仙台中山店
泉 ㈲杜都環境
泉 東京シェルパック㈱ 仙台営業所
泉 ㈱ネクステージ オートステージ仙台泉店
泉 ㈱ファミリー
泉 ㈱建築工房零
泉 ㈱カホク綜合警備
泉 カメイ㈱ Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ泉パークタウン店
泉 ロート製薬㈱ 仙台支店
泉 コスモスケア㈱ コスモス南光台デイサービス
泉 ㈲ホームクリエイティブ
泉 ㈱あえる 仙台支店
泉 タクトホーム㈱ 仙台泉店
泉 トランス運転代行
泉 ㈱ネクステージ マセラティ仙台
泉 ㈱東横セティア 仙台営業所
泉 ㈱アサノ大成基礎エンジニアリング東北支社
泉 アルインコ㈱ オクト事業部 仙台営業所
泉 新東工業㈱ 仙台営業所
泉 環境整備㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
泉 ㈱東栄住宅 仙台泉営業所
泉 東洋シャッター㈱ 仙台営業所
泉 ㈱ヨークベニマル仙台ゾーン事務所
泉 ㈱ヨシケイ宮城 仙台西事業部
泉 ㈱ＦＬＡＴ 東北支店
泉 ㈱ファミリーマート 東北リージョン 石巻営業所
泉 ㈱サンエス工業 東北支店
泉 ＨＯＹＡ Ｔｅｃｈｎｏｓｕｒｇｉｃａｌ㈱ 仙台営業所
泉 ㈱ツクイ ツクイ仙台泉ケ丘
泉 ㈱ビー・エム・エル東北支社 仙台営業所
泉 ㈱飯田産業 仙台泉営業所
泉 ㈱エネサンス東北 北仙台支店
泉 ㈱エルライン 東北支店
泉 嶺電工業㈱
泉 中外商工㈱ 東北支店
泉 巧成建設㈱
泉 タマホーム㈱ 東北地区本部
泉 アトラスコプコ㈱ 東北サービスセンター仙台
泉 マルエス
泉 ㈱ＴＤモバイル 東北支店
泉 ＳＭＣ㈱ 仙台エリア
泉 東北電力㈱ 仙台北営業所
泉 ㈱オイルテック東日本
泉 ㈱竜門園
泉 ㈱フロントライン 泉中央支店
泉 青山建設㈱
泉 （医）徳洲会 仙台徳洲会病院
泉 （医）葵会 介護老人保健施設 葵の園・仙台泉
泉 ㈱フジキン 東北支店 仙台泉営業所
泉 エスペック㈱ 仙台営業所
泉 三恵商事㈱ ダスキンヘルスレント 泉中央ステーション
泉 （特非）あいの実 あいの実クランベリー
泉 パナソニックリフォーム㈱ 東部支社 北海道・東北営業部 宮城営業所
泉 大成建設㈱ 東北支店 泉パークタウン第６住区東工区宅地造成工事作業所
泉 ㈱いちにいさん 紫山いちにいさん保育園
泉 住友不動産販売㈱ 泉中央営業センター
泉 ＹＫＫ ＡＰ㈱ 住宅東北支社 仙台支店
泉 ㈱アステック宮城
泉 ㈱ワイエヌフジサービス
泉 東杜シーテック㈱ 泉オフィス
泉 大和電設工業㈱ 宮城エンジニアリングセンタ
泉 ㈱アイシックフーズ
泉 ㈱一工業
泉 ＰＧＭプロパティーズ㈱ 仙台ヒルズホテル＆ゴルフ倶楽部
泉 アエラホーム㈱ 仙台北店
泉 日本住宅流通㈱ 仙台営業所
泉 東北ミサワホーム㈱
泉 西尾レントオール㈱ 仙台泉営業所
泉 積水ハウスノイエ㈱ 東北営業所
泉 ㈱サンメディックス 訪問看護・リハビリステーション 虹
泉 日本フィルター㈱仙台営業所
泉 建装工業㈱ 東北支店
泉 ㈱アクティオ仙台泉営業所
泉 アズサイエンス㈱ 東北支店 仙台営業所
泉 ㈱ネクステージ 仙台泉店
泉 パイオニア販売㈱ 東北営業所



管轄警察暑 事業所名称
泉 ＬＯＯＰ運転代行
泉 ㈲佐藤重機興業
泉 ケーオーデンタル㈱ 仙台営業所
泉 恵和興業㈱ 仙台事業所
泉 ㈱桧家住宅 仙台寺岡展示場
泉 日本体育施設㈱ 北日本支店
泉 日本インシュレーション㈱ 東北営業所
泉 ㈱ガスライフクリエイト
泉 ㈱オノヤ 仙台泉店
泉 ㈱コードー 仙台営業所
泉 通研電気工業㈱ 宮城支社
泉 ㈱サイキョウサービス
泉 ㈱長登屋
泉 ㈱スズキ自販宮城 スズキアリーナ泉インターシティ
泉 ㈱アーネストワン 仙台泉営業所
泉 大和ハウス賃貸リフォーム㈱ 東日本支店
泉 （福）仙台はげみの会 加茂はげみホーム
泉 ＪＣＯＭ㈱ Ｊ：ＣＯＭプロダクション本部 仙台事務所
泉 渡辺パイプ㈱ 仙台北住設サービスセンター
泉 ㈱アクセル 仙台支店
泉 リハニック仙台実沢
泉 ㈲田中電設
泉 仙台トヨペット㈱ 長命ヶ丘店
泉 仙台トヨペット㈱ 泉インター店
泉 ㈲ＡＫＩ デイサービスもりのひろば
泉 積水ハウス不動産東北㈱
泉 ㈱平野
泉 東日本躯体エンジニアリング㈱
泉 ㈲ＭＦＡＴ
泉 ㈱エム・ケー・シィ
泉 瞳土建工業㈱ 東北支店
泉 ㈱ヤマダデンキ家電 住まいる館仙台泉本店
泉 ㈱フコク
泉 アミカ仙台泉介護センター
泉 ㈱宮林設備
泉 ㈱八城
泉 ㈱あかね福祉仙台営業所
泉 ㈱ガイアート宮城営業所
泉 ㈱ハシカンプラ
泉 セントケア東北㈱ セントケア南中山デイサービス
泉 ㈱エムビーシー
泉 （同）結
泉 ㈱齋藤工業
泉 ㈱熊谷土木
泉 ㈱トライ・エー
泉 ㈱トライ・ブイ
泉 ヤマト・スタッフ・サプライ㈱ 宮城支店
泉 （福）泉寿会 特別養護老人ホーム泉寿荘デイサービスセンターラビット
泉 ㈱グリーンテック松ノ木
泉 （医）泉整形外科病院 介護老人保健施設コスモス
泉 ㈱モトーレン仙台 泉店
泉 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱ 野村営業所
泉 ㈱シグマソリューションズ 仙台支店
泉 ㈱ソイル基工 仙台工事部
泉 ㈱キステム東北支店
泉 ㈱クリエイト礼文



管轄警察暑 事業所名称
泉 ㈱秋田銀行 仙台泉中央支店
泉 ㈱アイリスプラザ ダイシンカンパニー ダイシン桂店
泉 大國電氣㈱
泉 ㈱ヒカル工芸
泉 ロイヤルネットワーク㈱ メディカルリネン事業部
泉 ㈱秀明
泉 ネッツトヨタ仙台㈱ 泉バイパス店
泉 ネッツトヨタ仙台㈱ インターシティ泉店
泉 ワタミ㈱ ワタミの宅食 仙台北営業所
泉 ロイヤルネットワーク㈱ 市名坂工場
泉 （公財）宮城厚生協会 南光台地域包括支援センター
泉 健生㈱
泉 ㈱ミネケン
泉 ㈱秀光ビルド 仙台不動産販売営業所
泉 ㈱ジェイウッド 仙台泉店
泉 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ南中山店
泉 ㈱ハウスメイトマネジメント 仙台支店 泉事務所
泉 ㈱かんぽ生命保険 泉西郵便局かんぽサービス部
泉 （医）平成会 介護老人保健施設ファンコート泉
泉 ㈲末広
泉 ㈱Ｒｉｐｐｌｅ
泉 コスモスケア㈱ コスモス向陽台デイサービス
泉 （福）愛泉会 障害者支援施設 幸泉学園
泉 ㈱エムズ エムズ八乙女
泉 （特養）リズムタウン仙台 小規模多機能型居宅介護 リズムタウン仙台
泉 ㈱ＬＩＶ．ＤＥＳＩＧＮ
泉 フォレスターナ仙台
泉 ここみ訪問マッサージ仙台
泉 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア 仙台泉 居宅介護支援
泉 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア仙台泉 訪問介護
泉 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア仙台泉 定期巡回
泉 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア仙台泉 訪問看護
泉 仙台トーホー事務機㈱
泉 朝日生命保険相互会社 仙台泉営業所
泉 ㈱タブチ 仙台支店
泉 モリタ装芸㈱ 仙台店
泉 金城重機㈱ 仙台営業所
泉 ㈱システムプランニング
泉 ニシマキ・オフィスシステム㈱
泉 ㈱求人ジャーナル 仙台支店
泉 エース企画販売㈱
泉 （医）徳洲会 訪問看護ステーションひなた
泉 日本サミコン㈱ 仙台事務所
泉 ㈱ティ・ピィ・エスサービス
泉 日本住宅㈱ 仙台支店 泉中央事務所
泉 ㈱ミニミニ 泉中央店
泉 ㈲仙台キーロック
泉 サン工業㈱
泉 東北公営事業㈱
泉 ㈱ラビット・カーネットワーク 泉八乙女店
泉 ㈱鈴木工務店
泉 ㈱マイナビフットボールクラブ
泉 東峯建設㈱
泉 東和通信建設㈱
泉 マクドナルド市名坂ヨークタウン店
泉 ㈱オークネット 東北エリアオフィス



管轄警察暑 事業所名称
泉 放課後等デイサービス もりのひろば
泉 （福）なのはな会 はまなす苑
泉 ㈱ここみケア ここさいむら泉中央
泉 ㈱重松組 東北支店
泉 旭イノベックス㈱ 東北営業所
泉 ㈱オノヤ 仙台中山店
泉 訪問看護ステーション デューン泉
泉 明治安田生命保険相互会社 仙台支社 泉営業所
泉 錫輝代行
泉 ㈱ドリームエンジェル
泉 蔵王産業㈱ 仙台営業所
泉 ㈱エルエスシー
泉 （学）おおとり学園
泉 （医）徳洲会 介護老人保健施設シルバーホームいずみ
泉 ㈱シンテック
泉 ジャパン・グロー㈱
泉 ㈲北サービス機器
泉 ㈱エヌ・エス・シー 仙台サービスショップ
泉 東電機工㈱
泉 ㈲富士商事
泉 ㈱東洋建設
泉 高和コーポレーション㈱
泉 ベックマン・コールター㈱ 仙台オフィス
泉 ㈱山形銀行 南光台支店
泉 三幸製菓㈱ 南東北営業所
泉 ㈱進和 東北営業所
泉 日産仙台北販売㈱ 泉パークタウン店
泉 ㈲芳賀工業
泉 ㈱中央技術コンサルタンツ東北支店
泉 岩塚製菓㈱ 東北支店
泉 ホウユウ重機工業㈱
泉 ㈱角張電気

若林 エム・シー・ヘルスケア㈱ 仙台サプライセンター
若林 ㈱アルファス計装
若林 福興電気㈱
若林 ㈱ロッテ 東北統括支店
若林 ㈱ＴＴＫ
若林 東日本電信電話㈱ 宮城事業部
若林 エヌ・ティ・ティテレコン㈱ 東北支店
若林 日本ハウズイング㈱ 仙台支店
若林 宮城第一信用金庫
若林 鈴屋金物㈱
若林 東芝産業機器システム㈱ 東北支店
若林 永大産業㈱ 東北営業部 仙台営業所
若林 日本コムシス㈱ 東北支店
若林 コスモ工機㈱ 仙台支店
若林 日之出水道機器㈱ 東北第２営業所
若林 仙台螺子㈱
若林 丸紅建材リース㈱ 東北支店
若林 ㈱ほまれフーズ
若林 Ｄｙｎａｂｏｏｋ㈱ 東北支店
若林 ㈱マルタマ
若林 月桂冠㈱ 東北支店
若林 日本たばこ産業㈱ 宮城支社
若林 ㈱ユニグラフィック
若林 中外機工㈱



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈱福島丸公 仙台営業所
若林 ㈱スズキ
若林 ㈱前川製作所 東北支店
若林 日道建設㈱
若林 日本電設資材㈱ 仙台支店
若林 ＮＴＴデータルウィーブ㈱ 仙台サービスセンター
若林 ㈱日東商会
若林 森永製菓㈱ 東北支店
若林 大嘉産業㈱ 仙台営業所
若林 丸大堀内㈱ みやぎ支店  兵事業部
若林 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 東北営業本部
若林 ワタヒョウ㈱
若林 髙瀬物産㈱ 仙台支店
若林 ㈱バイタルネット 仙台中央支店
若林 仙台東商事㈱
若林 サカタインクス㈱ 東北支店
若林 東北ハニューフーズ㈱
若林 ㈱興盛商会
若林 ㈱中北電機
若林 アスカ電子㈱
若林 青葉化成㈱
若林 ㈱谷工機社
若林 ㈱三東工業所 東京店 仙台事業所
若林 サンデン・リテールシステム㈱ 東北支社
若林 ブルドックソース㈱ 仙台支店
若林 宮城サクマ㈱
若林 三菱鉛筆東北販売㈱
若林 ㈱植松商会
若林 日東イシダ㈱
若林 ㈱双見商会
若林 マルホン㈱
若林 丸三商事㈱
若林 福助工業㈱ 仙台営業所
若林 サイデック㈱
若林 木皿建設㈱
若林 ㈱オオウチ工芸
若林 ㈱高野塗装店 仙台支店
若林 ㈱タゼン 卸町リフォーム館
若林 ＤＩＣグラフィックス㈱ 東北支店
若林 井ヶ田製茶㈱
若林 ㈱北欧
若林 ㈱菊重
若林 東栄産業㈱
若林 ㈱佐治硝子店
若林 ㈱仙台山三
若林 ㈱渡辺海苔店
若林 ㈱竹乃皮屋
若林 ㈱荏原製作所 仙台支店
若林 富士塗料興業㈱
若林 石井硝子㈱
若林 ㈱仙台測器社
若林 昭和産業㈱ 仙台支店
若林 ㈱クワザワ 仙台支店
若林 ㈱吉田産業 仙台支店
若林 尾家産業㈱ 仙台支店
若林 ㈱トシマ 仙台支店



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈱エスエスケイ 仙台支店
若林 ㈱セキノ興産 仙台店
若林 ハリウコミュニケーションズ㈱
若林 ㈱タダノ 東北支店
若林 協立塗料㈱ 仙台営業所
若林 日本アンテナ㈱ 仙台営業所
若林 ㈱落合タイル商会
若林 ㈱瀬戸屋
若林 東北興商㈱
若林 ネオス㈱ 仙台営業所
若林 ㈱ブルボン エリア営業部 北海道東北ブロック
若林 小山㈱ 仙台営業所
若林 ㈱なとり 仙台営業所
若林 ㈱ＴＴＫエンジ宮城 元町ビル
若林 東北計測サービス㈱
若林 馬渕㈱
若林 ㈱菅野漬物食品 仙台営業所
若林 カネカ食品㈱ 仙台支店
若林 協同組合 仙台卸商センター
若林 ㈱トーヨータイヤジャパン 管理部東北管理エリア
若林 東日本食肉㈱
若林 ㈱ヒロセ
若林 日本基礎技術㈱ 東北支店
若林 写光オフィスパートナーズ㈱
若林 庄子電気㈱
若林 タツミ産業㈱ 東北事業部
若林 ㈱ダイキンアプライドシステムズ 仙台営業所
若林 東北七県配電工事㈱ 仙台営業所
若林 三和電機商事㈱
若林 東通インテグレート㈱
若林 ㈱寺岡システム
若林 木田㈱ 仙台支店
若林 ㈱トーチク
若林 エンパイヤ自動車㈱ 仙台営業所
若林 （資）髙清商会
若林 トーソー㈱ 仙台支店
若林 （一社）日本自動車連盟 宮城支部
若林 山﨑建設㈱ 東北支店
若林 シンコールアイル㈱ 東北本社
若林 サイト工業㈱
若林 黒澤建設工業㈱ 仙台支店
若林 ㈱日産サティオ宮城 卸町店
若林 リコージャパン㈱ マーケティング本部 宮城支社 仙台東事業所
若林 アイビー㈱
若林 ㈲マツダ製麺
若林 ㈱加賀
若林 ニチバン㈱ 仙台オフィス
若林 セフテック㈱ 仙台支店
若林 日本ハムマーケティング㈱ 東北販売部
若林 パナソニックリビング北海道・東北㈱
若林 ㈱五十嵐商会
若林 若葉建設㈱
若林 アイカ工業㈱ 仙台支店
若林 ㈱鐘崎 本社工場
若林 ㈱川本製作所 東北支店
若林 仙台あおば青果㈱



管轄警察暑 事業所名称
若林 宮城仙台青果商業協同組合
若林 ＮＥＣフィールディング㈱ 東北支社 仙台支店
若林 朝日折込㈱
若林 タキイ種苗㈱ 東北支店
若林 ㈱渡 採種場 仙台店
若林 北原建材工業㈱ 仙台営業所
若林 大成ロテック㈱ 宮城工事事務所
若林 ㈱トーフク
若林 ㈱東北マツダ 六丁目店
若林 ㈱ヤマダ技研
若林 （学）陸奥国分寺学園 認定こども園 るり幼稚園
若林 太子食品工業㈱ 仙台営業所
若林 常盤化工㈱
若林 トキコシステムソリューションズ㈱ 東北支店
若林 岡部㈱ 東北支店
若林 東鋼産業㈱
若林 伊勢屋金網工業㈱ 仙台営業所
若林 宮城ダイハツ販売㈱
若林 河北鋼材産業㈱
若林 ナカバヤシ㈱ 仙台営業所
若林 ネグロス電工㈱ 仙台営業所
若林 ㈱シンギ 仙台営業所
若林 森永乳業販売㈱ 東北支店
若林 高速美術印刷㈱
若林 ㈱ビー・プロ
若林 カメイオート㈱
若林 笹氣出版印刷㈱
若林 三慶印刷㈱
若林 ㈱ユーメディア
若林 ㈱平塚アルミ工業
若林 昭産商事㈱ 仙台支店
若林 田中産業㈱
若林 仙台米飯㈱
若林 シャープファイナンス㈱ 仙台支店
若林 鈴木工業㈱
若林 東條テレコム㈱
若林 ㈱ＳＮ食品研究所 東北支店
若林 ㈱サタケ 仙台営業所
若林 ㈱ラックランド 東北支店
若林 ㈱ジーシー 東北営業所
若林 ㈱トーハン 東北支店
若林 キーコーヒー㈱ 東北支社
若林 コンドーテック㈱ 仙台支店
若林 リック㈱ 仙台営業所
若林 ダイキンＨＶＡＣソリューション東北㈱
若林 やまびこジャパン㈱ 東北支社
若林 ㈱山善 仙台支店
若林 ㈱日本商販
若林 ㈱クラモト 仙台支店
若林 ㈱東北レンタル 仙台支社
若林 ㈱ムトウ 仙台支店
若林 ㈱サンゲツ 東北支社
若林 ㈱小森コーポレーション 東北営業所
若林 東北スリーボンド㈱ 仙台営業所
若林 杉田エース㈱ 仙台営業所
若林 ナショナル・ベンディング㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
若林 パラマウントベッド㈱ 仙台支店
若林 ＪＳＳ仙台スイミングスク－ル
若林 ㈱金辰商事 仙台支店
若林 イシグロ㈱ 東北物流センター
若林 渡兵レミコン㈱
若林 横浜ゴムＭＢジャパン㈱ 東北カンパニー
若林 仙台ガス保安工事㈱
若林 ㈱村上瓦斯工業所
若林 仙台和光純薬㈱
若林 渡辺パイプ㈱ 仙台住建サービスセンター
若林 日研硝子㈱ 東北事業部
若林 ㈱北整備
若林 北日本電材㈱
若林 ㈱トミス 東北営業所
若林 ストラパック㈱ 国内営業本部 仙台支店
若林 クマリフト㈱ 仙台営業所
若林 ㈱河北折込センター
若林 ㈱キングストン
若林 ミツワ電機㈱ 南東北営業部 仙台営業所
若林 イワタニセントラル東北㈱ 仙台営業所
若林 明治産業㈱ 仙台営業所
若林 川島商事㈱ 仙台支店
若林 ㈱ミナト商会
若林 中山ライニング工業㈱ 東北支店
若林 ミズノ㈱ 東北支社
若林 サントリービバレッジソリューション㈱ 仙台中央支店
若林 タカラベルモント㈱
若林 サンコーテクノ㈱ 仙台支店
若林 鹿島道路㈱ 仙台営業所
若林 児玉㈱ 仙台支店
若林 東北シンコー㈱
若林 日本地工㈱ 東北支社
若林 ㈱サンケ－
若林 シブヤ食品㈱
若林 ㈱魚問屋 丸福
若林 三笠産業㈱ 仙台営業所
若林 ㈱鈴木アドプロセス
若林 ㈱エスデーファイブ
若林 菅原産業㈱
若林 ㈱城南電建
若林 仙台市若林消防署
若林 ㈲宮城冷熱
若林 ㈱パイロットコーポレーション ステーショナリー東日本営業部 東北支社
若林 行政書士法人 久ヶ澤事務所
若林 ㈱青葉環境保全
若林 大森産業㈱
若林 遠藤吉照土建㈱
若林 ㈱千葉建設
若林 弘進ゴム㈱
若林 仙台味噌醤油㈱
若林 仙台市環境局廃棄物事業部 若林環境事業所
若林 日本ビソー㈱ レンタル仙台支店
若林 タカナシ販売㈱ 仙台営業所
若林 東北電力㈱ 仙台南営業所
若林 服部コーヒーフーズ㈱ 仙台支店
若林 ㈱ショクテン



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈱公害処理センター
若林 東日本高速道路㈱ 東北支社 仙台工事事務所
若林 矢崎エナジーシステム㈱ 仙台支店
若林 東北ニチレキ工事㈱
若林 日産プリンス宮城販売㈱ 卸町店
若林 新明和工業㈱ パーキングシステム事業部メンテナンス本部 東部保守部 東北グループ
若林 合同酒精㈱ 仙台支店
若林 ㈱白木屋 遠見塚オフィス
若林 学校法人 ろりぽっぷ学園
若林 太平電気㈱ 宮城支社
若林 ミカド電機工業㈱
若林 岩江化学㈱
若林 ㈱マルハチ
若林 ㈱建設技術センター
若林 仙舗建設㈱
若林 ㈱佐吉産業
若林 東北辰巳化学㈱
若林 ㈲丸金建設
若林 東北化工建設㈱
若林 ㈱東日本基礎
若林 ㈱キングコーポレーション 仙台支店
若林 ハート㈱ 仙台支店
若林 世紀東急工業㈱ 宮城営業所
若林 石井建硝㈱
若林 ㈲三和商会
若林 宮城刑務所
若林 仙台農業協同組合 中央営農センター
若林 ㈱ＴＴＫ 宮城支店
若林 協栄産業㈱ 東北支店
若林 宮城鋼具㈱ 仙台営業所
若林 ヤンマーアグリジャパン㈱ 東北支社
若林 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 Ｕ－Ｓｅｌｅｃｔ仙台
若林 ㈱タイトー 仙台オフィス
若林 （学）六郷学園 ドリーム幼稚園
若林 （学）七郷学園 蒲町こども園
若林 ㈱深沼自動車整備工場
若林 クリエイト伝装㈱
若林 ㈱宮城ヤンマー商会 仙台支店
若林 ㈱羽田電機工業所
若林 ケーオー電気㈱
若林 丹豊建機興業㈲
若林 クレア工業㈱
若林 ㈱サトー技建
若林 ㈱髙野工業
若林 介護老人保健施設 リハビリパーク仙台東
若林 ㈱ＨＯＫＵＢＵ
若林 ㈱相澤製作所
若林 中央開発㈱ 東北支店
若林 ㈱ホンダ四輪販売 南東北 遠見塚店
若林 凌和電子㈱ 本社工場
若林 東北藤吉工業㈱
若林 ㈱ソレイユ
若林 北沢産業㈱ 仙台支店
若林 ㈱ベルコ 仙台支店 アールベルアンジェ仙台
若林 ㈱仙台スイミングスクール 南小泉校
若林 ㈱明電エンジニアリング 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
若林 東北ボーリング㈱
若林 バンドー・Ｉ・Ｃ・Ｓ㈱ 北海道・東北支店 仙台営業グループ
若林 ㈱ビーグル
若林 東北少年院
若林 ㈱リーデックス
若林 東洋産業㈱
若林 ㈱いしもり
若林 三菱電機ビルソリューションズ㈱ 東北支社 新寺事業所
若林 仙台市若林区役所
若林 ショーボンド建設㈱ 南東北支店
若林 ㈱前田機器サービス
若林 ㈱中央圧送
若林 ㈱佐元工務店
若林 ㈲共和興業
若林 ㈱広済堂ＨＲソリューションズ 仙台営業所
若林 ㈲仙台菊地組
若林 日本住宅パネル工業協同組合 東日本支所 東北営業所
若林 ㈱菅原園
若林 ㈱栄和
若林 ㈱愛工大興
若林 ㈱ウィンズ ウィンズの森 やまと倶楽部
若林 セノー㈱ 仙台支店
若林 ㈱小山商会 仙台支店
若林 ㈱花森
若林 オーデリック㈱ 仙台営業所
若林 日本酒類販売㈱ 東日本本部 東北支社
若林 仙台中税務署
若林 ㈱大新
若林 エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱ 東北事業部
若林 ㈱イメージパーク
若林 東芝キャリア㈱ 東北支社
若林 ㈱プロトコーポレーション 仙台支社
若林 ㈱ジェイエイ仙台 六郷給油所
若林 北関東通商㈱ 仙台支店
若林 仙台農業協同組合 七郷支店
若林 仙台農業協同組合 六郷支店
若林 ㈱ジェイエイ仙台 葬祭センター
若林 ㈱キーエンス 仙台営業所
若林 仙新設備工業㈱
若林 ㈱三和管材機器
若林 兼房㈱ 仙台営業所
若林 全環衛生事業協同組合
若林 ㈱鉄信 仙台営業所
若林 ㈱白藤商店
若林 東邦薬品㈱ 仙台東事業所
若林 ㈱モリサワ 仙台支店
若林 フィールズ㈱ 仙台支店
若林 やまと幼稚園
若林 （公社）宮城県看護協会 若林訪問看護ステーション
若林 ㈱くさかや
若林 （学）聖ウルスラ学院 英智中・高等学校
若林 ㈱七十七銀行 東卸町支店
若林 小岩金網㈱ 東北支店
若林 （学）七郷学園 七郷幼稚園
若林 東北送配電サービス㈱ 仙台南営業所
若林 Ｋｍ運転代行



管轄警察暑 事業所名称
若林 純正化学㈱ 東北支店
若林 ㈱ＮＴＴ東日本－東北
若林 積水ホームテクノ㈱ 東日本支店 仙台営業所
若林 仙台市建設局 下水道管理部 設備管理センター
若林 テンパール工業㈱ 仙台支店
若林 ㈱アイハラ重機
若林 荏原冷熱システム㈱ 東北営業所
若林 大有建設㈱ 東北支店
若林 （福）つどいの家 つどいの家・コペル
若林 カメイ㈱ 宮城支店
若林 サミー㈱ 仙台支店
若林 エコエイドジャパン㈱
若林 ㈱大成ハウジング
若林 サンオー㈱
若林 ダイニチ工業㈱ 東北営業所
若林 ㈱オートランドリータカノ リネン事業部
若林 長屋産業㈱
若林 佐藤通信工業㈱
若林 三井ホーム㈱ 東北支店
若林 ㈱ニデック 仙台支店
若林 全国農業協同組合連合会宮城県本部 園芸部
若林 クリナップテクノサービス㈱ 東北テクノセンター
若林 中央化学㈱ 東北営業部
若林 菅野産業㈱
若林 聖ウルスラ学院英智幼稚園
若林 ㈱東北ライフサービス
若林 ㈱フジマック 仙台営業部
若林 トヨタカローラ宮城㈱ 遠見塚店
若林 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター若林
若林 （特非）あかねグループ
若林 ㈱ＴＴＫ モバイル事業本部
若林 ㈱ＴＴＫ コミュニティ事業本部
若林 東洋羽毛北部販売㈱
若林 ケアパートナー㈱ ケアパートナー若林
若林 （福）敬長福祉会 チアフル遠見塚
若林 遠藤工業㈱
若林 ダスキン六丁目支店
若林 ㈱ＮＴＴファシリティーズ東北支店
若林 大橋調査㈱
若林 サンワコムシスエンジニアリング㈱ 東北支店
若林 三協立山㈱ 三協アルミ社 東北支店
若林 ㈱キュウエイコーポレーション
若林 日振工発㈱ 東北支店
若林 ㈱ムーンスター 関東支店 仙台営業部
若林 宮城菅公学生服㈱
若林 シャープマーケティングジャパン㈱
若林 ㈱東和商会
若林 ㈱協神
若林 ㈲仙台福祉清掃社 西町営業所
若林 酒井医療㈱ 仙台営業所
若林 国際航業㈱ 東北事業所
若林 大全電機㈱
若林 三協立山㈱ タテヤマアドバンス社 東北支店
若林 三協テック㈱ 東北カンパニー
若林 ㈱江東微生物研究所 仙台支所
若林 中央オリオン㈱ 仙台事務所



管轄警察暑 事業所名称
若林 日本郵便㈱ 若林郵便局
若林 ㈱フレアス フレアス在宅マッサージ 仙台事業所
若林 ㈱仙台水産
若林 粟井機鋼㈱ 東北支店
若林 ヤンマーグリーンシステム㈱ 東北支店
若林 ㈱ファーストエンジニアリング
若林 東北ボーリング㈱ 水事業部
若林 ㈱ＪＶＣケンウッド・公共産業システム 東北支店
若林 アビトップ㈱ 仙台営業所
若林 テーブルマーク㈱ 東北支店
若林 写光レンタル販売㈱ 東北支店
若林 ㈱タクト・マシン・サービス 仙台営業所
若林 東北交通共済協同組合
若林 ㈱東ハト 仙台支店
若林 ㈱ホンダファイナンス 東北営業部
若林 ㈱丸佐商店
若林 仙台市若林消防署 河原町出張所
若林 ㈱エフ・エー・アネックス 本社
若林 極東製薬工業㈱ 仙台営業所
若林 ミドリ安全宮城㈱
若林 ㈱ＮａＩＴＯ 東北支店
若林 ㈱ＹＡＰ
若林 相田化学工業㈱ 仙台支店
若林 三井ホーム㈱ 東北統括支店 東北オーナーサポート部
若林 遠藤電機㈱ 東北支社
若林 ㈱イチネンケミカルズ 仙台支店
若林 ㈱ミマキエンジニアリング 仙台営業所
若林 ㈱ツクイ ツクイ若林七郷
若林 ケーオー産業㈱ 仙台営業所
若林 菱重コールドチエーン㈱ 仙台営業所
若林 大成ロテック㈱ 仙台合材工場
若林 ㈲渡邊建材
若林 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部 仙台東営業所
若林 スターティアリード㈱ 仙台支店
若林 ㈱ジェイエイ仙台 仙台機械化センター
若林 東水工業㈱
若林 宮城県電気工事工業組合
若林 ㈱シバタ 仙台支店
若林 （特非）自閉症ピアリンクセンターここねっと
若林 角田無線電機㈱
若林 ㈱鈴木シャッター 東北・北海道支店
若林 シャープサポートアンドサービス㈱ 仙台フィールドブランチ
若林 シャープエネルギソリューション㈱ 東北支店
若林 ㈱三亥 仙台支店
若林 ミューハウスエンジニアリング㈱ 仙台営業所
若林 渡辺パイプ㈱ 宮城サービスセンター
若林 公益社団法人 宮城県トラック協会
若林 新和照明㈱ 東北支店
若林 ダイドー㈱ 東北営業所
若林 ㈲佐々木電気工事
若林 エクシオグループ㈱ 東北支店 仙台東技術センタ
若林 テルモ㈱ 東北支店
若林 ㈱アサンテ 仙台営業所
若林 ㈱カクダイ 仙台営業所
若林 ㈲マルアイ建設
若林 リンナイ㈱ 東北支社



管轄警察暑 事業所名称
若林 長島梱包㈱ 仙台事業所
若林 セントラル化成㈱ 東北支店
若林 パラマウントケアサービス㈱ 仙台営業所
若林 フルテック㈱ 仙台支店
若林 仙台市水道局（卸町庁舎）
若林 ㈱西原商会 仙台支店
若林 ㈱桧家住宅東北支社
若林 三菱農機販売㈱ 東北支社
若林 東和薬品㈱ 仙台営業所
若林 セントケア東北㈱ セントケア若林
若林 藤井産業㈱ 仙台支店
若林 太平電気㈱
若林 ㈱セリオ 仙台営業所
若林 ジョンソンコントロールズ㈱ 東北支店
若林 ㈱ソシエニード 荒町リハビリステーション・スカイ
若林 日東工器㈱ 仙台支店
若林 文化シヤッター㈱ 仙台営業所
若林 ㈱魚国総本社 東北支社
若林 シャディ㈱ 東北支店
若林 銀河フーズ㈱ 宮城支店
若林 大翔㈱
若林 東リ㈱ 仙台営業所
若林 ㈱菊地安兵衛商店
若林 日本車輌製造㈱ 北日本グループ
若林 イーダ㈱ 仙台営業所
若林 ダイキンエアテクノ㈱ 東北営業所
若林 アビリティーズ・ケアネット㈱ 仙台営業所
若林 やまびこ工業㈱
若林 ＮＴＴタウンページ㈱ ソリューション営業部 東日本営業支店 東北営業担当
若林 アクトス建設㈱
若林 東北インテリジェント通信㈱ 設備運用部
若林 海光電業㈱ 仙台営業所
若林 ポラテック東北㈱ 仙台事業支店
若林 ㈱日本オフィスオートメーション 仙台支店
若林 カイゲンファーマ㈱ 仙台営業所
若林 ＰＨＣメディコム㈱ 東北営業本部
若林 ㈱ミウラ
若林 アロン化成㈱ 仙台支店
若林 旭シンクロテック㈱ 仙台営業所
若林 ホシザキ東北㈱ 仙台東営業所
若林 ㈱ナック クリクラ仙台営業所
若林 ㈱陽進堂 東北支店
若林 ㈱電巧社 仙台支店
若林 日東工機㈱ 東北支店 仙台営業所
若林 範多機械㈱ 仙台営業所
若林 ビューテック東北㈱ 仙台営業所
若林 ㈲千葉治工建
若林 ㈱エイト日本技術開発 東北支社
若林 日本マニュファクチャリングサービス㈱ 仙台支店
若林 日本食研㈱ 仙台支店
若林 ㈱鈴力水産
若林 仙台ＤＳ運転代行
若林 日本パレットレンタル㈱ 仙台オフィス
若林 村上冷熱興業㈱
若林 （医）仁泉会 みやぎ健診プラザ
若林 ㈱マクシスコーポレーション 東北営業所



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈱宮城公害処理
若林 （学）滋慶学園 仙台医健・スポーツ専門学校
若林 西尾レントオール㈱ 仙台営業所
若林 ㈱ヒカリＳ．Ｅ 仙台支店
若林 キョウワプロテック㈱ （宮城刑務所）
若林 ㈱ミツトヨ 仙台営業所
若林 鈴茂器工㈱ 仙台営業所
若林 ㈱東機工
若林 エレマテック㈱ 仙台支店
若林 ㈱アカギ 仙台営業所
若林 ㈱田名部組 仙台支店
若林 ぺんてる㈱ 仙台営業所
若林 マックス㈱ 仙台支店
若林 三菱自動車ロジテクノ㈱ 東北地区事業部
若林 ナイガイ㈱ 東北支店
若林 安積電気通信興業㈱ 仙台営業所
若林 ㈱壁装
若林 ㈱アウトソーシング 仙台営業所
若林 ㈱高尾 仙台支店
若林 （学）滋慶学園 仙台農業テック＆カフェ・パティシエ専門学校
若林 野口㈱ 仙台営業所
若林 ㈱日本ハウスホールディングス 日本ハウス事業部 仙台支店
若林 ゼット㈱ 東北支店
若林 ゼブラ㈱ 東北営業所
若林 ㈱東北通電工
若林 ㈱山傳商店 営業本部
若林 ロジスネクスト東北㈱ 仙台卸町支店
若林 トークシステム㈱ 仙台支店
若林 ＫＯＵＥＩ㈲
若林 ㈱サンコー造型
若林 ㈱システムズ
若林 三恵商事㈱ ダスキンヘルスレント 仙台ステーション
若林 ㈱菅野商店
若林 ＪＦＥレールリンク㈱ 北日本グループ
若林 ㈱コウユウ
若林 ㈱アメニティ 仙台営業所
若林 ㈱Ｙ・Ａコーポレーション アルファー運転代行
若林 北燃商事㈱ 仙台支店
若林 太三機工㈱ 仙台事務所
若林 マルハマ重機㈱
若林 ㈲アイ・プランニング
若林 ㈱七星社 仙台営業所
若林 東日本高速道路㈱ 東北支社 仙台東管理事務所
若林 シモンズ㈱ 東日本営業部 東北営業所
若林 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北 仙台東事業所
若林 ユニック東北販売㈱
若林 ㈱ＳＨＩＮＫＯ 東北支店
若林 ㈱伊達の牛たん本舗 六丁の目事業部
若林 ミツボシ
若林 パラテクノ㈱ パラテクノ仙台
若林 ㈱イートラスト 東北営業所
若林 スタイル運転代行
若林 富士食品工業㈱ 仙台支店
若林 ㈱ボー 東北支店
若林 シー・アール・エー㈱
若林 東北特機サービス㈱



管轄警察暑 事業所名称
若林 藤田商事㈱ 東北支店
若林 ㈱芳賀商店 燃料部 配送センター
若林 橋本総業㈱ 東北支店
若林 ㈱パースジャパン 東北営業所
若林 丸吉電機㈱ 東北支店
若林 ㈱コスモフーズ 仙台営業所
若林 協友アグリ㈱
若林 介護老人保健施設 葵の園・仙台東
若林 ㈱中原建設
若林 イガグリ代行
若林 ＰＡＣＲＡＦＴ㈱ 東北営業所
若林 日本産業㈱ 仙台支店
若林 ㈱ＳＫシグナルエンジニアリング
若林 ㈱たかだ仙台支店
若林 ㈱仙台グランド警備
若林 大東建託パートナーズ㈱ 仙台営業所
若林 仙台市若林消防署 六郷分署
若林 文化シャッターサービス㈱ 東北サービス支店
若林 セントラルウェルネスクラブ仙台南小泉
若林 訪問看護ステーション デューン仙台
若林 ㈱ネクスコ・メンテナンス東北 仙台東事業所
若林 ㈱キングジム 仙台営業所
若林 ㈱明德興業
若林 東部施設工業㈲
若林 チェスト㈱ 仙台営業所
若林 Ｂトレーディング運転代行
若林 ㈱マイタック 東北支店
若林 まるよん運転代行
若林 ㈱クボタ計装 東北支店
若林 （学）創志学園 クラーク記念国際高等学校 仙台キャンパス
若林 ㈱ＵＳＥＮ仙台支店
若林 グレインマシナリー東日本㈱ 仙台営業所
若林 ㈱ハピネット・ベンディングサービス 東北チーム
若林 東北黒沢建設工業㈱
若林 ㈱ＴＯＫＡＩ 仙台支店
若林 改正環境整備㈱
若林 東北電力ネットワーク㈱ 仙台南電力センター
若林 大東電業㈱ 東北支店
若林 ㈱プロトリオス 仙台支社
若林 ドリームベッド㈱ 仙台営業所
若林 日栄インテック㈱ 仙台営業所
若林 ㈱イチネンアクセス
若林 ＭＩＵＲＡ㈱
若林 ㈱テラモト 仙台営業所
若林 さくら運転サービス
若林 ㈱フジ医療器 仙台営業所
若林 長州産業㈱ 東北支店
若林 渡辺パイプ㈱ 仙台電工サービスセンター
若林 ㈱ユアテック 宮城サービス
若林 ㈱東京クラウン 仙台支店
若林 ＪＦＥシビル㈱ 東北支店
若林 ㈱スピネット
若林 宮城県若林警察署
若林 （学）聖和学園 聖和学園高等学校 薬師寺キャンパス
若林 ㈱阿部商会 仙台営業所
若林 埼玉アンテナシステム㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
若林 出光リテール販売㈱ 東北カンパニー仙台営業所
若林 ＳＵＳ㈱ アイディ仙台
若林 ㈱パーキングソリューションズ
若林 工機ホールディングスジャパン㈱ 仙台営業所
若林 佐藤製線販売㈱ 仙台事業部
若林 ㈱泰栄産業
若林 ㈱ケーデーエム 仙台東事業所
若林 シーピー化成㈱ 仙台オフィス
若林 ㈱南東北クボタ
若林 ㈱本郷電業社 荒井事務所
若林 三ツ星ベルト販賣㈱東北支店 仙台営業所
若林 仙台ターミナルビル㈱ みどりの杜 せんだい農業園芸センター
若林 ㈱ジェイエイ仙台
若林 ㈱ティー・ファクトリー 仙台採用オフィス
若林 ㈱エコスタイル 仙台支店
若林 ㈱中松商会 仙台営業所
若林 ㈱ＩＨＩアグリテック 仙台営業所
若林 和田精密歯研㈱ 仙台営業所
若林 ＮＡＳＣＯ㈱ 仙台支店
若林 フジタ道路㈱ 東北支店
若林 ブリヂストン化工品ジャパン㈱東北支社
若林 ㈱ナスキー
若林 エコ・ライフ・ジャパン㈱
若林 カガク興商㈱ 仙台営業所
若林 ㈱加藤美蜂園本舗 東北支店
若林 ㈱サンセイアールアンドディ
若林 京セラインダストリアルツールズ販売㈱ 仙台営業所
若林 ㈱エクシオテック 東北支店
若林 ㈱ノーリツ東北支店
若林 ㈱テクニカルサービス
若林 ミノシマ㈱ 仙台営業所
若林 ㈱サステム 本社
若林 ㈱多久製作所 東北グループ
若林 産電工業㈱
若林 ㈱エドビ宮城営業所
若林 マテリアルエード㈱ 仙台支店
若林 ㈱ウインライフ 仙台支店
若林 山崎製パン㈱ デイリーヤマザキ事業統括本部 東北ブロック 仙台リージョン
若林 イカリ消毒㈱ 仙台営業所
若林 ㈱ティビィシィ・スキヤツト
若林 エア・ウォーター東日本㈱ 東北支店
若林 セコム㈱ 仙台東統轄支社
若林 関西ペイント販売㈱ 東北販売部
若林 （福）仙台はげみの会 仙台市上飯田たんぽぽホーム
若林 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北 仙台工事課
若林 ㈱サンテツ
若林 渡辺パイプ㈱ 仙台サービスセンター
若林 渡辺パイプ㈱ 仙台設備サービスセンター
若林 ㈱ＮＩＰＰＯ仙台東管内舗装補修工事事務所仙台南部道路長町舗装工事事務所
若林 東北硝子建材㈱
若林 ㈱シーティーエス 仙台支店
若林 三島食品㈱
若林 仙台アンテナシステム㈱
若林 ㈱インターディメンションズ
若林 ㈱アークノハラ 東北営業所
若林 （医）あおい杜 あおい杜在宅歯科クリニック仙台中央



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈱マルト
若林 ㈱日本エンジニア 東北事業所
若林 ㈱広済堂ビジネスサポート 仙台オフィス
若林 ㈱ＲＥＧＡＴＥ 仙台事務所
若林 ㈱浅三
若林 ㈱エージェント・インシュアランス・グループ仙台支店
若林 ㈱Ｅ＆Ｃマクロム 仙台分室
若林 ㈱ＫＶＫ 仙台営業所
若林 アベテック㈱ 仙台支店
若林 サントリービバレッジソリューション㈱ 東北支社 仙台支店
若林 ㈱シーエックスアール仙台事業所
若林 デンシン宮城㈱
若林 新明電材㈱ 仙台営業所
若林 パンチ工業㈱ 仙台支店
若林 東建エンジニアリング㈱ 仙台営業所
若林 ㈱ウェッズ 仙台営業所
若林 日本電設工業㈱ 東北支店 仙台支社
若林 管清工業㈱ 東北営業所
若林 ユニペックス㈱ 仙台営業所
若林 ㈱Ｆｕｊｉｔａｋａ 仙台営業所
若林 ㈲ケーテック 仙台営業所
若林 一正蒲鉾㈱ 仙台支店 仙台営業所
若林 ㈱ネクシア
若林 大黒工業㈱ 仙台営業所
若林 ㈱村田電機製作所 仙台支店
若林 日進化成㈱ 仙台営業所
若林 ㈱ニップコーポレーション 仙台営業所
若林 ㈱湖池屋 東北支店
若林 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ若林
若林 ㈱シュテルン仙台
若林 ㈱松井製作所
若林 光ッ引興業㈱
若林 ケーエス販売㈱
若林 セントケア東北㈱ セントケア看護小規模仙台荒井
若林 ㈱白子 仙台支店
若林 仙台日新自動車㈱
若林 ㈱リフレイン
若林 ㈱三浦興業
若林 コンフェックス㈱ 仙台支店
若林 ㈱パルックス
若林 ㈱谷沢製作所 仙台営業所
若林 ビューテー㈱ 仙台事務所
若林 クリエイト㈱ 東北支店 仙台営業所
若林 ㈱ヨコハマタイヤルック宮城 タイヤガーデン若林荒井
若林 日清シスコ㈱ 営業本部 東北支店
若林 東西海運㈱ 仙台支店
若林 ㈱ヤマダフーズ 仙台営業所
若林 仙台運送㈱
若林 ㈱ハイン 仙台営業所
若林 東和薬品宮城販売㈱
若林 東日本油化工業㈱
若林 光輝ビルテクノス㈱
若林 富士工器㈱ 東北支店
若林 ㈱中広メディアソリューションズ 仙台支局
若林 日建商事㈱ 東北支店 北日本事業部
若林 オオサキメディカル㈱ 東北支店



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈲仙台クマックス
若林 ㈱ワーク営業部 仙台営業所
若林 ㈱仙台大門
若林 マルトモ㈱ 仙台支店
若林 ケイアイスター不動産㈱ 仙台東営業所
若林 コスモスケア㈱ コスモス木ノ下デイサービス
若林 全日本食品㈱ 東北支店
若林 アイリスチトセ㈱
若林 ネッツトヨタ仙台㈱ 遠見塚店
若林 山一電機工業㈱
若林 （福）杜の里福祉会 特別養護老人ホーム 成仁杜の里仙台
若林 アクアス㈱ 東北支店
若林 アイリスオーヤマ㈱
若林 乾産業㈱ 仙台営業所
若林 ㈱石田商会 仙台営業所
若林 ヤマト電機㈱ 仙台営業所
若林 コムシス東北テクノ㈱ 仙台工事事務所
若林 皆成建設㈱
若林 ㈱モトーレン仙台 ＭＩＮＩ仙台
若林 ㈱ダイゲン
若林 ㈱トーユー
若林 日本メディカルライン㈱
若林 老人保健施設はくれい
若林 シーカ・ハマタイト㈱ 東北支店
若林 ㈱協和部品 本社
若林 アーク㈱ 仙台支店
若林 明治商工㈱ 東北支店
若林 ㈱シービーピー仙台
若林 日本ハウズイング㈱ 東北事業部
若林 ㈱ホットスタッフ 仙台東
若林 仙台市交通局 地下鉄東西線荒井車両基地
若林 ㈱サンホームズ
若林 ㈱仙杜電機
若林 生活介護事業所 フォレスターナ若林
若林 山王スペース＆レンタル㈱ 仙台営業所
若林 中央理化工業㈱ 仙台営業所
若林 ㈱かんぽ生命保険 仙台支店 若林郵便局かんぽサービス部
若林 ㈱日本メディックス 仙台支店
若林 ヤマリョー㈱ 仙台支店給油所部 仙台卸町給油所
若林 ㈱ボイス 仙台支社
若林 朝日生命保険相互会社 河原町営業所
若林 環境保全㈱ 仙台支店
若林 ㈱タジマ 仙台営業所
若林 ㈱ＳＪＣ
若林 今野印刷㈱
若林 ㈱サンコー 仙台営業所
若林 ㈱ミニミニ 仙台荒井店
若林 シーレックス㈱ 東北営業所
若林 ㈱サインズ
若林 ハラダ製茶㈱ 仙台営業所
若林 日本住宅㈱ 仙台支店
若林 ジャパンエレベーターサービス城西㈱ 東北支社 仙台営業所
若林 ㈱トルハート 仙台支店
若林 武蔵野産業㈱ 仙台営業所
若林 ニューロング㈱ 仙台営業所
若林 ニコニコのり㈱ 仙台支店



管轄警察暑 事業所名称
若林 ㈱藤商事 仙台支店
若林 古林産業機具㈱ 仙台営業所
若林 ㈱仙台宮水
若林 ㈲フカヌマ興業
若林 ㈱ルームワン 仙台中央店
若林 ㈱オイカワ美装工業
若林 （福）わたげ福祉会
若林 ㈲協電社
若林 オーエスジー㈱ 仙台営業所
若林 ㈱小川組
若林 マルネン㈱ セルフ仙台中倉ＳＳ
若林 ㈱学研エリアマーケット 仙台支店
若林 ㈱ラビット・カーネットワーク 仙台六丁の目店
若林 日米礦油㈱ 北日本支店 仙台営業所
若林 日本住宅㈱ 不動産事業部 宮城店
若林 ㈱ヤグチ 東北営業所
若林 ㈱エム・エフ・ティ仙台
若林 ㈱七十七銀行 六丁目支店
若林 ㈱東北ディエスジャパン 仙台店
若林 ㈱ハートライン
若林 ㈱アイヴィック 仙台支店
若林 ㈱アロネット 日々トレはると南小泉
若林 ジャパンビルド㈱
若林 ㈱ピカコーポレーション 仙台営業所
若林 リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー㈱
若林 ㈱サカエ 仙台営業所
若林 明治安田生命保険相互会社 仙台支社 長町営業部
若林 東北アイホー調理機㈱
若林 トージョーリホーム㈱
若林 ㈱フジキカイ 仙台営業所
若林 新エネルギー流通システム㈱ 仙台支店
若林 ㈱オーシカ 仙台支店
若林 フジッコ㈱ 仙台営業所
若林 Ｉ・Ｔ・０㈱ 仙台営業所
若林 ㈱オール 仙台営業所
若林 ㈱コーテッツ 仙台営業所
若林 ジャパン建材㈱ 仙台営業所
若林 ㈱センティス
若林 ピー・シー・エス㈱ 仙台営業所
若林 ＮＴＴアノードエナジー㈱ 東北支店
若林 冨士機材㈱ 東北支店
若林 ダイワ薬品㈱ 仙台営業所
若林 東京コンピュータサービス㈱ 仙台支店
若林 ＮＤＳ㈱
若林 三谷商事㈱ 仙台支店
若林 宮城トンボ㈱
若林 ㈱ＴＴＫエンジ宮城 本社
若林 銘醸機械㈱
若林 マルヒ食品㈱ 仙台営業所
若林 ㈱一条工務店 宮城
若林 北勢工業㈱ 仙台営業所
若林 日建商事㈱ 仙台営業所
若林 新日本ウェックス㈱ 仙台営業所
若林 （一社）思箭
若林 ㈱ユピテル 仙台営業所
若林 山形銀行 宮城野支店



管轄警察暑 事業所名称
若林 平富㈱ 仙台営業所
若林 （福）仙台市障害者福祉協会 仙台市若林障害者福祉センター
若林 ケーヨーデーツー仙台荒井店
若林 ㈱ドリーム・トレーディング フレックスドリーム仙台東店
若林 ㈱ヤマ食 東北営業所
若林 ㈱プログラムスピード
若林 大全サービス㈱
若林 クラシスタ㈱ 本社
若林 クラシスタ㈱ 仙台支店
若林 リベラルソリューション㈱ 仙台支社
若林 昇正工業㈱
若林 三洋ペイント㈱ 仙台支店
若林 （一社）喜清会 サンビア仙台健診クリニック
若林 ㈱シミズ・ビルライフ 東北営業所
若林 ㈱日東コンクリート技術事務所 東北試験所
若林 ㈲ビーブラッド 仙台支店
若林 ㈱佐藤ラス工業
若林 田辺商事㈱ 仙台支店
塩釜 ㈲東北建設工業
塩釜 ㈲加藤鉄工所
塩釜 仙台農業協同組合 松島支店
塩釜 七ヶ浜町役場
塩釜 ㈱ユアテック 塩釜営業所
塩釜 ㈱宮城工務店
塩釜 ㈱稲井
塩釜 大一電気工事㈱
塩釜 片倉コープアグリ㈱ 東北支店宮城事業所
塩釜 松島国際観光㈱ ホテル松島大観荘
塩釜 ㈲吉田興業
塩釜 ㈱山源工務店
塩釜 ㈱阿部電工
塩釜 ㈱塩釜商会 塩釜支店
塩釜 キクニ㈱
塩釜 塩釜ガス㈱
塩釜 東邦アセチレン㈱ 仙台事業所
塩釜 ㈲クボタ商会
塩釜 王子コンテナー㈱ 福島工場 仙台事業所
塩釜 国土交通省東北地方整備局 塩釜港湾・空港整備事務所
塩釜 日本ライナー㈱ 東北支店
塩釜 ㈱高浜
塩釜 日本郵便㈱塩釜郵便局
塩釜 宮城県塩竃市役所
塩釜 東北電力ネットワーク㈱ 塩釜電力センター
塩釜 多賀城市役所
塩釜 国土交通省東北地方整備局 東北技術事務所
塩釜 明和工業㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱サンデリカ 仙台第一事業所
塩釜 ＰＧＭプロパティーズ㈱ 利府ゴルフ倶楽部
塩釜 ㈱杉崎工業
塩釜 松島町役場
塩釜 （学）東北外語学園 利府おおぞら幼稚園
塩釜 宮城県市町村職員共済組合 パレス松洲
塩釜 ㈱千 商店
塩釜 ㈲東日本自動車学校
塩釜 日立建機日本㈱ 東北支社
塩釜 ㈱七十七銀行 塩釜支店



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 橋本産業㈱ 塩釜営業所
塩釜 宮城県塩釜警察署
塩釜 東北電機製造㈱
塩釜 塩竈市水道部
塩釜 光工業㈱
塩釜 ㈱鈴木商館 宮城営業所
塩釜 廣和工業㈱
塩釜 中外機工㈱ 多賀城整備工場
塩釜 利府町役場
塩釜 日本農産工業㈱ 東北支店
塩釜 青葉化成㈱ 塩釜営業所
塩釜 ぜんぎょれん食品㈱ 塩釜食品工場
塩釜 ㈱カネイチ
塩釜 ㈱清野工務店
塩釜 ㈱鈴憲商店
塩釜 ㈱鎌田工務店
塩釜 （学）聖光学園 利府聖光幼稚園
塩釜 協業組合多賀城清掃センター
塩釜 ㈱アリエージェンシー
塩釜 東北緑化環境保全㈱ 環境分析センター
塩釜 ㈱大啓工業
塩釜 東奥商事㈱
塩釜 ㈲クリーンライフ大累
塩釜 東北テヅカ販売㈱
塩釜 ㈱大政産業
塩釜 ㈱カネサン後藤商店
塩釜 塩釜地区消防事務組合 消防本部
塩釜 ㈱渡會
塩釜 ソニーストレージメディアマニュファクチャリング㈱
塩釜 ㈱菊地製作所
塩釜 ㈱三亥 塩釜支店
塩釜 ㈲野坂電工
塩釜 宮城東部衛生処理組合
塩釜 ㈱木村建設
塩釜 東北管区警察学校
塩釜 ㈱東北機工
塩釜 伸興警備保障㈱
塩釜 富士オイルサービス㈱
塩釜 第二管区海上保安本部
塩釜 平成ガス㈱
塩釜 協業組合クリーン・センター宮城
塩釜 太平自動販売機サービス㈱
塩釜 ㈱ホンダカーズ宮城北 多賀城店
塩釜 （学）紅葉学園 パドマ幼稚園
塩釜 ㈲齋藤商店
塩釜 水上温泉ホテル㈱ 小野屋ホテル
塩釜 （福）松島町社会福祉協議会
塩釜 ㈱豊島
塩釜 ㈱ごんきや
塩釜 小松館好風亭
塩釜 草刈建設㈱
塩釜 ㈲橋沼燃料商会
塩釜 ㈱ジー・イー・エス
塩釜 ㈱ベルシステム
塩釜 ㈱エアコネクト
塩釜 ＰＧＭプロパティーズ㈱ 松島チサンカントリークラブ



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 ㈲佐貞商店
塩釜 （学）柏木学園 柏幼稚園
塩釜 （学）仙台育英学園 仙台育英学園高等学校
塩釜 同和興業㈱ 塩釜営業所
塩釜 ㈲マミーホーム デイサービス松島マミーホーム
塩釜 マルブン食品㈱
塩釜 ㈱斎藤工務店
塩釜 ㈱八島工務店
塩釜 ㈱仙台タオルサービス
塩釜 ㈱サクライ
塩釜 東栄保温工業㈱
塩釜 ㈱大進
塩釜 ㈱ＪＲ東日本テクノサービス 新幹線営業所
塩釜 ㈱佐々勝工務店
塩釜 （福）多賀城市社会福祉協議会
塩釜 ㈱ホテル新富
塩釜 宮城県中南部下水道事務所
塩釜 ㈲八百照
塩釜 ㈱高山
塩釜 （公社）宮城県塩釜医師会
塩釜 渡 工業㈱
塩釜 住鉱テック㈱ 仙台工場
塩釜 遠山自動車整備工場
塩釜 電通システム㈱ 宮城事業部
塩釜 仙台トヨペット㈱ 塩釜店
塩釜 大江戸温泉物語㈱ ホテル壮観
塩釜 ㈱宮都機工
塩釜 和田電氣工事㈱
塩釜 仙台プロパン㈱
塩釜 ㈱利府自動車学校
塩釜 仙台農業協同組合 利府支店
塩釜 （学）化度寺学園 多賀城高崎幼稚園
塩釜 仙台農業協同組合 七ヶ浜支店
塩釜 ㈱旅館大松荘
塩釜 ㈱千葉重機
塩釜 ㈱高速 塩釜営業所
塩釜 山幸建設㈱
塩釜 宮城県仙台保健福祉事務所
塩釜 仙台農業協同組合 多賀城支店
塩釜 発向興業㈱
塩釜 ㈲櫻井自動車商会
塩釜 （学）向日葵学園 塩釜ひまわり幼稚園
塩釜 ㈲和食の小島
塩釜 ㈱祐文堂
塩釜 仙台湾燻蒸㈱
塩釜 ㈱太陽工業
塩釜 ㈱利府衛生
塩釜 ㈱白壽殿
塩釜 ㈱佐浦
塩釜 八戸ニチアス工事㈱ 仙台出張所
塩釜 トヨタカローラ宮城㈱ 利府店
塩釜 宮城トヨタ自動車㈱ 多賀城店
塩釜 東日本旅客鉄道㈱ 新幹線総合車両センター
塩釜 東日本旅客鉄道㈱ 新幹線統括本部 仙台新幹線保線技術センター
塩釜 ㈲丸正自動車整備工場
塩釜 東北労働金庫 新塩釜支店



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 ㈱岩金組
塩釜 ㈱影山工業
塩釜 ㈱アベチョウ
塩釜 ㈱辰巳商会
塩釜 髙橋工業㈱
塩釜 萩田電機㈱
塩釜 旭興産㈱
塩釜 丸要畜産㈱
塩釜 ㈱ヤママサ
塩釜 ㈱阿部土木
塩釜 ㈱鈴木工務店
塩釜 ㈱栄進フーズ
塩釜 （医）杏林会 介護老人保健施設 リハビリパークみやび
塩釜 ㈲馬場工務店
塩釜 ㈱エネサンス東北 東仙台支店
塩釜 ㈱松島センチュリーホテル
塩釜 ㈱鈴電
塩釜 日本郵便㈱ 松島郵便局
塩釜 ㈱鈴正工務店
塩釜 東北ドック鉄工㈱
塩釜 ㈲ウツミ水産
塩釜 ㈱藤原清掃
塩釜 三恵商事㈱
塩釜 菊地建業㈱
塩釜 ㈱東北電技工業
塩釜 ベルウッド電気㈱
塩釜 ㈱小向板金工業所
塩釜 アシスト多賀城
塩釜 東華建設㈱
塩釜 ㈱一の坊 松島温泉湯元松島一の坊
塩釜 宮城スバル自動車㈱ 多賀城店
塩釜 ㈲七ヶ浜電工
塩釜 ㈲塩竃燃料商社
塩釜 宮城県漁業協同組合 塩釜総合支所
塩釜 ㈱菅原産業
塩釜 伏谷建設㈱
塩釜 ㈱鈴幸商店
塩釜 宮川ローラー㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱品井沼電気工事
塩釜 東北送配電サービス㈱ 塩釜営業所
塩釜 宮城県仙台地方振興事務所 水産漁港部
塩釜 ㈱人のために生きよ
塩釜 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店仙台新幹線出張所
塩釜 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 仙台出張所
塩釜 アサヒプリテック㈱ 仙台営業所
塩釜 東日本通信機器㈱
塩釜 宮城県道路公社 仙台松島道路管理事務所
塩釜 ㈲オートショップ松島
塩釜 （福）塩釜市社会福祉協議会
塩釜 塩釜港船舶給水㈱
塩釜 （福）亮千会 大代保育園
塩釜 東北電力㈱ 仙台火力発電所
塩釜 （学）聖光学園 幼保連携型認定こども園 塩釜聖光幼稚園
塩釜 ㈱遠藤工業
塩釜 ㈱サニックス 多賀城工場
塩釜 （医）明理会 利府仙台ロイヤルケアセンター



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 ㈱ダストコントロールアズミ
塩釜 東軌工業㈱
塩釜 ㈱真壁製作所
塩釜 ㈱キクチ
塩釜 ㈲塩釜観光レンタカー
塩釜 ㈱橋浦電設
塩釜 ㈱櫻井サイクル商会
塩釜 ㈱諏訪工務店
塩釜 （公益）宮城厚生協会 ケアステーション しおかぜ
塩釜 塩釜税務署
塩釜 （学）東園寺学園 塩釜第二中央幼稚園
塩釜 （宗）東園寺 塩釜中央幼稚園
塩釜 医療法人社団 幸和会 介護老人保健施設 恵愛ホーム
塩釜 ㈲七ヶ浜衛生工業
塩釜 ㈱ヨシケイ宮城 仙台東事業部
塩釜 伸栄工業㈱
塩釜 セコム㈱ 仙塩支社
塩釜 （公社）七ヶ浜町シルバー人材センター
塩釜 （公社）多賀城市シルバー人材センター
塩釜 トヨタカローラ宮城㈱多賀城店
塩釜 （福）萩の里 「月見ヶ丘」
塩釜 ㈱ダスキンサーヴ東北 ダスキン多賀城支店
塩釜 （一社）日本海事検定協会 仙台事業所
塩釜 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター栄
塩釜 グリーン運転代行
塩釜 （医）寶樹会 仙塩総合病院
塩釜 仙台農業協同組合 東部営農センター
塩釜 ㈱共栄サービス 共栄運転代行
塩釜 未来工業㈱ 仙台営業所
塩釜 日本郵便㈱ 利府郵便局
塩釜 （福）松の実福祉会 松の実
塩釜 宮城海上保安部
塩釜 ㈱ガスパル東北 仙台東販売所
塩釜 ㈱大町総業
塩釜 ㈱松島蒲鉾本舗
塩釜 ㈱ピュアスポーツ 多賀城スイミング
塩釜 住友不動産㈱ 注文住宅事業部 宮城事業所 仙台東営業所
塩釜 ㈱青南商事 仙台支店 塩竃工場
塩釜 ㈱スガテック 東北支店
塩釜 （学）東北外語学園 利府第二おおぞら幼稚園
塩釜 ㈱メタルセンター
塩釜 松島医療生活協同組合
塩釜 社会福祉法人 宮城厚生福祉会 介護老人福祉施設 十符・風の音
塩釜 ㈲上の原電工
塩釜 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ 多賀城店
塩釜 介護老人保健施設 加瀨ウェルネスタウン
塩釜 ㈱ジェイエイ仙台 多賀城機械化センター
塩釜 ㈱ウォータープランニング
塩釜 宮城ケーブルテレビ㈱
塩釜 ㈱泉 利府営業所
塩釜 ㈱武蔵野仙台工場
塩釜 東北電力㈱ 火力部 火力技術訓練センター
塩釜 ㈱日立産機システム 東北支社
塩釜 宮城県警察交通機動隊
塩釜 宮城県警察機動捜査隊
塩釜 宮城県警察機動警ら隊



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 ㈱ここみケア 小規模多機能型居宅介護事業所「美の里」
塩釜 日本メガケア㈱ 仙台営業所
塩釜 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 宮城支部
塩釜 セントケア宮城㈱ セントケア塩釜松陽台
塩釜 東邦アセチレン㈱ 本社
塩釜 （学）東北外語学園 せいがん幼稚園
塩釜 絆 運転代行
塩釜 ㈱七十七銀行 多賀城支店
塩釜 ㈱サカエ
塩釜 日本工業検査㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱ＭＩＮＡＭＩ
塩釜 東亜道路工業㈱ 宮城工場
塩釜 アースサポート㈱ アースサポート塩釜
塩釜 アースサポート㈱ アースサポート多賀城
塩釜 ㈱アイザワ
塩釜 ㈲阿部善建業
塩釜 ㈱グランディア
塩釜 ㈱レンタルステーションアズミ
塩釜 ㈲エスジーサービス
塩釜 エネクスフリート㈱ 絆ネットセンター
塩釜 東北発電工業㈱ 利府製作工場
塩釜 ㈱東北マツダ 多賀城店
塩釜 ハート運転代行
塩釜 同和警備㈱ 塩釜営業所
塩釜 ㈱ゼロ 仙台営業所
塩釜 （福）嶋福祉会 さくら学園
塩釜 （福）嶋福祉会 梨花
塩釜 ㈱ポラリス ポラリスデイサービスセンター多賀城
塩釜 社会福祉法人宮城県障がい者福祉協会障害者支援施設杏友園
塩釜 双栄基礎工業㈱ 東北営業所
塩釜 ㈱春幸会
塩釜 ㈱ひまわり
塩釜 イースト松島機工㈱
塩釜 ㈱エイト
塩釜 宮城マリンサービス㈱
塩釜 日産宮城サービスセンター㈱
塩釜 ㈱さいち 仙台営業所
塩釜 宮城民医連事業協同組合
塩釜 宮城地下工業㈱
塩釜 アースサポート㈱ アースサポート東塩釜
塩釜 ㈲三好工業
塩釜 認定ＮＰＯ法人さわおとの森 多機能サポートランド さわおとの森
塩釜 ファースト運転代行社
塩釜 学校法人東北学院 東北学院幼稚園
塩釜 セントラルスポーツ㈱ 松島町温水プール美遊
塩釜 ㈱高橋電気商会
塩釜 ㈱センダイ技工 松島交通管理隊
塩釜 総合食品エスイー㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱ヨークベニマル 仙東ゾーン事務所
塩釜 ＪＲ東日本テクノロジー㈱ 仙台設備支店
塩釜 杜の都信用金庫 塩竈営業部
塩釜 ジェイフィルム㈱ 仙台工場
塩釜 パンダ運転代行
塩釜 ㈱熱海工業
塩釜 ㈱不二サッシ東北 利府営業所
塩釜 ＡＢＣ運転代行



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 塩釜市団地水産加工業協同組合
塩釜 （福）七ヶ浜町社会福祉協議会
塩釜 第一環境㈱ 塩竈事務所
塩釜 仙台コンクリート試験センター㈱
塩釜 Ｓ運転代行ホット・ハンド
塩釜 ㈱アサテツ
塩釜 三菱電機テクノサービス㈱ 仙台支店 仙台東営業所
塩釜 ㈱サクライＬＩＮＥ
塩釜 マウントリース
塩釜 （公社）松島町シルバー人材センター
塩釜 プラス包装システム㈱
塩釜 ㈱ツクイ ツクイ多賀城
塩釜 （一社）みやぎ保健企画 セントラルキッチン
塩釜 ㈱バイセップス 塩釜営業所
塩釜 ㈲東建工業
塩釜 ｐｅａｃｈ運転代行
塩釜 （福）嶋福祉会 生活介護施設 榎の実
塩釜 ㈱タイハク 利府工場
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地 第１１９教育大隊
塩釜 ㈱ドクタ－アイズ リハニック塩釜
塩釜 ＩＲ運転代行社
塩釜 カメイ㈱ 利府バイパス店
塩釜 利府こども発達センター
塩釜 アエラホーム㈱ 仙台東店
塩釜 ㈱ＴＯＳＨＯ ＥＮＧ
塩釜 新日本建販㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱日産サティオ宮城 利府店
塩釜 ㈱笑楽
塩釜 ㈱オオシロ
塩釜 水野水産㈱
塩釜 第一環境㈱ 松島事務所
塩釜 リーズナブル運転代行
塩釜 （公財）宮城厚生協会 ケアステーションつくし
塩釜 ㈱ジェイエイ仙台 多賀城不動産センター
塩釜 ㈱すずき
塩釜 三和エナジー㈱ 東北第一支店 仙台ＤＣ
塩釜 ㈱東北ハート建材
塩釜 ブリーズベイオペレーション２号㈱ ホテルキャッスルプラザ多賀城
塩釜 ㈱桧家住宅 利府展示場
塩釜 ㈱オノヤ ラクイエ多賀城店
塩釜 第一カッター興業㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱宇佐美エナジー 東北支店
塩釜 ＮＸ仙台塩竈港運㈱ 仙台塩釜港支店
塩釜 ㈱ミック 東北支店
塩釜 （福）萩の里「壱ノ町」
塩釜 塩釜消防署
塩釜 多賀城消防署
塩釜 松島消防署
塩釜 七ヶ浜消防署
塩釜 利府消防署
塩釜 ㈲サイトウ水門
塩釜 ㈱ジェイエイ仙台 松島給油所
塩釜 ㈱ＹＡＭＡＮＡＫＡ仙台工場
塩釜 ㈲内海運送
塩釜 ㈱千葉鳶
塩釜 東洋工業㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 東北重機工事㈱
塩釜 三洋建設㈱ 仙台支店
塩釜 塩釜地区資源化事業協同組合 多賀城事業所
塩釜 ㈱カネミヤストックヤード
塩釜 ㈲山栄工業
塩釜 （公財）宮城厚生協会 坂総合クリニック
塩釜 ㈱鴻池組 新太子堂北造成工事事務所
塩釜 （公財）宮城厚生協会 坂総合病院附属 北部診療所
塩釜 （公財）宮城厚生協会 坂総合病院
塩釜 ビセラル㈱ 仙台営業所
塩釜 ㈱三亥
塩釜 セントケア宮城㈱ セントケア塩釜
塩釜 ㈲三和建装工業所
塩釜 セントケア宮城㈱ セントケアりふ森の郷
塩釜 ㈱スギヨ 仙台営業所
塩釜 吉井電気㈱ 仙台支店
塩釜 仙塩配電㈱
塩釜 ネッツトヨタ仙台㈱ 塩釜店
塩釜 ㈱冨島建設 東北支店
塩釜 大信工業㈱ 仙台出張所
塩釜 宮本産業㈱
塩釜 蔵王リース㈱ 利府インター営業所
塩釜 ㈱マツシマ
塩釜 ㈱かんぽ生命保険 塩釜郵便局 かんぽサービス部（仙台支店）
塩釜 ㈱パーツ産業 利府営業所
塩釜 ㈱ミヤギレキセイ
塩釜 みずむすびサービスみやぎ 仙塩浄化センター
塩釜 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア仙塩七ヶ浜訪問介護
塩釜 ㈱秀光ビルド
塩釜 ㈱アジアマリンプロダクツ
塩釜 ㈱菜花空調
塩釜 朝日生命保険相互会社 塩釜営業所
塩釜 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター多賀城
塩釜 ひまわり運転代行
塩釜 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ利府
塩釜 ㈱ソシエニード 城南リハビリステーション・スカイ
塩釜 ㈱神奈川電気計装 東北支店 仙台営業所
塩釜 多賀城市上下水道部
塩釜 ワタミ㈱ 宮城塩釜営業所
塩釜 放課後等デイサービス もりのひろば 利府園
塩釜 ㈱ソーシャルライフプラス
塩釜 ㈲タンノ重機
塩釜 多賀城市児童発達支援センター 太陽の家
塩釜 ＥＣ－ＷＡＮ㈱
塩釜 ㈱樋口機工 仙台支店
塩釜 ボン・リー宮城㈱
塩釜 ㈱宮城読売ＩＳ
塩釜 ㈱河北新報 仙台東販売センター 多賀城店
塩釜 明治安田生命保険相互会社 塩釜営業所
塩釜 溶接検査㈱
塩釜 ㈱スターロードシステム 東北支店
塩釜 （学）東北外語学園 利府第二おおぞら幼稚園 もりのおと園
塩釜 ㈱七十七銀行 松島支店
塩釜 ㈱オノヤ ラクイエ事業部 多賀城店
塩釜 ㈱日立産機テクノサービス 東北事業所
塩釜 三井住友建設㈱ 仙台港作業所



管轄警察暑 事業所名称
塩釜 三井住友建設㈱ 東北支店 仙台港建築作業所
塩釜 ㈱カトウコーポレーション 仙台営業所
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地 東北補給処 多賀城燃料支処
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地 業務隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第１１９教育大隊多賀城自動車教習所
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地 第３８１会計隊
塩釜 陸上自衛隊東北補給処 反町弾薬支処総務科
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第３０１普通科直接支援中隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地即応機動直接支援中隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地業務隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第３８即応機動連隊第２中隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第３８普通科連隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第３８普通科連隊重迫撃砲中隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第１１９教育大隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第１１９教育大隊第３０４共通教育中隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第１１９教育大隊第３４０共通教育中隊
塩釜 陸上自衛隊多賀城駐屯地第１１９教育大隊第３４１共通教育中隊
塩釜 陸上自衛隊第３８１会計隊
塩釜 陸上自衛隊第２２即応機動連隊本部管理中隊
塩釜 陸上自衛隊第２２即応機動連隊第１中隊
塩釜 陸上自衛隊第２２即応機動連隊第２中隊
塩釜 陸上自衛隊第２２即応機動連隊第３普通科中隊
塩釜 陸上自衛隊第２２即応機動連隊火力支援中隊
大和 ヤンマーアグリジャパン㈱ 吉岡支店
大和 ㈱小川自動車
大和 ㈱イエローハット 東北支店
大和 スズデン㈱ 大和工場
大和 ㈱グリーンハウザー 大衡事業所
大和 大和薬品㈱
大和 ㈲大郷商事
大和 ㈱高一建設
大和 ㈱グローバル・ブリッジ
大和 ㈱富谷金物
大和 ㈱カルラ
大和 ㈱佐藤内装
大和 公立大学法人 宮城大学
大和 オートヒルズ協同組合
大和 （資）内ヶ崎酒造店
大和 ㈱ジェー・シー・アイ
大和 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱ 仙台北セールスセンター
大和 大和町役場
大和 シンレキ工業㈱ 東北事業所
大和 宮城県大和警察署
大和 大衡村役場
大和 ㈱本山製作所
大和 泉コンクリート工業㈱ 大和工場
大和 富谷市役所
大和 大郷町役場
大和 ㈱河北ランド
大和 ㈱中央建材
大和 ㈱松川土木
大和 黒川地域行政事務組合 消防本部
大和 ㈱Ａコープ東日本 宮城営業所
大和 新みやぎ農業協同組合 あさひな統括部
大和 東北化学薬品㈱ 仙台支店
大和 ㈱みちのく建設



管轄警察暑 事業所名称
大和 日本道路㈱ 北仙台出張所
大和 宮城県船形の郷
大和 黒川森林組合
大和 みやぎ生活協同組合 共同購入部 富谷センター
大和 ㈱サンエーテック
大和 仙台市環境局施設部施設課 石積埋立管理事務所
大和 協業組合 富谷環境
大和 ㈲小松自動車
大和 ㈱吉田レミコン 仙台工場
大和 養護老人ホーム 偕楽園
大和 東北計器工業㈱
大和 （学）たちばな学園 みやの森こども園
大和 ㈲富谷自動車整備工場
大和 ㈱大衡土木
大和 黒川衛生協業組合
大和 ㈱大崎共同生コン 南工場
大和 大和環境サービス㈱
大和 三井住建道路㈱ 東北支店 宮城営業所
大和 ㈱阿部八商店
大和 ㈱オオウチ
大和 ㈲ミヤギミニポンプ
大和 ㈱佐々木工務所
大和 宮城県水産技術総合センター内 水面水産試験場
大和 宮環建設㈱ 黒川営業所
大和 新みやぎ農業協同組合 あさひな統括営農センター 営農支援課
大和 （特養）七峰荘
大和 ㈱相沢組
大和 八嶋建設㈱
大和 堀籠鉄筋㈱
大和 宮城県林業技術総合センター
大和 ラピスセミコンダクタ㈱ 宮城工場
大和 大川工業㈱
大和 ㈱セレモニー吉岡
大和 （学）杜栄学園
大和 安藤建設工業㈱
大和 恵自動車㈲
大和 日の丸合成樹脂工業㈱
大和 ㈱吉岡電工社
大和 エア・ウォーター東日本㈱ 東北支社 宮城支店
大和 日本トーカンパッケージ㈱ 仙台工場
大和 宮城県七ツ森希望の家
大和 日本板硝子東北㈱
大和 ㈱Ｅ－Ｐｒｏ
大和 ㈱東北トラスト
大和 ㈱あらた 仙台オフィス
大和 （特養）郷和荘
大和 大和設備工業㈱
大和 ㈲加賀自動車整備工場
大和 ㈱ピュアスポーツ 大和スイミング
大和 （医）眞友会 介護老人保健施設 希望の杜
大和 （一財）労災サポートセンター 宮城労災特別介護施設
大和 トヨタエルアンドエフ宮城㈱
大和 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城カンパニー 仙台北営業所
大和 コマツカスタマーサポート㈱ リフト仙台北支店
大和 アルバックテクノ㈱ 宮城ＣＳセンター
大和 宮城県農業共済組合 家畜診療研修所



管轄警察暑 事業所名称
大和 ㈱志賀野自動車
大和 協業組合 仙台清掃公社 仙北事業所
大和 トヨタ自動車東日本㈱ 宮城大和工場
大和 ㈱三和通建 仙台営業所
大和 共和鋼業㈱
大和 特別養護老人ホーム 和風園
大和 宮城県森林組合連合会 大衡綜合センター
大和 ＪＡ新みやぎ あさひな農機センター
大和 新みやぎ農業協同組合 大郷支店
大和 ㈱巴商会 宮城営業所
大和 ㈱パールライス宮城
大和 ㈱北洲
大和 ㈱東洋環境開発 東環リサイクルセンター
大和 運転代行 ナカ
大和 トヨタカローラ宮城㈱ 大和店
大和 ㈱佐藤渡辺 宮城営業所
大和 日本郵便㈱ 吉岡郵便局
大和 日本郵便㈱ 富谷郵便局
大和 （特養）杜の風
大和 トヨタカローラ宮城㈱ 富谷店
大和 エヌテック㈱
大和 ㈱秋茜
大和 ケルヒャージャパン㈱ 仙台支店
大和 遠藤旅館
大和 みやぎ生協 リサイクルセンター
大和 寺院サービス㈱
大和 ㈱三共 仙台センター
大和 芝浦エレテック㈱ 仙台営業所
大和 白石食品工業㈱ 仙台工場
大和 丸翔運転代行
大和 ㈱ユアテック 仙台北営業所
大和 トヨタ自動車東日本㈱ 本社 宮城大衡工場
大和 鴻池メディカル㈱ 宮城営業所
大和 ㈱啓愛社 宮城リサイクル工場
大和 ㈲ジーエル青葉
大和 全国農業協同組合連合会 宮城県本部 生産資材部 農業機械課
大和 ㈱プレアーク ベルサンピアみやぎ泉
大和 （福）大郷町社会福祉協議会
大和 プライムアースＥＶエナジー㈱ 宮城工場
大和 ㈱水処理サービス
大和 針生自動車整備工場
大和 たいむす
大和 ㈱ツクイ ツクイ大和
大和 ㈱万葉まちづくりセンター
大和 ㈱セントラルリース 仙北営業所
大和 ㈱東北アンテナ
大和 ㈱愛心ヘルプサービス大富
大和 ㈱ＢＷＭ 大和プラント
大和 伊藤ハムミート販売東㈱ 仙台営業所
大和 東京エレクトロン宮城㈱
大和 ㈲大坂屋
大和 東京エレクトロンＢＰ㈱ 大和営業所
大和 タカラ米穀㈱
大和 ㈱ツクイ ツクイ富谷ひより台
大和 ㈱大和町地域振興公社
大和 ＴＨＫインテックス㈱ 仙台工場



管轄警察暑 事業所名称
大和 ㈱泉 大和営業所
大和 ㈱グリーンテック 宮城営業所
大和 ㈱サン・リビング・サービス ダスキン富谷
大和 前田道路㈱ 泉営業所
大和 ㈱宮城県学校用品協会
大和 アラマークユニフォームサービスジャパン㈱ 東北事業所
大和 トーカロ㈱ 宮城技術サービスセンター
大和 田邊工業㈱ 仙台営業所
大和 （医）脳健会 仙台リハビリテーション病院
大和 日本郵便㈱ 大郷郵便局
大和 ㈱スズキ自販宮城 スズキアリーナ富谷
大和 関東商事㈱ 宮城事業部
大和 宮城県仙台保健福祉事務所 黒川支所
大和 レンゴー㈱ 新仙台工場
大和 （福）善俊会 特別養護老人ホーム ウイング
大和 ㈲近藤牛乳店
大和 ㈱パルコホーム宮城
大和 ㈱七十七銀行 吉岡支店
大和 ハイビック㈱ 仙台泉インター木材市場
大和 エム・エス・ケー農業機械㈱ 仙台営業所
大和 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター七ツ森
大和 ㈱安部工業
大和 ㈱アトライズヨドガワ 仙台事業所
大和 ㈱宮澤造園
大和 ㈲三浦商店
大和 ㈱八木園
大和 くろかわ商工会
大和 三井住建道路㈱ 東北支店 仙台合材工場
大和 セントケア宮城㈱ セントケア富谷中央
大和 ㈲髙木商店 仙台工場
大和 ㈲大徳建業
大和 富士フイルムオプティクス㈱ 大和工場
大和 ㈲狩野造園
大和 ㈱バイタルネット 宮城物流センター
大和 ㈱セイケン
大和 ㈱東北マツダ 富谷店
大和 ㈱エルピダあおば
大和 ㈱ユアテック 人財育成センター
大和 ㈱豊通マシナリー 東北営業所
大和 ㈱大崎防災
大和 ㈱イマキヨ
大和 ㈱ドリームライト
大和 ㈱オガワエコノス 仙台工場
大和 ㈲ビーニクラウス 一級建築デザイン事務所
大和 ㈲明治牛乳 加美宅配センター黒川支店
大和 ㈱タカキタ 南東北営業所
大和 ベクセス㈱ 仙台事業所
大和 （公社）富谷市シルバー人材センター
大和 （公社）大和町シルバー人材センター
大和 （医）清瑞会 吉岡まほろばクリニック
大和 アイユー代行
大和 サンエイ㈱ 東北営業所
大和 黒川地域行政事務組合 富谷消防署
大和 大和リース㈱仙台デポ
大和 （福）永楽会 支援施設 あさいな
大和 大衡共同アスコン企業体



管轄警察暑 事業所名称
大和 （公財）宮城県環境事業公社
大和 ユテクジャパン㈱ 東北営業所
大和 ㈱イッコウ
大和 ㈱ＹＡＭＡＴＯ
大和 ㈱インストアマーケティング 東北ブロック
大和 ㈱おおさと地域振興公社
大和 ㈱ＥＪサービス 宮城事業所
大和 ㈱アマダ盛岡営業所 仙台サービスセンター
大和 ランナー運転代行
大和 介護老人保健施設 富谷の郷
大和 宮城県社会福祉協議会 地域支援センター ぱれっと
大和 ㈲たんがら森
大和 新みやぎ農業協同組合 あさひな灯油配送センター
大和 新みやぎ農業協同組合 あさひなオーガニックプラント
大和 新みやぎ農業協同組合 大和支店
大和 ㈱グリーンデリカ
大和 ㈱カインズ カインズ仙台富谷店
大和 格安定額代行
大和 地域支援センター なごみな
大和 東都技建㈱
大和 東北フィールド建設㈱
大和 ＵＴスリーエム㈱ 宮城事業所
大和 東北サンド㈱
大和 アストモスリテイリング㈱ 東北カンパニー仙北営業所
大和 ルイ代行
大和 中尾金属㈱ 東北支店
大和 ㈱一路
大和 日進機工㈱ 東京支店 営業部 東北営業課
大和 ㈱イグナルファーム
大和 ㈱日本電創エンジニア
大和 ㈱マルミレンタリース （マル代行）
大和 全農物流㈱ 宮城営業所
大和 鍋林㈱ 仙台営業所
大和 ㈱日本テクノシステム 仙台営業所
大和 ㈱ アルテック建設
大和 ㈱デリプランニング
大和 ㈱東洋食品 富谷市学校給食センター
大和 仙台トヨペット㈱ 大和大衡店
大和 三協フロンテア㈱ 仙台センター
大和 ㈱東洋鉄筋
大和 ㈱ワイ・デー・ケー宮城工場
大和 青木あすなろ建設㈱ 宮床ＭＳ作業所
大和 荒井商事㈱
大和 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ大和
大和 ㈱フォーユー・サポート 仙台営業所
大和 木村林業㈱
大和 ㈱ジョイフル
大和 ＣＫＤ㈱ 東北工場
大和 松島チサンカントリークラブ 大郷コース
大和 ㈱キスケフーズ
大和 ㈱金子商店 仙台工場
大和 東洋刃物㈱
大和 丸和産業㈱ 東北事業所
大和 七ツ森ビルド（同）
大和 ㈱アクティオ 大和営業所
大和 松本寝具㈱ 仙台営業所



管轄警察暑 事業所名称
大和 ㈱忠栄 仙台出張所
大和 ワールド開発工業㈱ 仙台営業所
大和 ㈱トミヤ
大和 ㈲ケアオフィス デイサービスけあふる
大和 ㈲読売センター泉東部
大和 （特養）万葉の里
大和 三徳化学工業㈱ 宮城工場
大和 東洋リネンサプライ㈱ 東北事業所
大和 宮城機械㈱
大和 ネッツトヨタ仙台㈱ とみや大和店
大和 （特養）まほろばの里たいわ
大和 ㈲大和カッター工業
大和 ㈲丸富産業
大和 蔵王リース㈱ 大和インター営業所
大和 ㈱三輝 資材センター
大和 ㈲文屋興業
大和 ㈱みずむすびサービスみやぎ 大和浄化センター
大和 ㈱友美装
大和 ㈱エンドー勝土耕産
大和 ㈱冨島建設 宮床ＭＳ作業所
大和 ウォーターワークス仙台㈱ 大和営業所
大和 ㈱ホットスタッフ仙台北
大和 ミナミ金属㈱ リサイクルセンター東北大衡
大和 ㈱エステーケー 宮城支店
大和 ㈱明治宅配センター太白 仙台北支店
大和 大和町役場 上下水道課
大和 ㈱ディムス
大和 ＳＯＭＰＯケア 富谷訪問介護
大和 ㈱ケンセイ
大和 山田車体工業㈱ 仙台工場
大和 ㈱ほくとう 大和営業所
大和 ㈱リセルバー
大和 ㈱コバヤシ 東北工場
大和 ㈱タカリュウー
大和 ㈱アマダウエルドテック 東北営業所
大和 ㈱クリーンライフ
大和 ㈱ヤシデン
大和 ㈱新みやぎサービス あさひな葬祭センター
大和 こども発達センター あかいしの森
大和 （医）俊香会 介護老人保健施設 羽生の丘 オーベルジュ
大和 ㈱三光産業 仙台営業所
石巻 （公社）東松島市シルバー人材センター
石巻 ㈲東邦アクアウエスト
石巻 東北電力ネットワーク㈱ 石巻電力センター（送変電）
石巻 ㈱及川無線
石巻 ヤグチ電子工業㈱ 河南工場
石巻 日本製紙㈱ 石巻工場
石巻 ㈱岩城屋商店
石巻 ㈱石巻第一自動車学校
石巻 協和鉄工㈱
石巻 伊藤商事㈲
石巻 ㈱ＴＫ自動車
石巻 日本郵便㈱ 石巻郵便局
石巻 ㈲石巻環境美化センター
石巻 鳴瀬ガス㈱
石巻 松林商事㈱



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱平成生コンクリート 本社工場
石巻 ㈱武田鉄工所
石巻 いしのまき農業協同組合 河南総合センター
石巻 ㈱菅原自動車整備工場
石巻 宮城県石巻警察署
石巻 宮本水産㈱
石巻 ㈱エステー
石巻 ㈱佐藤建設工業
石巻 ㈱オナガワ
石巻 宮城原子力サービス㈱
石巻 セコム㈱ 石巻支社
石巻 児島産業㈱
石巻 石巻地方広域水道企業団
石巻 ㈱アミックス
石巻 ダスキン日和支店
石巻 ㈲マルヒロ加藤商店
石巻 日本製紙石巻テクノ㈱
石巻 ㈱御前屋
石巻 女川町役場
石巻 ㈱石巻自動車学校
石巻 日本汽力㈱ 石巻事業部
石巻 ㈲佐々木車輌
石巻 ㈱守平商店
石巻 ㈱瀬崎組
石巻 久我建設㈱
石巻 ㈱ラルス
石巻 ㈱トーワ冷蔵
石巻 東松島市役所
石巻 いしのまき農業協同組合 事故相談センター
石巻 石菱コンクリート㈱
石巻 石巻市役所 総務部
石巻 ㈱丸本組
石巻 宮城県東部土木事務所
石巻 カメイ㈱ 宮城支店 石巻営業所
石巻 ㈱七星社
石巻 東北電力ネットワーク㈱ 石巻電力センター
石巻 ㈱石巻青果
石巻 国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
石巻 丸興産業㈱
石巻 ㈱日産サティオ宮城 石巻店
石巻 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 石巻セールスセンター
石巻 ㈱バイタルネット 石巻支店
石巻 国分東北株式会社 仙台支店 石巻営業所
石巻 ㈱宮城電気サービス
石巻 山下設備工業㈱
石巻 ㈱五十嵐商会 石巻営業所
石巻 ㈱エヌエス機器
石巻 マルハニチロ㈱ 新石巻工場
石巻 ㈱ヰセキ東北 宮城支社 石巻営業所
石巻 コマツカスタマーサポート㈱ 東北カンパニー石巻支店
石巻 ㈱ユアテック 石巻営業所
石巻 ㈱聖人堀鐵工所
石巻 ㈱内海建設工業
石巻 清水港飼料㈱ 石巻工場
石巻 ㈱ヤマニシ
石巻 ㈱岡田電気工事



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱石巻精機製作所 日本製紙㈱構内事務所
石巻 ㈱松本鐵工所 石巻事業所
石巻 日本キャタピラー合同会社 石巻営業所
石巻 ㈱ナリサワ
石巻 宮城日産自動車㈱ 石巻店
石巻 民宿 山根
石巻 宮城県漁業協同組合
石巻 ㈱髙松鉄工所 石巻支店
石巻 ㈱協和産業
石巻 東松島市役所 鳴瀬総合支所
石巻 ㈱はぎや
石巻 志賀建設工業㈱
石巻 ㈱ヒルタ
石巻 ㈱鈴木印刷所
石巻 橋本産業㈱ 石巻営業所
石巻 遠藤興業㈱
石巻 民宿 かみの家
石巻 ㈱トベ 石巻営業所
石巻 石巻地区広域行政事務組合 消防本部
石巻 ニイヌマ㈱
石巻 いすゞ自動車東北㈱ 宮城支社 石巻支店
石巻 ㈱ヤマサコウショウ
石巻 石巻合板工業㈱
石巻 ㈱尾形土建
石巻 ㈱マルテック
石巻 割烹民宿 めぐろ
石巻 ㈱木村土建
石巻 ブリヂストンタイヤ ソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部石巻営業所
石巻 ㈱カメヤ
石巻 ㈱ヒラマ
石巻 ㈱角張工務店
石巻 海陸サービス㈱
石巻 重吉興業㈱
石巻 北上興業㈱
石巻 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ石巻
石巻 ㈲大成重機
石巻 石巻ヤクルト販売㈱
石巻 ㈱デジタルプレイス
石巻 ㈱遠藤商会
石巻 東北アルフレッサ㈱ 石巻支店
石巻 大興水産㈱
石巻 学校法人丁子学園 鳴瀬幼稚園
石巻 ㈱宮城県学校用品協会 石巻支所
石巻 ㈱女川観光ホテル
石巻 ㈱ウェルファムフーズ 宮城事業所
石巻 佐藤水産㈱
石巻 協業組合 丸協
石巻 （福）石巻市社会福祉協議会 本所
石巻 タンノ冷機工業㈱
石巻 ㈱あさひ財務経営
石巻 石巻カトリック幼稚園
石巻 本田水産㈱
石巻 ㈱山根漁業部
石巻 ㈱ワークス
石巻 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 石巻オフィス
石巻 丸信水産㈱



管轄警察暑 事業所名称
石巻 田中建設㈱
石巻 （学）亀山学園
石巻 のびる幼稚園
石巻 ㈱鈴勇商店
石巻 ㈱ダイキ工業
石巻 ㈱セキリョウ
石巻 ㈱マルタツ熊谷建設
石巻 ㈱ＳＴＩミヤギ
石巻 ㈱堀内建設
石巻 石巻市漁業協同組合
石巻 東松島消防署
石巻 石巻地区広域行政事務組合 女川消防署
石巻 東日本自動車㈱
石巻 共栄設備㈱
石巻 ㈱大川屋 本店
石巻 石巻カイハツ生コンクリート㈱
石巻 同心興業㈱
石巻 ㈱三政商店
石巻 石巻市役所 牡鹿総合支所
石巻 津田海運㈱
石巻 東北電力㈱ 女川原子力発電所
石巻 石巻パーツ㈱
石巻 ㈱菅原組
石巻 ㈱協和 石巻営業所
石巻 齋藤建設㈱
石巻 パセオ・ドライビングカレッジ
石巻 太協物産㈱ 長浜事業所
石巻 ㈱高康建設
石巻 三交工業㈱
石巻 鹿島道路㈱ 仙台営業所 石巻出張所
石巻 桜井建設工業㈱
石巻 二ツ山建設㈱
石巻 高橋土建㈱
石巻 宮城ヤンマー㈱
石巻 大幸工業㈱
石巻 ㈱めだか
石巻 仙台トヨペット㈱ 石巻店
石巻 ＵＤトラックス㈱ 石巻カスタマーセンター
石巻 カガク興商㈱
石巻 宮城県東部地方振興事務所
石巻 ㈱北上重工
石巻 綜合警備保障㈱ 宮城支社 石巻支店
石巻 同和警備㈱ 石巻営業所
石巻 丸運佐々木自動車㈱
石巻 若生工業㈱
石巻 東北労働金庫 石巻支店
石巻 いしのまき農業協同組合 本店
石巻 ㈱佐藤工業所
石巻 ㈱齋武商店
石巻 ㈱中塩物産生コンクリート事業所
石巻 ㈲島金商店
石巻 トヨタモビリティパーツ㈱ 宮城支社 石巻営業所
石巻 ㈱大河原光学
石巻 ㈱エスエスケー 石巻支店
石巻 高田建設工業㈱
石巻 ㈱スイシン



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ネッツトヨタ仙台㈱ 石巻店
石巻 宮城三菱自動車販売㈱ 石巻店
石巻 知的障害者更生施設 第二共生園
石巻 （学）渡波学園 長浜幼稚園
石巻 ㈱荒川七衛商店
石巻 東北発電工業㈱ 女川支社
石巻 ホテル ニューさか井
石巻 ㈱山大
石巻 河南生コンクリート㈱
石巻 石巻地区広域行政事務組合 石巻消防署
石巻 ㈱吉田潜建
石巻 古野電気株式会社石巻営業所
石巻 大正建設㈱
石巻 南光運輸㈱ 自動車整備工場
石巻 協業組合 石巻浄化槽管理センター
石巻 （一財）東北電気保安協会 石巻事業所
石巻 矢本重機興業㈱
石巻 ㈱丸ほ保原商店
石巻 ㈲誠和重機
石巻 宮城ノーミ㈱ 石巻本社
石巻 ㈱石巻精機製作所
石巻 同和興業㈱ 石巻営業所
石巻 ㈱橋本道路
石巻 （学）石輝学園 矢本はなぶさ幼稚園
石巻 ㈱松弘堂
石巻 いしのまき農業協同組合 東松島総合センター （鳴瀬）
石巻 ㈱スズケン 石巻支店
石巻 ㈱シービーエス 女川事業所
石巻 ㈱東和神栄社
石巻 丸五商事㈱
石巻 東陽石油㈱
石巻 南光運輸㈱ 港運部
石巻 南光運輸㈱ 緑化土木営業所
石巻 南光運輸㈱ 石巻事業所
石巻 みやぎ生活協同組合 共同購入運営部石巻センター
石巻 ㈱アベキ 石巻営業所
石巻 ぱんぷきん㈱ ヘルスケアショップ ぱんぷきん倶楽部
石巻 ㈲聖花園
石巻 石巻エヌピーサポート㈱
石巻 幸勝水産㈱
石巻 イワタニセントラル東北㈱ 石巻営業所
石巻 ㈱丸一建設
石巻 ㈱阿部長商店 渡冷
石巻 熊谷建業㈱
石巻 石巻地区森林組合
石巻 マルタカ興業㈱
石巻 東日本機工㈱
石巻 中島産業㈱
石巻 広伸建設㈱
石巻 ㈱岡崎電気 石巻営業所
石巻 ㈱高德海産
石巻 ㈲クリーニングふらんせ
石巻 （学）桂林学園 穀町幼稚園
石巻 ㈲庄司工具店
石巻 渡辺パイプ㈱ 石巻住設サービスセンター
石巻 宮城県東部県税事務所



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ヤマサ正栄水産㈱
石巻 ㈱トウブ石巻
石巻 ㈱白寿殿 石巻支店
石巻 ㈱ホンダカーズ宮城北 石巻大街道店
石巻 南光クリーンセンター㈱
石巻 日本郵便㈱ 渡波郵便局
石巻 ㈱丸平かつおぶし
石巻 ㈱向陽設備
石巻 北上電設工業㈱
石巻 ㈱マルカ産業
石巻 ㈱晃和工業
石巻 富士生コンクリート㈱
石巻 北上重工業㈱
石巻 ㈱ＮＯＭＣＯ＆ＣＯ．
石巻 ㈱宝栄建設
石巻 ㈲矢本清掃興業
石巻 ㈱川口工業
石巻 ㈲真籠建材
石巻 ㈲スダ石油
石巻 ㈱フレッシュ・フーズ
石巻 ㈱志摩電機
石巻 牡鹿設備工業所
石巻 ㈱宮城プラントサービス
石巻 ㈲稲井清掃興業
石巻 ㈱湊クレーン工業
石巻 宮城スバル自動車㈱ 石巻店
石巻 ㈱阿部製缶鉄工
石巻 ㈱カツマタ
石巻 女川魚市場買受人協同組合
石巻 ㈲鳴瀬衛生興業
石巻 ㈲矢本第一衛生
石巻 ㈲丸道タイヤ商会
石巻 協業組合 石巻廃棄物処理センター
石巻 協立塗料㈱
石巻 東京海上日動火災保険㈱ 仙台支店 石巻支社
石巻 目黒オート㈱
石巻 マルサ重興業㈲
石巻 宮城配電工事㈱ 石巻営業所
石巻 東建コーポレーション㈱ 石巻店
石巻 東邦薬品㈱ 宮城営業部 石巻営業所
石巻 日本製紙ユニテック㈱ 宮城事業所
石巻 ㈲泉澤水産
石巻 ㈱一ツ山産業
石巻 石巻市役所 河南総合支所
石巻 東北緑化環境保全㈱ 女川支社
石巻 石巻赤十字病院
石巻 ㈱北音
石巻 ㈱北文社 石巻営業所
石巻 （特養）第二和香園
石巻 （医）仁明会 齋藤病院
石巻 ㈱菅原重機
石巻 ㈱スガワラ
石巻 石巻税務署
石巻 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城カンパニー 石巻営業所
石巻 ㈱カネサイ齋藤建材
石巻 （学）専修大学 石巻専修大学



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱センショウ・テック
石巻 東北送配電サービス㈱ 石巻営業所
石巻 三井住友海上火災保険㈱ 仙台支店 石巻支社
石巻 鳴瀬運転代行
石巻 Ｂーグル運転代行サービス
石巻 東北運転代行サービス
石巻 ㈱七十七銀行 石巻支店兼穀町支店
石巻 ゆき運転代行
石巻 ＳＳ運転代行
石巻 （福）つつじ会
石巻 ㈱向陽
石巻 宏和機工㈱
石巻 （福）東松島市社会福祉協議会
石巻 ㈱アトックス 女川事業所
石巻 （福）一視同仁会
石巻 （医）健育会 石巻健育会病院
石巻 （福）石巻祥心会 障害者支援施設 ひたかみ園
石巻 （福）石巻祥心会 第二ひたかみ園
石巻 （福）石巻祥心会 サンネットなごみ
石巻 （医）医徳会 介護老人保健施設 さつき苑
石巻 ㈱ピー・エム設備企画
石巻 ㈱レンタルのニッケン 石巻営業所
石巻 いしのまき農業協同組合 東松島総合センター
石巻 （福）矢本愛育会 障害者日中活動支援施設 ぎんの星
石巻 石巻ガス㈱
石巻 コマツカスタマーサポート㈱ 東北カンパニー建機レンタル営業部 石巻支店
石巻 （福）和仁福祉会 特別養護老人ホーム 涼風園
石巻 ㈱石巻給水設備
石巻 （医）健育会 ひまわりデイサービスセンタ－
石巻 ㈱ガス＆ライフ
石巻 ぱんぷきん㈱ ぱんぷきん介護センター 大街道ステーション
石巻 （一社）石巻市医師会
石巻 （福）矢本愛育会 障害者日中活動支援施設 共生園
石巻 日本郵便㈱ 矢本郵便局
石巻 日本郵便㈱ 女川郵便局
石巻 出光リテール販売㈱ 東北カンパニー 石巻営業所
石巻 ㈱ＡＮＴ
石巻 ㈱ＴＴＫ ＮＴＴ事業本部 宮城支店 石巻営業所
石巻 ㈱東部環境
石巻 （医）杏林会 介護老人保健施設 リハビリパーク花もよう
石巻 ダンロップタイヤ東北㈱ 石巻営業所
石巻 豊和建設㈱
石巻 セイカダイヤエンジン㈱ 東日本ユニット 石巻営業所
石巻 ㈱アイ・ケー・エス
石巻 レンタルシステム㈱ 東日本事業本部 石巻営業所
石巻 運転代行フレンズ
石巻 宮城送迎運転代行
石巻 東芝プラントシステム㈱ 女川原子力発電所定検作業所
石巻 ホシザキ東北㈱ 石巻営業所
石巻 セントケア宮城㈱ 石巻矢本営業所
石巻 ㈱東部葬祭
石巻 夜桜運転代行
石巻 宮城県東部保健福祉事務所
石巻 （医）健育会 ひまわり訪問看護ステーション 矢本サテライト事業所
石巻 （福）旭壽会 特別養護老人ホーム一心苑
石巻 （公社）石巻市シルバー人材センター



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱ビバホーム ビバホーム石巻店
石巻 未来環境㈱
石巻 （福）永楽会 特別養護老人ホーム おながわ
石巻 佐々木商工㈱ 石巻営業所
石巻 日立建機日本㈱ 石巻営業所
石巻 山田水産㈱ 石巻事業所
石巻 ㈱鈴木漁業
石巻 ㈲やわらぎ介護センター
石巻 ㈱オイタミート
石巻 ㈲太陽介護サービス
石巻 いしのまき農業協同組合 葬祭課 赤井支店
石巻 ㈲晴
石巻 ㈱イースト
石巻 青い鳥
石巻 特別養護老人ホーム和香園
石巻 ㈲山神組
石巻 新日本空調㈱ 原子力事業部 女川出張所
石巻 ㈱渡辺採種場 石巻店
石巻 クール運転代行
石巻 （医）啓仁会 訪問看護ステーション ふかや
石巻 石巻市役所 建設部
石巻 石巻市役所 産業部
石巻 石巻市役所 教育委員会
石巻 石巻市役所 病院局
石巻 ㈱ツクイ ツクイ石巻大街道
石巻 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター石巻
石巻 東芝電材マーケティング㈱ 東日本営業統括部宮城支店石巻営業所
石巻 カイリク㈱ 石巻本店
石巻 ㈱ミツウロコヴェッセル 東北南東北支店 石巻店
石巻 青葉運転代行
石巻 みやぎ生活協同組合 蛇田店
石巻 ㈱アーネストワン 石巻営業所
石巻 日本年金機構 石巻年金事務所
石巻 三菱農機販売㈱ 石巻河南営業所
石巻 三ツ島工業㈱
石巻 セントケア宮城㈱ セントケア石巻あけぼの
石巻 ㈱マルイチ マルイチ福祉用品機器センター
石巻 日本郵便㈱ 石巻郵便局 大原浜集配分室
石巻 日本郵便㈱ 鳴瀬郵便局
石巻 ㈱光永電設
石巻 ㈲門脇電気工事
石巻 （医）仁明会 介護老人保健施設 第二恵仁ホーム
石巻 ＡＬＳＯＫ宮城㈱ 女川支社
石巻 スポーツアカデミー㈱ スポーツアカデミー石巻
石巻 ㈱レンタルのニッケン 石巻工業港営業所
石巻 スリーテック㈱
石巻 石巻広域管工事業協同組合
石巻 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱ 宮城事業所
石巻 社会福祉法人 石巻祥心会 ワークスつばさ
石巻 ㈲キムラ鉄工所
石巻 アリス運転代行
石巻 （医）仁明会 地域支援事業部
石巻 （医）仁明会 恵仁デイサービスセンターみなと
石巻 （医）仁明会 訪問看護ステーション青葉
石巻 （医）仁明会 恵仁デイサービスセンターやもと
石巻 （医）仁明会 恵仁デイサービスセンター築山



管轄警察暑 事業所名称
石巻 日本紙通商㈱ 宮城営業所
石巻 ㈱北上の郷
石巻 （医）啓仁会 石巻ロイヤル病院
石巻 ＮＰＯ法人 移動支援 Ｒｅｒａ
石巻 ㈱ＮＯＭＣＯ＆ＣＯ．メモリアルホール菩提樹 石巻
石巻 ㈱ＮＯＭＣＯ＆ＣＯ．メモリアルホール菩提樹 渡波
石巻 ㈱ＮＯＭＣＯ＆ＣＯ．メモリアルホール菩提樹 矢本
石巻 ㈱七星社 魚町営業所
石巻 ㈲しらさぎ苑
石巻 東北七県配電工事㈱ 石巻営業所
石巻 東亜環境サービス㈱ 石巻支店
石巻 髙橋建工
石巻 （福）旭壽会 特別養護老人ホームおしか清心苑
石巻 ㈱櫻工房
石巻 宮城県警察高速道路交通警察隊石巻分駐隊
石巻 （福）石巻祥心会 障害福祉サービス事業所 かなん
石巻 雁部建設㈱
石巻 女川原子力発電所構内土木工事事務所
石巻 養護老人ホーム 万生園
石巻 ㈱北興建設 女川原発作業所
石巻 ㈱高橋農産
石巻 ㈱アクティオ 石巻営業所
石巻 ㈱花坂ハウス工業
石巻 ㈱カルヤード
石巻 （医）健育会 介護老人保健施設 しおん
石巻 いしのまき農業協同組合 農機課
石巻 宮城県水産技術総合センター
石巻 宮城県東部児童相談所
石巻 （福）石巻市社会福祉協議会 石巻市社協みどり園
石巻 ㈱高松鉄工所
石巻 宮城県東部下水道事務所
石巻 ㈲ガイアプラン
石巻 鹿島建設㈱東北支店 女川原子力発電所土木工事事務所
石巻 鹿島建設㈱東北支店 女川原子力発電所 構内建築工事事務所
石巻 オーシャン運転代行
石巻 清水・奥村石巻市復興整備事業 半島部防災集団移転促進事業等共同企業体
石巻 ㈱ＩＣＴフィールドサポート 石巻サービス課
石巻 ㈲しんたな
石巻 ㈲髙橋設備
石巻 ㈱レント 石巻営業所
石巻 （福）石巻祥心会 小国の郷
石巻 石巻市社協デイサービスセンター 福寿荘
石巻 カマクラ代行
石巻 ㈱コアシステム
石巻 ㈲日和建設工業
石巻 （医）医徳会 真壁病院
石巻 ㈱ＥＴＳホールディングス 東北送電事業本部 石巻営業所
石巻 （福）矢本愛育会 障害児デイケアセンター こどもの広場
石巻 ㈱ＴＴＫエンジ宮城 石巻設備サービスセンタ
石巻 村上建設工業㈱ 石巻営業所
石巻 ㈱東北マツダ 石巻店
石巻 トヨタエルアンドエフ宮城㈱ 石巻営業所
石巻 合同会社 ミツワ
石巻 セナテックス㈲
石巻 リコージャパン㈱ 石巻営業所
石巻 東北エレクトロ通信㈱ 営業サービスセンター



管轄警察暑 事業所名称
石巻 若築建設㈱ 石巻営業所
石巻 いしのまき農業協同組合 蛇田支店
石巻 いしのまき農業協同組合 稲井支店
石巻 いしのまき農業協同組合 園芸課
石巻 （福）石巻市社会福祉協議会 生活支援課
石巻 ロジスネクスト東北㈱ 石巻工業港支店
石巻 昭和瀝青工業㈱ 東北営業所
石巻 ㈱向陽アドバンス
石巻 前田建設工業㈱ 東北支店 女川原子力作業所
石巻 宮城県松島自然の家
石巻 ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 石巻営業所
石巻 ひまわり運転代行
石巻 石巻地区広域行政事務組合 石巻東消防署
石巻 ㈱ＵＫ 石巻支社
石巻 ㈱トークス石巻警備センター
石巻 ㈲めがね補聴器のセガワ
石巻 青木あすなろ建設㈱ 南北上運河作業所
石巻 翼運転代行
石巻 ㈱ＨＯＫＵＢＵ 石巻営業所
石巻 （公社）地域医療振興協会 女川町地域医療センター
石巻 （福）夢みの里 多機能型事業所 桜・さくら
石巻 （福）夢みの里 共生型福祉施設 はぴねすプラザ
石巻 （福）夢みの里 トータルサポートセンター みんなの夢広場
石巻 ロジスネクスト東北㈱ 石巻支店
石巻 ㈲東北エンジニア
石巻 ㈱パルコホーム宮城 石巻支店
石巻 ㈱アーズシステム
石巻 ミライフ東日本㈱ 石巻店
石巻 ㈱マル幸商事
石巻 東北電力㈱ 女川原子力発電所 地域総合事務所
石巻 岡野バルブ製造㈱ 東北事業所
石巻 運転代行葉山
石巻 宮城県住宅供給公社 東部支社
石巻 ㈱仙台銘板 石巻営業所
石巻 宮城製粉㈱
石巻 メモリアルホール菩提樹 蛇田
石巻 ＺＥＲＯ運転代行
石巻 ㈲うしちゃんファーム
石巻 ㈱ヴィアンドコーポレーション
石巻 ㈱カナモト 石巻営業所
石巻 ダスキンヘルスレント石巻ステーション
石巻 ㈱クリーン北上本社
石巻 サカモトタイヤ トラックバスセンター
石巻 国土交通省 東北地方整備局 南三陸沿岸国道事務所 三陸道維持出張所
石巻 ウツエバルブサービス㈱ 女川事業所
石巻 わかば運転代行
石巻 東北電力㈱ 石巻営業所
石巻 ㈱グリーンシェルター 石巻支店
石巻 飛島・東亜・日本製紙石巻テクノ特定建設共同企業体 ＪＳ石巻港排水ポンプ場作業所
石巻 ㈱丸雄組
石巻 ㈱吉藤工業
石巻 天龍木材㈱石巻支店
石巻 ㈲電工センター
石巻 （医）啓仁会 居宅介護支援事業所 ふかや
石巻 幸満つる郷 ＫＤＤＩエボルバ 野蒜
石巻 三菱ふそうトラック・バス㈱ 東北ふそう石巻支店



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱明治の牛乳屋さん 石巻
石巻 ㈱エルタストウホク石巻サービスセンター
石巻 ㈱伊藤製鐵所 石巻工場
石巻 さくら運転代行
石巻 運転代行エム
石巻 岡田電気産業㈱ 石巻営業所
石巻 ㈲サンリク
石巻 津田建設㈱
石巻 アエラホーム㈱ 石巻店
石巻 ㈱小泉東北 石巻営業所
石巻 ㈱ミヤケン
石巻 カガク興商㈱ 配送センター
石巻 石巻埠頭サイロ㈱
石巻 （医）啓仁会 通所介護事業所 立町ロイヤルリハビリセンター
石巻 ㈱海洋建設
石巻 ㈱七十七銀行 渡波支店
石巻 鴻池組・あおみ建設・丸本組特定建設共同企業体
石巻 日本水道管路㈱ 東北支店
石巻 ㈱エネサンス東北 石巻支店
石巻 新・運転代行
石巻 ㈱大橋鉄工所
石巻 ＭＳ南東北㈱石巻支店
石巻 ＳＫ運転代行
石巻 三井住友建設㈱ 石巻ひばり野バイオマス発電ＰＪ
石巻 全農東北エネルギー㈱ クミアイプロパン いしのまき販売所
石巻 東北ミサワホーム㈱ 石巻事務所
石巻 ㈲清水電機工業
石巻 ㈱ＩＨＩプラント女川定検工事事務所
石巻 ㈱ゴトウ建設工業
石巻 ㈱ＰＲＯＴＥＣ
石巻 ひかり運転代行
石巻 美和電気工業㈱ 石巻営業所
石巻 不動沢シールド・ポンプ作業所
石巻 石巻建設㈱
石巻 ㈱イグナルファーム
石巻 ㈱桧家住宅 石巻西展示場
石巻 ㈲広建
石巻 ㈱鮮冷
石巻 石巻市一般廃棄物最終処分場埋立地建設工事 鹿島・遠藤興業特定建設工事事務所
石巻 （医）仁泉会 デイサービスわたのは
石巻 前田・大日本土木・若生特定建設共同企業体 石巻シールド作業所
石巻 Ｅｃｏリサイクル松並工場
石巻 ㈱東京海上日動パートナーズ東北 宮城支店 石巻支社
石巻 ㈲髙橋石油
石巻 ㈱永岡ウエル工業所
石巻 東松島市学校給食センター
石巻 ワイデーエス㈱
石巻 日産部品宮城販売㈱ 石巻店
石巻 日本下水道事業団東北総合事務所石巻分室
石巻 ㈱アルト
石巻 ㈱和建設
石巻 三宝化成工業㈱ 東北支店
石巻 ㈱アーステック
石巻 アースサポート石巻
石巻 宮城日野自動車㈱ 石巻営業所
石巻 ㈱今弘商店 宮城支店



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱ガイア工業
石巻 ㈲前田衛生興業
石巻 ㈲暁星工業
石巻 ㈱相 輝
石巻 深堀建材㈱
石巻 住友建機販売㈱ 石巻営業所
石巻 石巻ひばり野バイオマス発電プロジェクト 日揮現場事務所
石巻 ㈲ゼプロス警備保障
石巻 ㈱ＭＫコーポレーション
石巻 丸岩建設㈱
石巻 運転代行ＫＩＮＧ
石巻 ㈱友善商事 石巻営業所
石巻 ㈱あべのマテリアルズ
石巻 和田電気工事㈱ 女川支店
石巻 ㈱丸善リース
石巻 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターあゆみ野
石巻 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターわたのは
石巻 ㈱グリーンクロス 石巻支社
石巻 セントケア宮城㈱ 石巻東営業所
石巻 ㈱菊地モータース
石巻 ㈱久保田工業所 女川作業所
石巻 ㈱Ｋｃｏｍｐａｎｙ
石巻 ㈱水沢種苗店
石巻 Ｙ・Ｋ電気工業㈱
石巻 セントケア宮城㈱ 石巻中央営業所
石巻 ㈱チダシン
石巻 岡田工機㈱
石巻 ㈱オーテック
石巻 セントケア宮城㈱ セントケア看護小規模石巻丸井戸
石巻 佐藤・橋本・遠藤特定建設共同企業体
石巻 大阪砕石エンジニアリング㈱ 女川作業所
石巻 丸磯建設㈱ 女川原発 ＷＳ関連工事事務所
石巻 ㈱アイ・ケー・エス 流域管理事務所
石巻 三和工業㈱
石巻 ㈱今野工務店
石巻 （一社）東松島みらいとし機構
石巻 菱中建設㈱ 石巻支店
石巻 ㈲協秀鉄工
石巻 大幸工業㈱ 機工部
石巻 石巻建商㈱
石巻 東北電子工業㈱ 北村管理棟
石巻 ㈱日立プラントコンストラクション
石巻 介護老人保健施設 長山
石巻 ㈱津田工業所
石巻 国土開発工業㈱ 給分浜作業所
石巻 ㈲信栄工業
石巻 ㈱宝栄建設 重吉営業所
石巻 あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱ 石巻支店
石巻 祐訪問看護ステーション石巻
石巻 宮城県漁業協同組合 表浜支所
石巻 （福）石巻市社会福祉協議会 河南支所
石巻 ㈱石巻アパラタス
石巻 ㈱かんぽ生命保険仙台支店 石巻郵便局かんぽサービス部
石巻 （一社）日本貨物検数協会 東京支部 東北事務所 石巻現業所
石巻 （福）矢本愛育会 特別養護老人ホーム 矢本華の園
石巻 （福）矢本愛育会 矢本華の園デイサービスセンター



管轄警察暑 事業所名称
石巻 ㈱佐藤土木測量設計事務所
石巻 ㈲アイ・クリーン・スタッフス
石巻 朝日生命保険相互会社 石巻中央営業所
石巻 ㈲良 信
石巻 （福）石巻祥心会 共同援助事業所 十夢
石巻 ㈱協和部品 石巻営業所
石巻 （福）矢本愛育会 東まつしま地域生活支援センター カノン
石巻 東松島市中部地域包括支援センター
石巻 （医）医徳会 ケアプランセンターさつき
石巻 河北新報社 石巻総局
石巻 ㈲東松島ケアサポート
石巻 みちのくコンサルタント㈱ 石巻支店
石巻 四Ｅ・東発特定工事共同企業体
石巻 ㈱ホームエネルギー東北 石巻センター
石巻 ㈱テレホンシステム
石巻 ㈱大地
石巻 （福）ことぶき会
石巻 石巻市役所 復興企画部
石巻 石巻市役所 市民生活部
石巻 石巻市役所 保健福祉部
石巻 トーホー工業㈱ 石巻営業所
石巻 大豊・森本・宝永特定建設共同企業体 赤堀調整池作業所
石巻 ㈱千葉園芸 東松島店
石巻 森田電機産業㈱ 石巻営業所
石巻 明治安田生命保険相互会社 仙台支社 石巻営業所
石巻 ㈱佐藤電設工業
石巻 三洋薬品ＨＢＣ㈱ 石巻営業所
石巻 ㈱宮城ヤンマー商会 石巻支店
石巻 ㈲大平工業
石巻 ＮＰＯ法人のんびーりすみちゃんの家
石巻 ぱんぷきん㈱ 小規模多機能施設コミュニティケアプラザぱんぷきん
石巻 ぱんぷきん㈱ ぱんぷきん介護センター 東松島ステーション
石巻 ぱんぷきん㈱ ぱんぷきん介護センター デイサービスセンターさくら
石巻 ぱんぷきん㈱ 小規模多機能施設コミュニティケアプラザぱんぷきん矢本
石巻 ぱんぷきん㈱ ぱんぷきん介護センター 大橋ステーション
石巻 ㈲ピー・エイチ・エス ぱんぷきん介護センター ウェルキャブステーション
石巻 ㈱石恒商事
石巻 佐藤工業㈱
石巻 ㈲タカトシ
石巻 ㈲森山自動車
石巻 ㈲モリキョウ商会
石巻 ㈱堀尾製作所
石巻 東京エネシス・東北発電工業 特定工事共同企業体事務所
石巻 ＹＡＣ税理士法人 開北事務所
石巻 ＹＡＣ税理士法人 石巻事務所
石巻 （福）夢みの里 ゆにばーさるプラザ
石巻 マリンハイドロテック㈱ 石巻サービスセンター
石巻 ㈱アグリ・パレット
石巻 東急・瀬崎特定建設共同企業体 石巻市渡波排水ポンプ場復興建設ＪＶ
石巻 ㈲千田商店 本社工場
石巻 渡辺パイプ㈱ 石巻サービスセンター
石巻 ㈲三揚鉄工所
石巻 クラシタス㈱ 石巻支店
石巻 航空自衛隊松島基地 第４航空団基地業務群施設隊
石巻 航空自衛隊松島基地 第４航空団基地業務群管理隊
石巻 航空自衛隊松島基地 第４航空団整備補給群補給隊



管轄警察暑 事業所名称
石巻 航空自衛隊松島基地 第４航空団基地業務群第４基地防空隊

気仙沼 宮城県気仙沼警察署
気仙沼 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 気仙沼消防署
気仙沼 気仙沼市役所 本吉総合支所
気仙沼 日本郵便㈱ 気仙沼郵便局
気仙沼 気仙沼市役所 唐桑総合支所
気仙沼 ㈱気仙沼中央自動車学校
気仙沼 臼福商事㈱ 鋼材・建設資材部
気仙沼 カメイ㈱ 気仙沼支店
気仙沼 ㈱千葉誠
気仙沼 ㈱コマツ
気仙沼 ㈱中華高橋水産
気仙沼 ㈱バイタルネット 気仙沼支店
気仙沼 ㈱藤喜商店
気仙沼 津谷林産建設㈱
気仙沼 三冷電機工業㈱
気仙沼 東京海上日動火災保険㈱ 気仙沼支社
気仙沼 ＮＸ商事㈱ 仙台支店 気仙沼サービスステーション
気仙沼 気仙沼ほてい㈱
気仙沼 ㈱熊剛組
気仙沼 ㈲熊谷建材
気仙沼 ㈱藤田鉄工所
気仙沼 茂木建設㈱
気仙沼 ㈱気仙沼商会
気仙沼 アサヤ㈱
気仙沼 気仙沼漁業協同組合 気仙沼魚市場
気仙沼 ㈱小野良組
気仙沼 気仙沼市役所
気仙沼 東北電力ネットワーク㈱ 気仙沼電力センター
気仙沼 ㈱澤井製作所
気仙沼 ㈱高速 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱ユアテック 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱三陸新報社
気仙沼 ㈲熊谷商店
気仙沼 ㈱岡本製氷冷凍工場
気仙沼 ㈱ヤヨイサンフーズ 気仙沼工場
気仙沼 宮城県気仙沼土木事務所
気仙沼 気仙沼小野田レミコン㈱
気仙沼 気仙沼酸素㈱
気仙沼 気仙沼清掃事業協業組合
気仙沼 ㈱クマケー建設
気仙沼 東邦薬品㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 新みやぎ農業協同組合 気仙沼支店
気仙沼 ㈱小山平八商店
気仙沼 ㈱内海石油
気仙沼 ㈲気仙沼モータース
気仙沼 ㈱阿部長商店 気仙沼食品
気仙沼 ㈱村上工業
気仙沼 ㈱高橋住研
気仙沼 ㈱富士薬品 気仙沼営業所
気仙沼 スガノ興産㈱
気仙沼 気仙沼市ガス水道部
気仙沼 宮城県気仙沼保健福祉事務所
気仙沼 気仙沼市立病院
気仙沼 ㈲まるきた商店
気仙沼 ㈱足利本店 港町工場



管轄警察暑 事業所名称
気仙沼 ㈱アベキ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱坂口組
気仙沼 ㈲佐々木設備工業
気仙沼 ㈱菅運
気仙沼 臼福商事㈱
気仙沼 協同水産㈱
気仙沼 ㈱舟屋
気仙沼 ㈲板垣工務店
気仙沼 トヨタカローラ宮城㈱ 気仙沼店
気仙沼 （医）移川哲仁会 三峰病院
気仙沼 ㈱阿部長商店 気仙沼プラザホテル
気仙沼 気仙沼市ガス上下水道部 ガス課
気仙沼 ㈲アインスくりこ
気仙沼 アーバン㈱ ゲストハウスアーバン
気仙沼 ㈱超冷
気仙沼 宮城三菱自動車販売㈱ 気仙沼店
気仙沼 ㈱かわむら
気仙沼 ㈱丸沖建設
気仙沼 サントリービバレッジサービス㈱ 東北営業本部 気仙沼支店
気仙沼 ㈱大島建設
気仙沼 ㈱小野寺鐵工所
気仙沼 宮城県気仙沼県税事務所
気仙沼 小野寺工業㈱
気仙沼 気仙沼税務署
気仙沼 気仙沼市森林組合
気仙沼 （学）東北カトリック学園 気仙沼カトリック幼稚園
気仙沼 ㈲やまじゅう産業
気仙沼 ㈱阿部長商店 サンマリン気仙沼ホテル観洋
気仙沼 ㈱丸和 ガス石油部
気仙沼 ㈱カネカシーフーズ
気仙沼 ㈲海洋館 はまなす海洋館
気仙沼 ㈱八葉水産
気仙沼 宮城トヨタ自動車㈱ 気仙沼店
気仙沼 （学）愛耕学園 愛耕幼稚園
気仙沼 気仙沼マツダ販売㈱
気仙沼 ㈱ハマナス
気仙沼 前田道路㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱みちのく建設工業
気仙沼 ㈱小野万
気仙沼 ㈱トベ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱二印 大島水産
気仙沼 熊谷商事㈱
気仙沼 気仙沼鈑金㈱
気仙沼 ㈲熊谷ポンプ商会
気仙沼 ㈱丸本建設
気仙沼 気仙沼信用金庫
気仙沼 やましち建設㈱
気仙沼 ㈲丸畠水産
気仙沼 マルタク㈱
気仙沼 ㈱ヤマサカ
気仙沼 ㈱郷古紙店
気仙沼 白石電気工事㈱
気仙沼 ㈱男山本店
気仙沼 北部生コンクリート㈱
気仙沼 （学）東陵学園



管轄警察暑 事業所名称
気仙沼 大船渡ヤクルト販売㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 住研工業㈱
気仙沼 熊谷電気㈱
気仙沼 宮城県気仙沼地方振興事務所
気仙沼 ㈱アカマ店装
気仙沼 ㈲西城工業
気仙沼 （福）洗心会 高松園
気仙沼 ㈱四戸
気仙沼 新みやぎ農業協同組合 本吉支店
気仙沼 小林鉄筋工業㈱
気仙沼 萱場設備㈱
気仙沼 東洋設備㈱
気仙沼 ㈱萩野谷塗装店
気仙沼 地方卸売市場㈱ 流通市場
気仙沼 宮城県漁業協同組合 唐桑支所
気仙沼 ㈲ムサシヤ
気仙沼 ㈱あさの ダスキンあさの気仙沼店
気仙沼 ㈱小松工業
気仙沼 （一財）東北電気保安協会 気仙沼事業所
気仙沼 ㈱東新技建
気仙沼 ㈱ライフクリーンセンター気仙沼
気仙沼 アサヒ冷熱㈱
気仙沼 朝日産業㈱
気仙沼 宮城スバル自動車㈱ 気仙沼店
気仙沼 宮城県漁業協同組合 気仙沼総合支所
気仙沼 ㈱千葉一商事
気仙沼 東北送配電サービス㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱カイハツ生コン 気仙沼工場
気仙沼 ㈱協和 気仙沼営業所
気仙沼 アーバン㈱ アーバンメモリアルホール気仙沼
気仙沼 ㈲佐藤重機興業
気仙沼 ㈲根口商店
気仙沼 （福）洗心会 第二高松園
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会 本吉支所
気仙沼 （福）洗心会 夢の森
気仙沼 コマツカスタマーサポート㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 （福）キングス・ガーデン宮城 南三陸キングス・ガーデン
気仙沼 ㈱カネダイ 本社
気仙沼 （医）社団晃和会 リンデンバウムの杜
気仙沼 みやぎ生活協同組合 共同購入運営部 気仙沼センター
気仙沼 （特養）恵潮苑
気仙沼 永光トーヨー住器㈱
気仙沼 ㈱七十七銀行 気仙沼支店
気仙沼 （医）渓仁会 おおしまハーティケアセンター
気仙沼 気仙沼市クリーン・ヒル・センター
気仙沼 気仙沼市 市民健康管理センター
気仙沼 気仙沼市役所 土木課 牧沢分室
気仙沼 （福）春圃苑
気仙沼 東北労働金庫 気仙沼支店
気仙沼 ㈲千葉工務店
気仙沼 日本郵便㈱ 津谷郵便局
気仙沼 仙台河川国道事務所 気仙沼国道維持出張所
気仙沼 三陸印刷㈱
気仙沼 ホームエネルギー東北気仙沼センター
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会 生きがい活動支援通所事業 いきいき「福寿草」
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会 知的障害者通所授産所 松峰園



管轄警察暑 事業所名称
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会 唐桑支所
気仙沼 ㈲北栄電設
気仙沼 ㈱サンベンディング気仙沼
気仙沼 気仙沼ケーブルネットワーク㈱
気仙沼 （福）洗心会 ワークショップひまわり
気仙沼 ㈲鈴竹商店
気仙沼 松林商事㈱
気仙沼 宮城県本吉響高等学校
気仙沼 トヨタモビリティパーツ㈱ 宮城支社 気仙沼営業所
気仙沼 ブリヂストンタイヤ ソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部 気仙沼営業所
気仙沼 トマト運転代行
気仙沼 気仙沼市立本吉病院
気仙沼 宮城県気仙沼向洋高等学校
気仙沼 大興コンクリート㈱ 第一工場
気仙沼 ㈱小野寺組
気仙沼 ㈱松田建設
気仙沼 北斗㈱
気仙沼 ㈲石川電気商会
気仙沼 ㈲三晃リビング
気仙沼 蔵王リース㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 （福）憲心会 障害者支援施設 只越荘
気仙沼 ㈱スズキ自販宮城 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱内海工業
気仙沼 気仙沼廃棄物協業組合
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会 本吉知的障害者通所授産所 みのりの園
気仙沼 リック㈱ 東北支店 東北営業所
気仙沼 ㈲コスモサイン
気仙沼 ㈱森谷組
気仙沼 南三陸農業協同組合 気仙沼営農センター
気仙沼 気仙沼市役所 教育委員会事務局
気仙沼 （福）春圃会 春圃苑津谷デイサービスセンター
気仙沼 大光建設㈲
気仙沼 損害保険ジャパン㈱ 仙台支店 気仙沼支社
気仙沼 ㈲吉田建設工業
気仙沼 ㈱ＴＴＫ 気仙沼事務所
気仙沼 エース運転代行
気仙沼 ㈱ファースト・ケア デイサービス あんしん館
気仙沼 ㈱ファースト・ケア デイサービス 面瀬あんしん館
気仙沼 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 気仙沼駐在所
気仙沼 ㈱七星社 気仙沼営業所
気仙沼 青葉化成㈱ 気仙沼事務所
気仙沼 旅館 海光館
気仙沼 （医）湖聖会 介護老人保健施設 はまなすの丘
気仙沼 ユナイト㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 （福）洗心会 ワークショップふれあい
気仙沼 スポーツアカデミー気仙沼
気仙沼 ㈱大島造園
気仙沼 気仙沼センター水産加工業協同組合
気仙沼 （福）洗心会 気仙沼市障害者生活支援センター
気仙沼 運転代行ブラザー
気仙沼 運転代行ホームラン
気仙沼 訪問入浴 春夏秋冬
気仙沼 ㈱カナモト 気仙沼営業所
気仙沼 大信電設工業㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱芳賀自動車



管轄警察暑 事業所名称
気仙沼 太平ビルサービス㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱サンフーズ気仙沼
気仙沼 ㈱ＴＴＫエンジ宮城 気仙沼設備サービスセンタ
気仙沼 気仙沼訪問リハビリステーション
気仙沼 ㈱熊勝電気
気仙沼 北日本ビル清掃㈱
気仙沼 ㈱新和エンジンサービス
気仙沼 運転代行ドレミ
気仙沼 全農東北エネルギー㈱ ＪＡクミアイプロパン南三陸販売所
気仙沼 禅
気仙沼 気仙沼冷凍水産加工業協同組合
気仙沼 （特非）セミナーレ
気仙沼 運転代行Ｌｕｃｋｙ ｃａｔ
気仙沼 ㈱小山建匠
気仙沼 新みやぎ農業協同組合 本吉営農センター
気仙沼 （福）気仙沼市社会福祉協議会 やすらぎデイサービスセンター
気仙沼 飛島・茂木特定建設工事 共同企業体 気仙沼処分場作業所
気仙沼 仙台トヨペット㈱ 気仙沼店
気仙沼 全農東北エネルギー㈱ ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ気仙沼
気仙沼 ㈲藤田製凾店
気仙沼 ㈱遠藤商会 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱じょい 現場事務所
気仙沼 ㈱ガイアート東北支店 気仙沼営業事務所
気仙沼 前田道路㈱ 気仙沼合材工場
気仙沼 公益社団法人宮城県精神保健福祉協会 みやぎ心のケアセンター気仙沼地域センター
気仙沼 ホシザキ東北㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 （医）くさの実会 老人保健施設リバーサイド春圃
気仙沼 ㈱みらい造船
気仙沼 ㈱ＤＡｉＫＹＯ
気仙沼 ㈱菅野自動車
気仙沼 ㈱足利本店 潮見町工場
気仙沼 ネッツトヨタ仙台㈱ 気仙沼店
気仙沼 ムラコホールディングス㈱
気仙沼 ㈱共伸
気仙沼 ㈲菅勝ヘニヤ商会
気仙沼 ㈲カトー
気仙沼 石川電装㈱
気仙沼 （医）くさの実会 光ヶ丘保養園
気仙沼 ㈱かわむら 気仙沼工場
気仙沼 ㈱加和喜フーズ
気仙沼 ㈱協和部品 気仙沼営業所
気仙沼 気仙沼郵便局 かんぽサービス部
気仙沼 横浜冷凍㈱ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱おりはら商店
気仙沼 ㈲須藤水道
気仙沼 ㈱小山材木店
気仙沼 ㈲マルイ・スガワラ
気仙沼 福寿水産㈱
気仙沼 ㈱アクティオ 気仙沼営業所
気仙沼 ㈱オサベフーズ 気仙沼工場
気仙沼 五洋建設㈱ 大浦地区 防潮堤工事事務所
気仙沼 （福）キングス・ガーデン宮城 キングス・ビレッジ
気仙沼 特定非営利活動法人 水梨かふえ
気仙沼 高橋水産㈱ 本社工場
気仙沼 ㈲オート横山
気仙沼 （一財）訪問リハビリテーション 気仙沼訪問看護ステーション



管轄警察暑 事業所名称
気仙沼 ㈱サイペン
気仙沼 三陸ボイラーサービス㈱
気仙沼 宮城県漁業協同組合 気仙沼地区支所
佐沼 ㈲島瀬工務店
佐沼 マルニ食品㈱
佐沼 ㈱富士測地開発
佐沼 千葉忠畜産㈱
佐沼 宮城県佐沼警察署
佐沼 ㈱ミナミ 仙台事業所
佐沼 ㈲佐沼自動車学校
佐沼 宮城県東部土木事務所 登米地域事務所
佐沼 サントリービバレッジサービス㈱ 東北営業本部 仙台北支店
佐沼 協業組合 県北清掃公社
佐沼 ㈱志たかぢや
佐沼 宮城ＮＯＫ㈱
佐沼 ㈱北宮城自動車学校
佐沼 ネッツトヨタ仙台㈱ 佐沼店
佐沼 ㈲青野土建
佐沼 日建工業㈱ 県北営業所
佐沼 ㈱佐利
佐沼 日本郵便㈱ 米山郵便局
佐沼 宮城石灰工業㈱
佐沼 ㈱鈴木土建
佐沼 ㈱スタンレー 宮城製作所
佐沼 仙台トヨペット㈱ 登米佐沼店
佐沼 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 迫センター
佐沼 ㈱大伸建設
佐沼 ㈱浅野工務店
佐沼 （特養）迫風園
佐沼 ㈱ヰセキ東北 宮城支社 佐沼営業所
佐沼 登米市中田総合支所 市民課
佐沼 ㈲鈴建
佐沼 ㈲菅原興業
佐沼 ㈱高節土建
佐沼 宮城グレーダ㈱
佐沼 登米市消防本部
佐沼 ㈱佐利 燃料部
佐沼 ㈲スズコー
佐沼 北上川沿岸中田地区土地改良区
佐沼 ジャパン運転代行社
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 よねやま支店
佐沼 ㈱清建
佐沼 ㈲佐々木設備
佐沼 みやぎ登米農業協同組合
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 ＪＡみやぎ登米中央農機センター
佐沼 いすゞ自動車東北㈱ 宮城支社 登米支店
佐沼 ブリヂストンタイヤジャパン㈱ 宮城カンパニー 県北営業所
佐沼 ㈲佐沼中央部品
佐沼 ㈲渡光工務店
佐沼 ㈲菅野自動車商会
佐沼 県北自動車整備工業㈱
佐沼 ヤマモト木材㈲
佐沼 ㈱五十嵐商会 佐沼営業所
佐沼 Ｄｅｘｅｒｉａｌｓ Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ㈱
佐沼 宮城県農業共済組合 県北支所
佐沼 宮城県東部地方振興事務所 登米地域事務所



管轄警察暑 事業所名称
佐沼 （福）あすなろ
佐沼 （福）槃特会はんとく苑
佐沼 ㈱あさの
佐沼 トヨタカローラ宮城㈱ 迫店
佐沼 ㈱菅原屋
佐沼 日本郵便㈱ 佐沼郵便局
佐沼 ㈱アクレフ
佐沼 ㈱シンセイ
佐沼 （一財）東北電気保安協会 佐沼事業所
佐沼 熊谷燃料住設㈱
佐沼 ㈱協栄産業
佐沼 ㈱Ｇ－ｃｏｍ
佐沼 ㈲若寿司
佐沼 ㈲鈴哲土建
佐沼 ㈱菅慶
佐沼 ㈱迫防災
佐沼 ㈲東陽電気
佐沼 ㈱榮配電工事
佐沼 リコージャパン㈱ 宮城支社 登米サービスステーション
佐沼 ㈱エネサンス東北 登米支店
佐沼 ㈲拓信工業
佐沼 ㈱佐々木ウエス商会
佐沼 大蔵産業㈱
佐沼 宮城県東部保健福祉事務所 登米地域事務所
佐沼 ㈲千葉建業
佐沼 ㈲大柳電気
佐沼 ㈱渡辺建設
佐沼 ㈲鈴木緑化
佐沼 ㈲小野寺重機
佐沼 ㈱丹野測量設計
佐沼 ㈱三條組
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 なかだ支店
佐沼 後藤建設㈲
佐沼 ㈲石森電子製作所
佐沼 ㈱佐々重
佐沼 ㈱割烹 くまがい
佐沼 ㈱渡辺工業所
佐沼 ㈲お食事処 ポスト
佐沼 久光電気㈱
佐沼 ㈲リースキン宮城
佐沼 ㈲川内事務機
佐沼 ㈱タカハシ住建
佐沼 日本郵便㈱ 石森郵便局
佐沼 迫川沿岸土地改良区
佐沼 ㈲イシケン
佐沼 （福）恵泉会 特別養護老人ホーム 南風園
佐沼 （特養）萩風園
佐沼 （福）恵泉会 南方保育所
佐沼 ㈱宮城県食肉流通公社
佐沼 登米市総務部 総務課
佐沼 （福）恵泉会
佐沼 ㈱宮城登米広域介護サービス
佐沼 宮城三菱自動車販売㈱ 佐沼店
佐沼 宮城県農業共済組合 県北家畜診療センター
佐沼 （公社）宮城県建設センター 県北事務所
佐沼 ㈱ミヤギ電機



管轄警察暑 事業所名称
佐沼 ㈱ヨシケイ宮城 仙台北事業部
佐沼 エコートレーディング㈱ 東北支店
佐沼 登米市南方総合支所 市民課
佐沼 全国農業協同組合連合会宮城県本部 北部葬祭支援センター
佐沼 （福）登米市社会福祉協議会本部
佐沼 登米市米山総合支所 市民課
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 南方支店
佐沼 登米市教育委員会教育部 教育総務課
佐沼 （福）恵泉会 恵泉会介護支援センター
佐沼 登米市市民生活部 市民生活課
佐沼 登米市建設部 建設総務課
佐沼 登米市産業経済部 産業総務課
佐沼 登米市迫総合支所 市民課
佐沼 （医）姉歯松風会 石越病院
佐沼 石越醸造㈱
佐沼 ㈱ゴトウ産業
佐沼 登米市石越総合支所 市民課
佐沼 ㈱佐々木建設
佐沼 岡田電気産業㈱ 佐沼営業所
佐沼 登米市社会福祉協議会 石越デイサービスセンター
佐沼 登米市社協米山デイサービスセンター
佐沼 登米市建設部 道路課
佐沼 登米市福祉事務所 生活福祉課
佐沼 （福）恵泉会 多機能サポートセンター こじか
佐沼 スマイル運転代行
佐沼 （福）恵泉会 恵泉会グループホーム
佐沼 フジ地中情報㈱ 東北支店 登米市水道お客様センター
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 西部農機センター
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 南部農機センター
佐沼 ヤンマーアグリジャパン㈱ 迫支店
佐沼 ㈱登米共同生コン
佐沼 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城ＣＯ 佐沼営業所
佐沼 紅忠コイルセンター東北㈱
佐沼 宮城ダイナパック㈱
佐沼 ㈱レンタルのニッケン 登米営業所
佐沼 ㈲とび佐々木架設
佐沼 日本郵便㈱ 南方郵便局
佐沼 日本郵便㈱ 石越郵便局
佐沼 日本郵便㈱ 新田郵便局
佐沼 （福）はらから福祉会 登米大地
佐沼 ㈱愛宕グリーンサービス
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 生活福祉部
佐沼 東北七県配電工事㈱ 登米営業所
佐沼 （医）姉歯松風会 なごみの里サポートセンターすてっぷ
佐沼 ㈱ユアテック 佐沼営業所
佐沼 チコーエンジニアリング㈱ 仙北営業所
佐沼 ㈲ケーブルテック
佐沼 ㈱丸徳阿部
佐沼 （福）あすなろ ディサービスセンター錦
佐沼 宮城県登米総合産業高等学校
佐沼 亀井電気㈱
佐沼 ㈱東北マツダ 佐沼店
佐沼 セントケア宮城㈱ セントケアはさま営業所
佐沼 （特非）どんぐりの家
佐沼 ＪＡみやぎ登米 農機自燃部
佐沼 （医）やまと やまと在宅診療所登米



管轄警察暑 事業所名称
佐沼 ㈱アヴェンタ
佐沼 ライフ・ワン運転代行
佐沼 近代建設㈱ 登米営業所
佐沼 ㈲グランディ
佐沼 ㈱スズキ自販宮城 迫営業所
佐沼 ㈱日新クリエーション
佐沼 ㈲阿部石材
佐沼 さくら運転代行
佐沼 （医）仁泉会 介護老人保険施設 なかだ
佐沼 ㈱エージェント 宮城北支店
佐沼 登米市立登米市民病院
佐沼 全農物流㈱ 登米営業所
佐沼 登米市まちづくり推進部まちづくり推進課
佐沼 登米市総務部税務課
佐沼 登米市建設部住宅都市整備課
佐沼 ㈲みんなの家
佐沼 （特非）アンソレイユ
佐沼 ㈲加藤工務店
佐沼 ㈱三浦産業圧送
佐沼 ㈱シビルエンジニア
佐沼 みやぎ登米農業協同組合 生活福祉部 福祉課
佐沼 ㈲須藤鐵工
佐沼 ㈲丸大商店
佐沼 ㈲但木建設
佐沼 ㈲ウッディアベ工芸
佐沼 ㈲鈴木建設
佐沼 ㈲ハウスソプライセンター
佐沼 ㈱柴清工業
佐沼 佐沼郵便局 かんぽサービス部
佐沼 ㈱宮城ヤンマー商会 米山支店
佐沼 ㈱宮城ビルテック 登米営業所
佐沼 ㈱長生会 デイサービス わっしょい
佐沼 ㈱七十七銀行 佐沼支店
佐沼 （福）ふれあいの里 在宅障がい者多機能支援施設 ラボラーレ登米
佐沼 ㈲伊東設備工業
佐沼 明治安田生命保険相互会社 登米営業所
佐沼 トヨテツ東北㈱
佐沼 ㈲明治牛乳まこと宅配センター 米山店 みるくらいふ
佐沼 ㈱ホクエツ宮城 宮城営業所
佐沼 やまと訪問看護ステーション
佐沼 ㈱エージェック
登米 （福）恵泉会 若葉園
登米 川内印刷㈱
登米 ㈱角田屋
登米 ㈲きよの清掃センター
登米 ㈲桑原本店
登米 ㈱鈴亀建設
登米 ヤマカノ醸造㈱
登米 ㈱及川工務店
登米 ㈲鱒渕建設
登米 宮城県登米警察署
登米 ㈱日進運輸建設
登米 登米市津山総合支所 市民課
登米 ＪＡ南三陸南部農機センター
登米 ㈱佐々木組
登米 ㈱縄商店



管轄警察暑 事業所名称
登米 ㈱阿部勝組
登米 ㈲菅原興業
登米 東北興業㈱
登米 登米市上下水道部
登米 ㈱いのまた
登米 ㈲首藤工務店
登米 ㈱只野建設
登米 ㈱熊谷工務店
登米 工藤建設㈱
登米 ㈱千葉正工務店
登米 ㈱スエナガ
登米 登米鉄筋工業㈱
登米 ㈱中村設備工業所
登米 ㈱渡辺ハウス
登米 ㈲三浦屋
登米 （福）恵泉会 特別養護老人ホーム光風園
登米 ㈲望遠閣
登米 ㈲豊建興業
登米 登米市豊里総合支所 市民課
登米 佐々木鐵筋工業㈱
登米 登米町森林組合
登米 ㈱佐々木鋼業
登米 ㈱丸昭建設興業
登米 ㈲共友鉄筋興業
登米 ㈱阿部建設
登米 佐々辰建設㈱
登米 ㈲きけがわ仕出店
登米 ㈱阿部興業
登米 ㈲後藤工業
登米 （福）専称福祉会 登米北上こども園
登米 ㈱山形屋商店
登米 日建工業㈱ アスファルトコンクリート製造工場
登米 ホワイト運転代行
登米 登米市東和総合支所市民課
登米 登米市登米総合支所 市民課
登米 （福）恵泉会 東和高齢者福祉施設
登米 （福）恵泉会 特別養護老人ホーム 松風園
登米 （特養）柳風園
登米 登米市立豊里病院
登米 東和町森林組合
登米 日本郵便㈱ 米川郵便局
登米 （福）恵泉会 特別養護老人ホームほたるの郷
登米 登米市訪問看護ステーション
登米 （福）恵泉会 登米デイサービスセンター 遠山荘
登米 とよま運転代行
登米 ㈱日高見牧場
登米 グリーンプラン㈱
登米 日本郵便㈱ 登米郵便局
登米 日本郵便㈱ 津山郵便局
登米 ㈱メディアオークラ
登米 ㈱共立
登米 （福）豊和会 デイサービスセンターけやき
登米 登米市立豊里老人保健施設
登米 （福）登米市社会福祉協議会 豊里福祉作業所 工房なかま
登米 ㈲梅川建設工業
登米 ㈲日本環境開発会社



管轄警察暑 事業所名称
登米 東北美保鉄筋㈱
登米 登米市管工事業協同組合
登米 ㈲イー・アイ・エス
登米 津山町森林組合
登米 エネクト㈱
登米 （特非）奏海の杜
登米 テクノケアサービス㈱
登米 藤井重建
登米 ㈲東北推進工業
登米 明電舎・アイ・ケー・エス共同企業体
登米 ㈱グリーンクロス グリーンレンタル事業部 東北営業所
登米 ㈱ＩＭＡＩ．Ｃ．Ｔ．センター
登米 ㈲寺山新聞店
登米 富士精罐㈱ 宮城工場
登米 蔵王リース㈱ 登米東和インター営業所
登米 ㈱杜匠
登米 ㈱ナオタ自工
登米 ㈱伊藤建設
登米 野口商事㈱ 仙北砕石工場
登米 野口商事㈱ 柳津砕石工場
河北 ㈱森孵卵場 宮城工場
河北 ㈲錦木分店
河北 桃建工業㈱
河北 宮城県河北警察署
河北 ㈱佐藤設備
河北 いしのまき農業協同組合 桃生中央支店
河北 ㈱山内組
河北 ㈱佐々木工業所
河北 佐藤建設㈱
河北 石巻市役所 雄勝総合支所
河北 ㈱阿部土建
河北 ㈱オイカワ建設
河北 高橋屋根工業㈱
河北 ㈱ヒラツカ
河北 石巻市役所 桃生総合支所
河北 山内建設㈱
河北 石巻市役所 河北総合支所
河北 石巻市役所 北上総合支所
河北 石巻地区広域行政事務組合 河北消防署
河北 総武建設㈱
河北 ㈱大沼製菓
河北 ㈲岡自動車整備工場
河北 ㈱佐々木組
河北 ㈱やまもとや商店
河北 ㈲日野土建
河北 ㈲北衛建設
河北 ㈱武山組
河北 東北電子工業㈱
河北 ㈱木村工業
河北 大槻組
河北 六本木運転代行
河北 ㈱榮興業
河北 日本郵便㈱ 河北郵便局
河北 ㈱佐々木興業
河北 ㈱タケヤマ
河北 ㈱西條設計コンサルタント



管轄警察暑 事業所名称
河北 ㈲河北メッシュ
河北 ヤマヨシ髙橋組㈱
河北 民宿うらしま荘
河北 ㈱武山興業
河北 ㈲かほく衛生
河北 ㈱高橋施工
河北 （福）東北福祉会 せんだんの杜ものう
河北 （福）石巻市社会福祉協議会 河北支所
河北 いしのまき農業協同組合 大谷地支店
河北 （福）旭壽会 特別養護老人ホーム 雄心苑
河北 社会福祉法人和仁福祉会 特別養護老人ホーム 仁風園
河北 （福）石巻市社会福祉協議会 北上支所
河北 北振社寺工業㈱
河北 ㈱進建
河北 （福）石巻市社会福祉協議会 桃生支所
河北 （福）みやぎ会 特別養護老人ホームきたかみ
河北 ㈱永沼
河北 日本郵便㈱ 桃生郵便局
河北 社会福祉法人ふれあいの里 在宅障害者多機能支援施設 ラポラーレ
河北 ㈱キナン 石巻営業所
河北 ㈱丸羽工業
河北 いしのまき農業協同組合 北部農機センター
河北 マルイ建業
河北 ㈱サンユー
河北 ほのか運転代行
河北 ㈱クリーンライス
河北 三陸化成㈱
河北 ㈱宮城リスタ大川
河北 ピーチ運転代行
河北 ㈱河北造園建設
河北 ＥＮＤＯ運転代行
河北 石巻市北方土地改良区
河北 ㈱サクラダコーポレーション
河北 ㈱室内装飾おとこざわ
河北 ㈱ぱれっと上品
河北 丸伊石材工業㈱
河北 ＲＧコンテナー㈱ 宮城事業所

南三陸 ㈱佐千代組
南三陸 南三陸町役場
南三陸 丸平木材㈱
南三陸 阿部藤建設㈱
南三陸 宮城県南三陸警察署
南三陸 ㈱ヤマウチ
南三陸 山庄建設㈱
南三陸 ㈲佐利商店
南三陸 ㈱遠藤組
南三陸 新みやぎ農業協同組合 志津川支店
南三陸 ㈱須藤建設
南三陸 ㈱佐藤鉄工所
南三陸 志津川建設㈱
南三陸 南三陸森林組合
南三陸 ㈱沼正工務店
南三陸 宮城県漁業協同組合 志津川支所
南三陸 南三陸消防署
南三陸 ㈲サトー設備工業所
南三陸 ㈱サトー工務店



管轄警察暑 事業所名称
南三陸 ㈱カネキ吉田商店
南三陸 南三陸町 教育委員会
南三陸 ㈲志津川マツダ
南三陸 ㈲リアス・エンジニアリング
南三陸 （福）南三陸町社会福祉協議会
南三陸 民宿 下道荘
南三陸 ㈲志津川モータース
南三陸 ㈱阿部長商店 南三陸食品
南三陸 民宿 コクボ荘
南三陸 ㈱阿部敏興業
南三陸 ㈱丸正工業
南三陸 マルアラ㈱ 及川商店
南三陸 ㈲今野鉄工所
南三陸 ㈲阿部土木
南三陸 ㈲渡辺圧送
南三陸 （福）南三陸町社会福祉協議会 歌津老人福祉センター
南三陸 ㈱及善商店
南三陸 ㈲天神木材
南三陸 介護老人保健施設 歌津つつじ苑
南三陸 ㈱高野コンクリート
南三陸 りあす訪問看護ステーション
南三陸 丸伊伊藤屋㈱
南三陸 日本郵便㈱ 志津川郵便局
南三陸 宮城県志津川自然の家
南三陸 宮城県漁業協働組合 歌津支所
南三陸 ㈱マルセン食品
南三陸 ㈲中野工務店
南三陸 ㈱行場商店
南三陸 （医）啓愛会 介護老人保健施設 ハイム・メアーズ
南三陸 ㈱マルジン三浦水産
南三陸 ㈲イー・エム工業
南三陸 ㈱ＳＳコーポレーション
南三陸 ㈱ミナト海事
南三陸 ㈱佐藤左官土木工業
南三陸 フジ地中情報㈱ 東北支店 南三陸町ウォーターサービス
南三陸 ㈱山健重機
南三陸 ㈱恵佑
南三陸 （一社）きぼうの森 認定こども園 入谷ひがし幼児園
南三陸 清和㈱
南三陸 南三陸運転代行社
南三陸 （福）洗心会 のぞみ福祉作業所
南三陸 ㈱八幡興業
南三陸 全農東北エネルギー㈱ ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ南三陸
南三陸 ㈲沼倉建装
南三陸 ㈲高貞商店
南三陸 新みやぎ農業協同組合 志津川営農センター
南三陸 セントケア宮城㈱ セントケア南三陸
南三陸 ㈱ケーエスフーズ 本社工場
南三陸 （福）南三陸町社会福祉協議会 結の里
古川 障害福祉サービス事業所 パステルあやめ
古川 おおさき運転代行
古川 ㈱加藤工務店
古川 ㈱チバミン
古川 ＪＡ新みやぎふれ愛福祉センター鹿島台
古川 仙北自動車学校
古川 大崎市役所 三本木総合支所



管轄警察暑 事業所名称
古川 仙北設備㈱
古川 タマホーム㈱ 古川支店
古川 ㈲古川配電工事
古川 ㈱千葉愍治商店
古川 ㈱村田工務所
古川 ㈱タカカツ
古川 ㈱仙北製材所
古川 東北森林管理局 宮城北部森林管理署
古川 ㈱ラプラス 古川営業所
古川 ㈱金原土建
古川 ㈱江合
古川 シマダヤ東北㈱
古川 東北電力ネットワーク㈱ 古川電力センター
古川 明治合成㈱
古川 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 仙台支店 古川支社
古川 みやぎ生活協同組合 共同購入運営部 古川センター
古川 ㈲三塚タイヤ
古川 大崎市鹿島台総合支所
古川 ㈱環境開発公社エムシーエム
古川 ㈱共振
古川 ㈱日産サティオ宮城 古川店
古川 ㈱七十七銀行 古川支店
古川 大崎電業㈱
古川 ㈱ユアテック 古川営業所
古川 千坂設備㈱
古川 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 宮城支店 古川セールスセンター
古川 ㈱ＴＫＣ 宮城営業課
古川 宮城県古川警察署
古川 古川ガス㈱
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 長寿生活支援センターゆうゆう館
古川 セコム㈱ 古川支社
古川 古川自動車学校
古川 宮城ノーミ㈱ 古川営業所
古川 古川カヤバ管材㈱
古川 ホシザキ東北㈱ 古川営業所
古川 宮城県北部保健福祉事務所
古川 アルプスアルパイン㈱ 古川開発センター
古川 世紀東急工業㈱ 古川営業所
古川 古川信用組合
古川 ㈱柳川商店
古川 グット運転代行
古川 ㈱小畑商店
古川 大崎市松山総合支所
古川 ㈱中條重機
古川 ㈱ウエノ 古川支店
古川 ㈲佐々木住宅工業
古川 泰興㈱ 東北工場
古川 ㈱千葉設備
古川 宮城県農業大学校 水田経営学部
古川 東京海上日動火災保険㈱ 古川支社
古川 ㈲早坂圧接工業
古川 （一財）古川三本木クリーンセンター
古川 宮城県立大崎高等技術専門校
古川 ㈱荒谷土建
古川 おき建設㈱
古川 興和電気㈱



管轄警察暑 事業所名称
古川 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ古川北
古川 （福）寿清会 笹森の里
古川 宮城県北部地方振興事務所
古川 ㈱美装社
古川 ㈲光和堂
古川 宮城中央ヤクルト販売㈱ 古川営業所
古川 ＹＫＫ ＡＰ㈱ 東北製造所
古川 丸高自動車㈱
古川 大崎地域広域行政事務組合 古川消防署
古川 ㈱富士薬品 古川営業所
古川 古川エヌ・デー・ケ－㈱
古川 大崎地域広域行政事務組合 大崎広域施設管理課
古川 （学）古川学園 古川学園高等学校古川学園中学校
古川 ㈱笹原組
古川 ㈱ダイマル
古川 ＵＤトラックス㈱ 古川カスタマーセンター
古川 古川農業協同組合
古川 ㈱東洋 古川店
古川 宮城配電工事㈱ 古川営業所
古川 千手寺幼稚園
古川 （学）啓明学園 まとば幼稚園
古川 新みやぎ農業協同組合 松山支店
古川 （学）明星学園 白梅幼稚園
古川 古川興業㈱
古川 同和警備㈱ 古川営業所
古川 ㈱一ノ蔵
古川 ㈲千田清掃
古川 ㈱ヰセキ東北 古川営業所
古川 ㈲福田産業
古川 ㈲沼田タタミ工業
古川 前田道路㈱ 古川営業所
古川 宴運転代行
古川 協業組合 アクアネット
古川 宮城三菱自動車販売㈱ 古川店
古川 新みやぎ農業協同組合 鹿島台営農センター
古川 新みやぎ農業協同組合 鹿島台支店
古川 ㈱丸徳建設
古川 日本キャタピラー合同会社 古川営業所
古川 （一財）東北電気保安協会 古川事業所
古川 東北アルフレッサ㈱ 大崎支店
古川 東邦薬品㈱ 宮城営業部 古川営業所
古川 ㈱富士電工
古川 エコ．エイドジャパン㈱ 大崎営業所
古川 ㈱オイデック
古川 ㈱仙北建設
古川 ㈱メディセオ 大崎支店
古川 ㈱三塚内装
古川 ケー・エス・ケー㈱
古川 東北七県配電工事㈱ 仙北営業所
古川 ロジスネクスト東北㈱ 古川支店
古川 小田島商事㈱ 古川営業所
古川 ㈱ケーエス
古川 トヨタカローラ宮城㈱ 古川北店
古川 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城カンパニー 古川営業所
古川 ㈱スズキ自販宮城 古川営業所
古川 古川サクマ㈱



管轄警察暑 事業所名称
古川 ㈱キクチ設備工事
古川 我妻建設㈱
古川 エネックスジャパン㈱
古川 ㈱古川設備工業
古川 伊藤忠エネクスホームライフ東北㈱ 古川支店
古川 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 古川江合店
古川 ㈱森建業
古川 ㈱古川測量設計事務所
古川 ダスキン古川
古川 ㈱エネサンス東北 古川支店
古川 ㈲仙北スピードキング
古川 ㈱バイタルネット 古川支店
古川 東北ニチレキ工事㈱ 大崎営業所
古川 ㈱ホンダカーズ宮城中央 古川南店
古川 ㈱髙勝の家
古川 ㈱松山産業
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 特別養護老人ホーム 敬風園
古川 ㈲鹿島台葬祭
古川 宮城県農業共済組合 大崎支所
古川 リコージャパン㈱ 古川事業所
古川 大崎市 上下水道部
古川 カネコ種苗㈱ 仙台支店 古川営業所
古川 東亜道路工業㈱ 古川営業所
古川 ㈱アベキ 仙北営業所
古川 大研工業㈱
古川 ㈱サン・ベンディング東北 仙北営業所
古川 ㈱スズケン 古川支店
古川 仙北電気工事㈱
古川 横江コンクリート㈱
古川 ㈱同和建材
古川 ㈱古川ポンプ製作所
古川 トヨタモビリティパーツ㈱ 宮城支社 古川営業所
古川 東北電力ネットワーク㈱ 古川電力センター（送変電）
古川 岡田電気産業㈱ 古川営業所
古川 綜合警備保障㈱ 古川営業所
古川 宮城スバル自動車㈱ 古川店
古川 コマツカスタマーサポート㈱ 古川支店
古川 イワタニ東北㈱ 古川営業所
古川 日本クリーンオイル㈱
古川 タイコー㈱
古川 ㈲古川環境センター
古川 二瓶電工㈱
古川 ㈱仙北設備工事
古川 ㈲古川運転代行社
古川 宮城県古川農業試験場
古川 ㈱丸協土木
古川 らくてん運転代行社
古川 こすもす運転代行
古川 ㈱ヤマト東北支店
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 古川ヘルパーステーション
古川 （医）華桜会 介護老人保健施設 さくら
古川 日本郵便㈱ 古川郵便局 郵便部
古川 フルテック㈱ 古川営業所
古川 日昌㈱ 東北ＭＤＢ
古川 伊藤建設㈱
古川 太子食品工業㈱ 古川清水工場



管轄警察暑 事業所名称
古川 ㈱サムシング東北 オペレーションセンター
古川 ㈱高速 古川営業所
古川 宮城トヨタ自動車㈱ 古川店
古川 ㈱ピュアスポーツ ピュアスポーツ古川スイミング
古川 向日葵給食センター
古川 橋本電気工事㈱
古川 いすゞ自動車東北㈱ 大崎サービスセンター
古川 ㈱みやぎ愛隣会 ケアビレッジあいわの郷
古川 （福）大崎福祉会 大崎ホーム
古川 （福）大崎誠心会 特別養護老人ホーム 寿楽苑
古川 新みやぎ農業協同組合 鹿島台自動車センター
古川 ブリヂストンタイヤ ソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部 古川営業所
古川 トヨタエルアンドエフ宮城㈱ 古川営業所
古川 日研トータルソーシング㈱ 古川事業所
古川 古川税務署
古川 宮城県土地改良事業団体連合会 古川事業所
古川 ㈱倉島本店
古川 東北送配電サービス㈱ 古川営業所
古川 損害保険ジャパン㈱ 仙台支店 古川支社
古川 サンキュー運転代行
古川 静岡製機㈱ 東北営業所
古川 宮城県農業共済組合 中央家畜診療センター
古川 宮城県警察高速道路交通警察隊古川分駐隊
古川 ㈱福寿園緑化建設
古川 福祉施設 百才館
古川 日本郵便㈱ 古川郵便局
古川 ㈱伊藤園 古川支店
古川 ㈱東北マツダ 古川店
古川 ㈱アルプスビジネスクリエーション 大崎営業所
古川 セントケア宮城㈱ セントケア岩出山
古川 ㈱グランド平成
古川 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン㈱ 宮城支社 古川オフィス
古川 スマイル運転代行
古川 ㈱協和 古川営業所
古川 宮城県北部土木事務所
古川 大崎市役所
古川 大崎市教育委員会 鹿島台支所
古川 同和興業㈱ 古川営業所
古川 大崎市古川保健福祉プラザ
古川 全国共済農業協同組合連合会宮城県本部 自動車損害調査部 古川自動車損害調査サービ
古川 東北労働金庫 古川支店
古川 日本郵便㈱ 鹿島台郵便局
古川 ㈲鈴木総業
古川 プロンプター甲斐㈲
古川 （医）杏林会介護老人保健施設 リハビリパーク あやめ
古川 マルヒ食品㈱
古川 （福）田尻福祉会
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 松山支所
古川 カメイ㈱ 宮城支店 古川営業所
古川 大崎市民病院
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 古川支所
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 田尻支所
古川 （福）大崎誠心会 障害者支援施設 すまいるあやめ
古川 新みやぎ農業協同組合 田尻支店
古川 大崎市 田尻総合支所
古川 ㈲峰浦商会



管轄警察暑 事業所名称
古川 宮城県ＬＰガス保安センター協同組合 第二支所
古川 ㈲堀江建材
古川 新みやぎ農業協同組合 田尻営農センター
古川 ㈱藤山工務店
古川 ㈱戸村工務店
古川 ㈱荒産業
古川 ワタヒョウ㈱ 仙北営業所
古川 ㈱佐々木組
古川 ㈱鹿飼土建
古川 ㈱ダイニホン
古川 ㈱櫻井建設
古川 佐々木興業㈱
古川 日本郵便㈱ 田尻郵便局
古川 ㈱カナモト 古川営業所
古川 ㈱アルプスビジネスクリエーション 古川営業所
古川 中央オリオン㈱ 宮城営業所
古川 ケアパートナー㈱ ケアパートナー古川
古川 全国農業協同組合連合会宮城県本部 西部葬祭支援センター
古川 ㈱共同システムサービス
古川 パナソニックコンシューマーマーケティング㈱ ＣＳ社北海道東北社仙北サービスステー
古川 ㈱宮城県学校用品協会 古川支所
古川 協立塗料㈱ 古川営業所
古川 大崎土地改良区
古川 ㈱アルプスビジネスクリエーション
古川 ㈱ＩＣＴフィールドサポート 東北ＣＳ部 古川サービス課
古川 日立建機日本㈱ 古川営業所
古川 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター古川
古川 ㈱吉村商事 古川支店
古川 ダンロップタイヤ東北㈱ 古川営業所
古川 日本年金機構 古川年金事務所
古川 ヤンマーアグリジャパン㈱ 大崎事務所
古川 ㈱ミツウロコ 仙台支店 古川店
古川 （一財）片倉病院
古川 ㈱浦島 アインパルラ浦島
古川 ㈱アルプスビジネスクリエーション セカンドハウス ほなみ
古川 ㈱植松商会 古川営業所
古川 日本ニューホランド㈱ 宮城営業所
古川 （学）啓誠学園 大崎中央高等学校
古川 宮城ダイナパック㈱ 古川工場
古川 セキスイファミエス東北㈱ 宮城北支店 仙北営業所
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 古川支所 古川南デイサービスセンター
古川 さかえ運転代行
古川 日本郵便㈱ 三本木郵便局
古川 ぷーさん代行
古川 ㈲光栄建設工業
古川 ㈲鈴廣自動車ガラス
古川 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 古川セールスセンター
古川 大崎水道サービス㈱ お客様センター
古川 ㈱北陵建設
古川 ニューデジタルケーブル㈱ 大崎事業所
古川 ＪＡ新みやぎふれ愛福祉センター田尻
古川 （福）大崎誠心会 ハーモニーさんぼんぎ
古川 大崎市管工事業協同組合
古川 ㈱協栄工務店
古川 大和リース㈱ 東北工場
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 古川支所 大崎市古川障害者地域活動支援センター



管轄警察暑 事業所名称
古川 宮城県北部児童相談所
古川 ㈱ファースト・ケア 穂波あんしん館
古川 運転代行 ロイヤル
古川 ㈱カーチャンス
古川 （福）千宏会 介護老人保健施設 庭の里
古川 アルプスアルパイン㈱ 古川第２工場
古川 佐信木材㈱
古川 ㈲東大清掃センター
古川 ㈱ＴＴＫエンジ宮城 古川設備サービスセンタ
古川 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 古川土木出張所
古川 ㈱東日本
古川 ㈱あえる
古川 富士運転代行
古川 ナイト運転代行
古川 （医）健育会 大崎ひまわり訪問看護ステーション
古川 ㈱仙台銘板 古川営業所
古川 大崎市市民プール セントラルスポーツ㈱ アクア・パル
古川 ㈱マルウ木材産業
古川 ㈱パルコホーム宮城 大崎支店
古川 仙台農産㈱ 仙北営業所
古川 オアシス代行
古川 ㈲三和商会 古川営業所
古川 ㈱ティー・エッチ・エム 古川事業所
古川 ㈱富士土木
古川 ㈱福祉の杜
古川 リリー運転代行
古川 ファイナルエース代行
古川 ㈱ツクイ ツクイ古川
古川 ㈱氏家設備
古川 ㈲佐々木板金
古川 ㈱ヒューマンアイ 古川営業所
古川 東北電力㈱ 宮城県北営業所
古川 ㈱古川電子サービス
古川 ㈱横山農建
古川 ㈱ドクターアイズ・リハニック大崎
古川 ダスキンヘルスレント 古川ステーション
古川 わいわい運転代行
古川 三菱ふそうトラック・バス㈱ 東北ふそう古川支店
古川 ＭＳ東北㈱ 古川支店
古川 水都工業㈱ 東北支店
古川 ㈱エフワーク
古川 ㈱ガスパル東北 大崎販売所
古川 ㈲大崎道路
古川 ミツワ電機㈱ 南東北営業部 古川営業所
古川 ㈲創電社
古川 ㈱アグロジャパン 南東北営業部
古川 渡辺パイプ㈱ 大崎サービスセンター
古川 （医）やまと やまと在宅診療所 大崎
古川 ㈱グロバール環境システム
古川 （医）仁徳会 介護老人保健施設 ジュイールクラブ
古川 （公社）宮城県看護協会 大崎訪問看護ステーション
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 鹿島台大迫福祉センター
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 共同生活介護事業所 ケアホームあじさい
古川 （福）大崎市社会福祉協議会 生活介護事業所 元気
古川 鹿島道路㈱ 古川出張所
古川 阿部勝自動車工業㈱ 大崎古川店



管轄警察暑 事業所名称
古川 タノム代行
古川 三和工業㈱
古川 高木工業㈱ 宮城営業所
古川 令和運転代行
古川 アイ・アンド・ピー㈱ 本社工場
古川 ㈱一二三
古川 ㈱桧家住宅 東北支社 大崎展示場
古川 大崎市社会福祉協議会 三本木支所
古川 明治飼糧㈱ 東北支店
古川 エヌエス・テック㈱ 古川事務所
古川 東花建設㈱
古川 ㈲鈴木電気
古川 イカリ消毒㈱ 仙台北営業所
古川 （公社）大崎市シルバー人材センター
古川 日産部品宮城販売㈱ 古川店
古川 アースサポート古川
古川 県北運転代行
古川 仙台トヨペット㈱ 古川店
古川 ミドリ安全宮城㈱ 古川営業所
古川 アルプスシステムインテグレーション㈱ 十日町オフィス
古川 武陽食品㈱
古川 松山㈱ 東北営業所
古川 Ｔ．ｔｈｒｅｅ代行
古川 （公財）宮城厚生協会ケアステーションあゆみ
古川 ㈱友善商事 古川営業所
古川 ㈱和み
古川 セントケア宮城㈱ セントケア大崎大宮
古川 和光物産㈱
古川 （公財）宮城厚生協会 古川民主病院
古川 ㈱仲村設備
古川 （同）みやび
古川 丸義商店
古川 水ｉｎｇＡＭ㈱ アクアネットＪＶ
古川 （福）大崎誠心会 大崎地域相談支援センターさてら
古川 ネッツトヨタ仙台㈱ 古川店
古川 ネッツトヨタ仙台㈱ フォルクスワーゲン古川
古川 ㈲松浦新聞店
古川 ㈱協和部品 古川支店
古川 ㈱マドック 本社
古川 アルプスファイナンスサービス㈱ 古川営業所
古川 ㈱かんぽ生命保険 仙台支店 古川郵便局かんぽサービス部
古川 （同）成田電気工事
古川 宮城日野自動車㈱ 古川営業所
古川 ㈱東亜レジン 古川
古川 オートパーツポニー㈲
古川 蔵王リース㈱ 鹿島台営業所
古川 ㈱ホクショウ 大崎事業所
古川 オールセーフ㈱ 東北工場
古川 ㈱東北リファイメント
古川 ボーノボーノ大崎東
古川 朝日生命保険相互会社 古川営業所
古川 ㈱タカカツ不動産 古川店
古川 中外機工㈱ 古川支店
古川 （医）心の郷 穂波の郷クリニック
古川 ㈱アルプス物流 古川営業所
古川 今ちゃん運転代行



管轄警察暑 事業所名称
古川 前田道路㈱ 古川合材工場
古川 今埜建設㈱
古川 ㈱フルウチ工業
古川 ㈱大友電気
古川 ㈱大崎クリエーション
古川 明治安田生命保険相互会社 仙台支店 古川営業所
古川 ㈱ツユテック・ジャパン
古川 ㈱小田島アクティ 介護用品部 古川営業所
古川 ㈲明治牛乳 まこと宅配センター
古川 （福）おおさきさくら福祉会 指定障害福祉サービス事業所 すずかけの里
古川 ㈱おおさきリサイクル
古川 ㈱ＢＬＵＥ ＷＯＯＤ
古川 北村技術㈱ 宮城支店
古川 ㈱ニチイ学館 古川支店
古川 ㈱泰眞堂
古川 フジ技研㈱ 東北支店
古川 クラシタス㈱ 大崎支店
遠田 （福）こごた福祉会 養護老人ホームひばり園
遠田 丸大堀内㈱ みやぎ支店
遠田 （医）博亮会 野崎病院
遠田 ㈱トーセン 小牛田営業所
遠田 ㈱瀬川勝雄商店
遠田 ㈱斎林酒問屋
遠田 新みやぎ農業協同組合みどりの地区本部 小牛田営農センター
遠田 鎌田醤油㈱
遠田 宮城県美里農業改良普及センター
遠田 美里町役場 本庁舎
遠田 東日本旅客鉄道㈱ 小牛田保線技術センター
遠田 石堂建設㈱
遠田 ㈱東北イノアック
遠田 ㈱渡辺採種場
遠田 共栄冷機工業㈱
遠田 ㈲砂沢産業
遠田 大信電設工業㈱
遠田 ㈱大崎共同生コン 東工場
遠田 全国農業協同組合連合会 宮城県本部畜産部
遠田 日本郵便㈱ 小牛田郵便局
遠田 宮城県立聴覚支援学校 小牛田校
遠田 仙建工業㈱ 小牛田出張所
遠田 新日本商事㈱
遠田 ㈱瀬川本店
遠田 ㈱丸協
遠田 ㈲富士ケミカル
遠田 ㈱わたなべ葬儀社
遠田 ㈱国本
遠田 東日本電気エンジニアリング㈱仙台支店 小牛田サービスセンター
遠田 キョーユー㈱
遠田 ㈱セキノ興産 古川店
遠田 ㈱北栄自動車
遠田 ㈱狩野自動車整備工場
遠田 ㈲大友燃料店
遠田 ㈲タイヤセンター カサハラ
遠田 ㈱アスコ 宮城営業所
遠田 新みやぎ農業協同組合 ＪＡ新みやぎふれ愛福祉センター小牛田
遠田 新みやぎ農業協同組合 みどりの農機センター
遠田 ㈱内海土木



管轄警察暑 事業所名称
遠田 Ｍ－Ｋ運転代行
遠田 協業組合美里
遠田 鳴瀬運転代行
遠田 宮城県遠田警察署
遠田 ㈲幸和 美里営業所
遠田 ㈱新みやぎサービス 会館事業
遠田 新みやぎ農業協同組合 みどりの地区本部
遠田 新みやぎ農業協同組合みどりの地区本部 小牛田支店
遠田 みやぎの酪農農業協同組合
遠田 （福）南郷福祉会
遠田 新みやぎ農業協同組合 南郷支店
遠田 ㈱千坂
遠田 新みやぎ農業協同組合 涌谷支店
遠田 美里町役場 南郷庁舎
遠田 ㈱菅野食品
遠田 涌谷町役場
遠田 アルプスアルパイン㈱ 涌谷工場
遠田 ㈱木村油店
遠田 ㈱涌谷自動車学校
遠田 ㈱涌谷葬祭センター
遠田 ㈱大澤建設
遠田 ㈱成文 ホームライフ事業部
遠田 ㈱相澤興業
遠田 サントリービバレッジソリューション㈱ 宮城大崎支店
遠田 （協組）大崎東部浄化槽管理センター 涌谷営業所
遠田 ㈱東栄
遠田 中田板金工業㈱
遠田 宮城県小牛田農林高等学校
遠田 （福）美里町社会福祉協議会
遠田 涌谷町教育委員会
遠田 涌谷観光㈱
遠田 ㈱白岩建設
遠田 （福）涌谷町社会福祉協議会
遠田 ラッキー運転代行
遠田 ㈱佐藤石材工業
遠田 渡辺製畳㈱
遠田 ＮＯＫメタル㈱
遠田 ㈲安住商店
遠田 ブリヂストンＢＲＭ㈱ 仙台事業所
遠田 大崎地域広域行政事務組合 遠田消防署
遠田 ㈱高平
遠田 正和工業㈱
遠田 ㈱涌谷日産商会
遠田 伊藤建材㈱
遠田 菊地電気㈱
遠田 ㈲三友興業
遠田 ㈱大平工務店
遠田 ㈱浅野自動車
遠田 ㈱涌谷住宅設備センター
遠田 ㈱和賀電気
遠田 髙野自動車整備工場
遠田 ㈱マルヨシ
遠田 ㈱引地電設
遠田 涌谷町町民医療福祉センター
遠田 岡村建設㈲
遠田 ㈱システムクリエイション



管轄警察暑 事業所名称
遠田 ㈱大崎緑化
遠田 新みやぎ農業協同組合 みどりのガスセンター
遠田 大崎軌道工業㈱
遠田 仙台農建㈱
遠田 ㈱ポジティブ・アプローチ デイサービスセンターあおう
遠田 ㈱アルプスビジネスクリエ－ション 涌谷サービスセンター
遠田 日本郵便㈱ 涌谷郵便局
遠田 新みやぎ農業協同組合 涌谷営農センター
遠田 新みやぎ農業協同組合みどりの地区本部 南郷営農センター
遠田 新みやぎ農業協同組合 みどりの経済部燃料課 石油配送センター
遠田 ㈱新みやぎサービス 食材センター
遠田 ㈱新みやぎサービス 南部葬祭センター
遠田 新みやぎ農業協同組合 箟岳支店
遠田 ㈱ＴＴＫ ＮＴＴ事業本部宮城支店 古川営業所
遠田 障害者日中活動支援施設 のぎく
遠田 （福）みんなの輪 わ・は・わ美里
遠田 （福）共生の森
遠田 美里町健康福祉センター
遠田 ㈱ダイテック
遠田 ㈱良光
遠田 美里町立ふどうどう幼稚園
遠田 美里町水道事業所
遠田 美里町立こごた幼稚園
遠田 ㈱ホンダカーズ石巻北 涌谷バイパス店
遠田 もーちゃん運転代行
遠田 ㈱信栄建設
遠田 ㈱希南
遠田 （福）向陽会 特別養護老人ホーム 万葉苑わくや
遠田 ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱ 南東北支社 仙台支店大崎出張所
遠田 ㈲ケー・イー・アイ
遠田 ㈱ＪＲ東日本テクノサービス 小牛田営業所
遠田 ㈱西城工業
遠田 セントケア宮城㈱ セントケアこごた
遠田 （公社）宮城県看護協会 こごた訪問看護ステーション
遠田 ㈱ヤマウチ機工
遠田 水ｉｎｇＡＭ㈱ 美里管理事務所
遠田 蔵王リース㈱ 小牛田営業所
遠田 クミアイ化学工業㈱ 小牛田工場
遠田 ㈱ヨークベニマル 小牛田店内 仙北ゾーン事務所
遠田 ㈱宮城ヤンマー商会 小牛田支店
遠田 赤羽農機㈱
遠田 ㈲ガイアセキュリティ
遠田 （福）みんなの輪 わはわ南郷事業所
若柳 栗原市若柳総合支所
若柳 大目建設㈱
若柳 ㈱ミヤックス
若柳 新みやぎ農業協同組合 若柳支店
若柳 （福）栗原市社会福祉協議会 金成支所
若柳 ㈲佐々木自動車
若柳 ㈱ゆめぐり 金成温泉金成延年閣
若柳 栗原市鶯沢総合支所
若柳 菅原産業細倉運輸㈱
若柳 細倉金属鉱業㈱
若柳 金成総合支所市民サービス課
若柳 ㈲栗駒清掃
若柳 ㈱ササエイ薬局



管轄警察暑 事業所名称
若柳 栗原市栗駒総合支所
若柳 上田建設㈱
若柳 新みやぎ農業協同組合 金成中央支店
若柳 ㈱及川製材所
若柳 宮城県若柳警察署
若柳 三菱マテリアルテクノ㈱ 栗原事業所
若柳 ㈱高橋工務店
若柳 （福）栗駒峰寿会 栗駒デイサービスセンター
若柳 ㈱宮城ビルテック
若柳 ㈱クレア平塚
若柳 ㈱東北イノアック 若柳工場
若柳 ㈱ミツウロコヴェッセル東北 くりはら店
若柳 ㈲パステルドーム
若柳 ヤンマーアグリジャパン㈱ 栗駒支店
若柳 岩倉測量設計㈱
若柳 ㈱菅原建業所
若柳 宮城クリーン㈱
若柳 セントケア宮城㈱ セントケア栗駒営業所
若柳 菅原産業㈱ 栗駒工場
若柳 ㈲日栄興業
若柳 ㈱吉村商事
若柳 ㈱丸清工務店
若柳 ㈲若柳配電工事
若柳 栗駒高原森林組合
若柳 日本郵便㈱ 若柳郵便局
若柳 ㈱小野酸素
若柳 今野農機商会
若柳 新みやぎ農業協同組合 栗駒中央支店
若柳 日本郵便㈱ 栗駒郵便局
若柳 ㈱鈴木工務店
若柳 ㈲千葉産業
若柳 宮城県立金成支援学校
若柳 ㈲金成工務店
若柳 ㈱倉元製作所
若柳 ㈲若柳自動車整備
若柳 ㈱加藤工機
若柳 ㈲明治牛乳 若柳宅配センター 工藤牛乳店
若柳 ㈱髙源工業
若柳 ㈱千葉興業
若柳 ㈱大林土建
若柳 ㈲アール・コマ
若柳 城北環境㈱
若柳 ジオマテック㈱ 金成工場
若柳 ㈱みどりや製菓
若柳 後藤ボーリング㈱
若柳 栗原市立若柳病院
若柳 ㈲大成工業
若柳 中新自動車整備工場
若柳 小野文商工㈱
若柳 ㈲三浦設備工業
若柳 日本郵便㈱ 金成郵便局
若柳 ㈱金成自動車工業
若柳 ㈲菅 彦
若柳 ㈲わか柳葬祭
若柳 ㈱田中測量設計
若柳 若清テクノ㈱



管轄警察暑 事業所名称
若柳 ㈱ユニー
若柳 ケイセン土木㈱
若柳 蜂谷建設㈱
若柳 ㈱ケーエス
若柳 ㈱ファインコミュニケーション
若柳 ㈱今野ハウジング
若柳 ㈲高橋工業
若柳 ㈱ゆめぐり ハイルザーム栗駒
若柳 ㈲白鳥興業
若柳 ㈲千葉燃料店
若柳 （福）豊明会
若柳 新みやぎ農業協同組合 栗っこケアサービスセンター
若柳 阿部工機
若柳 栗駒高原観光㈱ 新湯温泉くりこま荘
若柳 新和運転代行
若柳 まいど運転代行
若柳 ㈱後藤商会
若柳 ㈲佐々木工業
若柳 栗原市教育委員会 教育部
若柳 ㈲栗南商会
若柳 ㈱ワコー企画
若柳 （福）宮城福祉会 デイサービスセンター さくらの里若柳
若柳 ㈱チバジョウ
若柳 ㈱くりこまくんえん
若柳 ㈱新みやぎサービス 東部農機センター
若柳 ㈱新みやぎサービス 北部農機センター
若柳 ㈱ヨシムラ みやぎ自動車リサイクルセンター
若柳 ㈱栗原農場
若柳 ㈱五十嵐商会 若柳営業所
若柳 ㈲大日機械
若柳 ㈱キクバン
若柳 迫川上流土地改良区
若柳 ひさし運転代行
若柳 ケアプランニング㈱
若柳 ㈱栗原送電工業
若柳 ㈱リハサポート桜樹 桜樹デイサービスセンター
若柳 （公財）宮城厚生協会 くりこまクリニック
若柳 出光リテール販売㈱ 東北カンパニー 一関営業所
若柳 （公社）栗原市シルバー人材センター
若柳 ㈱エスティシー
若柳 ㈲東北グリーンサービス
若柳 ㈲ハヤカワ設備
若柳 ㈲千商
若柳 ㈱栗駒高原開発センター
若柳 ㈲光ビルサービス
若柳 ㈲高橋工務店
若柳 ㈲渡辺工業
若柳 栗原市 上下水道部
若柳 ＭＡＸ運転代行
若柳 （福）アガフィヤの郷
若柳 ㈲斉藤林業
若柳 ㈱オオワダ 宮城工場
若柳 栗原市 若柳・金成教育センター
若柳 栗原市 栗駒・鶯沢教育センター
若柳 ㈱メンテナンス・テクノ 細倉事業所
若柳 ㈱東日本開発



管轄警察暑 事業所名称
若柳 ㈱千葉土建
若柳 ㈲栗駒エフ・アール・ピー
若柳 ㈱髙橋技建
若柳 ㈱レジリエンス
若柳 みちのく運転代行
若柳 ㈱栗駒ポートリー
若柳 総合企画㈱
若柳 ㈱わたなべ総業エコリンクス
若柳 ㈱ＦＡＣＴ
若柳 ㈲岩栄
若柳 ㈱新みやぎサービス アクセス若柳給油所
若柳 浩建（ＫＯＫＥＮＮ）
若柳 ㈱白神土木総建
若柳 ＧＯＧＯ運転代行
若柳 デイサービスセンターＯｕｊｕくりこま
若柳 蔵王リース㈱ 栗駒営業所
若柳 ㈱照隈 障がい福祉サービス事業所 ゆめや
若柳 （特養）うぐいすの里
若柳 金成重機
若柳 （同）金成ポプラの家 デイサービスセンター金成ポプラの家
築館 栗原市築館総合支所
築館 新みやぎ農業協同組合 志波姫支店
築館 ㈱ユアテック 栗原営業所
築館 ㈱伊藤土建
築館 栗原市瀬峰総合支所
築館 栗原市志波姫総合支所
築館 新みやぎ農業協同組合 一迫支店
築館 ㈱築館自動車学校
築館 宮城県築館警察署
築館 東北電力ネットワーク㈱ 栗原登米電力センター
築館 ㈱クリハラ生コン
築館 宮城県北部土木事務所 栗原地域事務所
築館 ㈱ヰセキ東北 宮城支社 築館営業所
築館 宮城県北部保健福祉事務所 栗原地域事務所
築館 ㈱渡辺工務店
築館 マルハ産業㈱ 築館営業所
築館 ㈱築館生コン
築館 新みやぎ農業協同組合 瀬峰支店
築館 只野農機㈱
築館 伊藤ハムデイリー㈱ 東北工場
築館 ㈱サイボクファーム
築館 ㈲菅原デンソー
築館 栗原市消防本部
築館 エヌコン㈱
築館 丸安建設㈱
築館 ㈱エネサンス東北 築館支店
築館 小野寺建設㈱
築館 ㈱ダスト栗原
築館 ㈲熱海工務店
築館 坂理工作所
築館 ㈲阿部建設
築館 （宗）龍雲寺
築館 愛運転代行
築館 ㈲佐々木工務所
築館 東亜リース㈱ 築館営業所
築館 日本郵便㈱ 築館郵便局



管轄警察暑 事業所名称
築館 協業組合 栗原環境保全
築館 ㈲髙橋工務店
築館 ㈱佐々貞土建
築館 新みやぎ農業協同組合 築館支店
築館 陸前保安警備保障㈱
築館 栗原市高清水総合支所
築館 野口土木㈱
築館 （独）国立青少年教育振興機構 国立花山青少年自然の家
築館 ㈱ウイル
築館 ㈱高正建設
築館 栗原市花山総合支所 市民サービス課
築館 ㈱東洋
築館 ㈲髙定左官
築館 日本郵便㈱ 一迫郵便局
築館 栗原市 瀬峰・高清水教育センター
築館 新みやぎ農業協同組合 栗っこいわでやま統括部
築館 ㈲門伝建設
築館 （福）宮城福祉会 特別養護老人ホーム山王
築館 ＨＯＹＡ㈱ ペンタックスライフケア事業部 宮城事業所
築館 介護老人保健施設 藤の里
築館 仙台トヨペット㈱ 築館営業所
築館 宮城トヨタ自動車㈱ 築館店
築館 ㈲昭光特殊工業
築館 協業組合 アクアテック栗原
築館 ㈱西友エレクトロ
築館 栗原市南部学校給食センター
築館 野口石油㈱
築館 野口石油㈱ 築館配送センター
築館 ㈱米倉設備工業
築館 ㈱渡工測量設計
築館 三和電設㈱
築館 ㈱鈴木農機具商会
築館 ㈲協和テック
築館 （福）栗原市社会福祉協議会 本所築館支所
築館 ㈲川口納豆
築館 ㈲仙北ビルサービス
築館 ㈱永光重機工業
築館 ㈲伊藤ハウジング
築館 トヨタカローラ宮城㈱ 築館店
築館 東北部品㈱
築館 ㈱オカザキ
築館 くりはら振興㈱
築館 桜代行運転
築館 宮城送迎運転代行
築館 築館税務署
築館 ㈱新みやぎサービス  ガス・水道センター
築館 ㈱新みやぎサービス 自動車センター
築館 東北送配電サービス㈱ 栗原登米営業所
築館 栗原市一迫総合支所 市民サービス課
築館 宮城県北部地方振興事務所 栗原地域事務所
築館 （福）栗原市社会福祉協議会 花山支所
築館 栗原市役所 総務部管財課
築館 ㈱くりはら葬儀社
築館 馬っこ代行
築館 （福）千葉福祉会
築館 新みやぎ農業協同組合 北部畜産センター



管轄警察暑 事業所名称
築館 菅久㈱
築館 ㈱新みやぎサービス 中央農機センター
築館 ㈱新みやぎサービス 北部葬祭センター
築館 日本郵便㈱ 高清水郵便局
築館 日本郵便㈱ 志波姫郵便局
築館 （福）豊明会 特別養護老人ホーム桂葉
築館 くりはら斎苑
築館 ㈱システム
築館 （福）豊明会 ふくし工房かつらっぱ
築館 ㈱西原環境 東北支店
築館 ㈱三鈴
築館 栗原市立栗原中央病院
築館 ㈱セイワ
築館 ナブコシステム㈱ くりこま営業所
築館 栗原市役所 農林振興部
築館 栗原市役所 市民生活部
築館 栗原市役所 企画部
築館 栗原市役所 建設部
築館 築館・志波姫教育センター
築館 栗原市教育委員会 一迫・花山教育センター
築館 ㈱丸辰産業
築館 ㈱ダスキンサーヴ東北 ダスキン古川くりはら支店
築館 ㈲花山造園緑化建設
築館 ㈲相馬食品
築館 宮城県栗原地方ダム総合事務所
築館 邦友電気工業㈱
築館 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター高清水
築館 くら蔵
築館 ㈱のぎわ
築館 （福）栗原市社会福祉協議会 訪問介護事業所
築館 栗原市役所 商工観光部
築館 新みやぎ農業協同組合 本店
築館 （福）栗桜会 デイサービスたかねの湯
築館 カツヤマ運転代行
築館 ㈲岩手県南酪農組合 宮城事務所
築館 ㈱アグリアシスト
築館 イハラ建成工業㈱ 仙台事業所
築館 （特非）栗原市障害者就労支援センター
築館 仙北舗装
築館 高英土木㈱
築館 介護老人保健施設 せみねの丘
築館 ㈱トークス 宮城北部警備センター
築館 ㈱東北イノアック 築館工場
築館 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターつきだて
築館 ㈲堀内工業
築館 東京オートパーツ㈲
築館 セントケア宮城㈱ セントケアつきだて
築館 ㈲築館クリーンセンター
築館 赤平開発㈱ 東北支店 高清水工場
築館 ネッツトヨタ仙台㈱ 築館店
築館 ㈲キクチ建材
築館 ㈱諸岡 東北営業所
築館 ㈱宮城化成
築館 ㈱かんぽ生命保険 築館郵便局かんぽサービス部
築館 ㈲山本板金工業
築館 ㈱大平昆布



管轄警察暑 事業所名称
築館 豊田合成東日本㈱
築館 （公社）宮城県看護協会 栗原訪問看護ステーション
築館 （福）栗原市社会福祉協議会 高清水支所
築館 （福）栗原市社会福祉協議会 居宅介護事業所
築館 宮本武彦税理士事務所
築館 ㈱タカショク
築館 野口商事㈱
鳴子 ㈱ヒシヌマ
鳴子 鬼首振興㈱
鳴子 大崎市鳴子総合支所
鳴子 鳴子ホテルマネジメント㈱ 鳴子ホテル
鳴子 菅甚建設㈱
鳴子 大江戸温泉物語㈱ 鳴子温泉 ますや
鳴子 国立大学法人東北大学 大学院農学研究科 附属複合生態フィールド教育研究センター
鳴子 宮城県鳴子警察署
鳴子 ㈱加藤重建
鳴子 宮城県畜産試験場
鳴子 ㈱遠藤店
鳴子 ㈱池月自動車商会
鳴子 （福）加美玉造福祉会 特別養護老人ホーム りんどう苑
鳴子 ㈱鳴子観光ホテル
鳴子 （学）岩出山学園 認定いわでやまこども園
鳴子 ㈲笠原鉄工所
鳴子 ㈲ナルコ興業
鳴子 大崎地域広域行政事務組合 鳴子消防署
鳴子 大江戸温泉物語 鳴子温泉 幸雲閣
鳴子 ㈱梁川
鳴子 日興電建㈱
鳴子 ㈲奥羽重機工業
鳴子 （公社）みやぎ農業振興公社事業所
鳴子 ㈲佐藤農場
鳴子 公立学校共済組合 鳴子保養所
鳴子 ㈲湯山建設
鳴子 東北舗道建設㈱
鳴子 ㈱小野寺設備工業
鳴子 Ｊ－ＰＯＷＥＲジェネレーションサービス㈱ 鬼首事業所
鳴子 （福）大崎市社会福祉協議会 岩出山支所
鳴子 越後屋旅館
鳴子 ㈱大崎共同生コン 北工場
鳴子 新みやぎ農業協同組合 いわでやま地区本部
鳴子 ホテルマネージメントインターナショナル㈱ ホテル亀屋
鳴子 ㈲新栄建設
鳴子 ㈱オニコウベ
鳴子 ㈲鳳商事
鳴子 ㈱ホテルオニコウベ
鳴子 ㈱仙庄館
鳴子 荒雄建設㈱
鳴子 大崎森林組合
鳴子 （特養）岩出の郷
鳴子 片倉設備㈱
鳴子 （福）大崎市社会福祉協議会 鳴子支所
鳴子 （公社）みやぎ農業振興公社 岩出山牧場
鳴子 大崎市 岩出山総合支所
鳴子 ㈲永根実業建設
鳴子 ㈲宇高興業
鳴子 日本郵便㈱ 岩出山郵便局



管轄警察暑 事業所名称
鳴子 ㈱シムコ 岩出山事業所
鳴子 ㈲湯山興業
鳴子 青木工務店
鳴子 日本郵便㈱ 鳴子郵便局
鳴子 日本郵便㈱ 川渡郵便局
鳴子 ㈱旬樹庵 琢ひで
鳴子 （福）みやぎ会 にこトピアいわで
鳴子 電源開発㈱ 火力エネルギー部 鬼首地熱発電所
鳴子 ＴＭ運転代行
鳴子 ㈱Ｊ－ＰＯＷＥＲ ハイテック 鬼首事業所
鳴子 ㈱池月道の駅
鳴子 （福）聖心会 指定障害福祉サービス事業所 大崎太陽の村
鳴子 大成建設㈱ 東北支店 鬼首太陽光発電所 土木工事作業所
鳴子 アサヒサンクリーン㈱
鳴子 ㈱髙橋電気工事
鳴子 新みやぎ農業協同組合 いわでやま支店
鳴子 ㈲大垣塗装
鳴子 イセファーム東北㈱ 岩出山農場
加美 （学）淑徳学園 小鳩幼稚園
加美 ㈱福原農機商会
加美 ㈲グリーンバロネス
加美 旭興業㈱
加美 宮城県農業共済組合 六の国支所
加美 日本郵便㈱ 中新田郵便局
加美 ㈲早坂興業
加美 菅原精米工業㈱
加美 ㈲佐々惣建設
加美 木戸建設㈱
加美 小野田建設㈱
加美 丸か建設㈱
加美 ナカリ㈱
加美 加美町役場
加美 宮城県加美警察署
加美 ㈱柳川製作所
加美 玉川電器㈱ 宮城工場
加美 加美町 宮崎支所
加美 加美よつば農業協同組合 小野田支店
加美 加美町役場 小野田支所
加美 イセファーム東北㈱
加美 加美よつば農業協同組合 中新田支店
加美 加美よつば農業協同組合 色麻支店
加美 色麻町役場
加美 ㈲優夢
加美 大崎地域広域行政事務組合 加美消防署
加美 宮城県大崎地方ダム総合事務所
加美 ㈲星産業
加美 ㈲小川左官店
加美 ㈱佐藤建設
加美 宮城県大崎広域水道事務所
加美 加美自工㈱
加美 ㈲佐々木総販
加美 ㈱ワールドオプチカル
加美 ヤマセ電気㈱ 色麻工場
加美 ㈱エコサーブ
加美 ㈱大崎共同生コン 西工場
加美 ㈲今野花店



管轄警察暑 事業所名称
加美 阿部武建設㈱
加美 （特養）青風園
加美 宮城県加美農業高等学校
加美 ㈲猪股材木店
加美 大崎電装㈱
加美 マルス総和㈱
加美 ㈲中新田建設
加美 ㈱佐藤工務店
加美 ㈱加美自動車学校
加美 加美電子工業㈱
加美 ㈲鎌田林業土木
加美 ㈱中文
加美 ㈲ナルセ建設
加美 ㈱秋田屋
加美 （学）慈園学園 中新田幼稚園
加美 ケイテック㈱ 宮城テクノロジーセンター
加美 ㈲中嶋建設
加美 積水ハウス㈱ 東北工場
加美 ㈲大進産業
加美 ㈲早文商店
加美 ゴウダ㈱ 東北工場
加美 畠山鮮魚店
加美 中島設備工業㈱
加美 加美郡保健医療福祉行政事務組合
加美 協業組合加美清掃公社
加美 （福）色麻町社会福祉協議会
加美 （福）加美町社会福祉協議会
加美 ㈱広陽建設
加美 プライフーズ㈱ 宮城農場
加美 北日本工業㈱ 加美工場
加美 石山工業㈲
加美 （福）大崎誠心会 加美町障害者自立支援センター
加美 ㈲色麻電工
加美 ㈱ホンダセントラル
加美 フルサト工業㈱ 仙台北事業所
加美 （福）加美町社会福祉協議会 小野田福祉サービスセンター
加美 （福）加美町社会福祉協議会 宮崎福祉サービスセンター
加美 日本郵便㈱ 小野田郵便局
加美 日本郵便㈱ 宮崎郵便局
加美 旭興業㈱ 資材部
加美 ㈱加美町振興公社
加美 ㈲スタック
加美 ㈲金沢
加美 旭重車輌㈱
加美 早慎産業㈱
加美 １１運転代行
加美 （福）宮城福祉会 特別養護老人ホーム芍薬の里色麻
加美 昭和培土㈱
加美 ㈱ピックルスコーポレーション 宮城ファクトリー
加美 加美よつば農業協同組合 宮崎支店
加美 協業組合アクアネット 加美営業所
加美 協業組合アクアネット 中新田事業所
加美 ㈱クリーンロードサービス
加美 鶴秀工務店 ㈱
加美 国立音楽院宮城キャンパス
加美 ㈲今野建設



管轄警察暑 事業所名称
加美 セントケア宮城㈱ セントケア加美営業所
加美 麓山浄水場
加美 水ｉｎｇＡＭ㈱ 東北ＲＳＣ部 宮城ＰＦエリア 六の国管理事務所
加美 蔵王リース㈱ 中新田営業所
加美 ㈱北村通信建設
加美 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターなかにいだ
加美 （公財）宮城厚生協会 中新田民主医院
加美 昭光物産㈱ 東北物流センター
加美 ㈱青砥建設
加美 明治安田生命保険相互会社 中新田営業所
加美 ㈱エコサーブ トラックステーション
加美 トラスト・メカ㈱
岩沼 中山福㈱ 仙台支店
岩沼 名取市役所
岩沼 岩沼市役所
岩沼 岩沼市デイサービスセンターたけくま 岩沼西地域包括支援センター
岩沼 ㈱東園芸
岩沼 オリエント工機㈱ 仙台事業部
岩沼 ㈱鶴見屋商店
岩沼 （学）尚絅学院
岩沼 ㈱今幸建設
岩沼 ㈱ほくとう 宮城支店
岩沼 石野建設㈱
岩沼 ㈲三上産業
岩沼 ㈲プラントサービス
岩沼 ㈱自然環境産業 名取営業所
岩沼 宮城中央ヤクルト販売㈱
岩沼 東北太平洋生コン㈱
岩沼 ネッツトヨタ仙台㈱ 岩沼店
岩沼 日本郵便㈱ 岩沼郵便局
岩沼 ヤナセ製油㈱ 仙台営業所
岩沼 トヨタカローラ宮城㈱ 岩沼店
岩沼 宮城県岩沼警察署
岩沼 ㈱東北マツダ 名取店
岩沼 東北通信装機㈱
岩沼 フジフーズ㈱ 仙台工場
岩沼 ㈱日産サティオ宮城 名取店
岩沼 ㈲横山電設
岩沼 ㈱七宝工業
岩沼 千代クレーンメンテナンス㈱
岩沼 前田道路㈱ 仙台南営業所
岩沼 ㈱ユアテック 送電工事センター
岩沼 ワタヒョウ㈱ エネルギー事業部
岩沼 ㈱東光七工事部
岩沼 ＴＯＹＯＴＩＲＥ㈱ 仙台工場
岩沼 宮城県農業・園芸総合研究所
岩沼 矢崎化工㈱ 仙台支店
岩沼 中川ヒューム管工業㈱ 仙台工場
岩沼 名取市消防本部
岩沼 石川営板㈱
岩沼 日本製紙㈱ 岩沼工場
岩沼 ㈱栄光工機
岩沼 ㈲アブクマ自動車
岩沼 日産プリンス宮城販売㈱ 名取店
岩沼 ㈱フローリック 東北営業所
岩沼 ㈱ヰセキ東北



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 ㈱バイタルネット 南仙台支店
岩沼 ㈱平間建設
岩沼 協業組合 共和衛生グループ
岩沼 ㈱パシフィック
岩沼 エネックスジャパン㈱ 岩沼営業所
岩沼 ㈱ファミリーマート北日本エリア本部北海道・東北リージョン 仙台南営業所
岩沼 陸奥建設㈱
岩沼 北昭興業㈱ 岩沼事業部
岩沼 ㈱エコー建設
岩沼 ㈱川本第一製作所 仙台営業所
岩沼 （学）寿なとり学園
岩沼 トヨタモビリティパーツ㈱ 宮城支店 岩沼営業所
岩沼 戸部電材㈱ 電設営業所
岩沼 ㈱佐々直
岩沼 協業組合 名取環境事業公社
岩沼 ㈱つま新
岩沼 仙台高等専門学校
岩沼 中川製袋化工㈱ 仙台工場
岩沼 岩沼自動車学校
岩沼 ㈱仙台ニコン
岩沼 ㈲菊地造園
岩沼 日本パーカライジング㈱ 仙台工場
岩沼 国土交通省 東京航空局 仙台空港事務所
岩沼 ㈲トータルライフカンノ
岩沼 ㈱ヨシケイ宮城 仙台南事業部
岩沼 白ゆり商事㈱
岩沼 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 仙台南センター
岩沼 （特医）松涛会 南浜中央病院
岩沼 ㈱ケーエス 名取営業所
岩沼 図南商事㈱
岩沼 ㈱小泉建設工業
岩沼 ㈱ユートス
岩沼 斎藤高圧㈱
岩沼 ㈱にしき食品
岩沼 名取土地改良区
岩沼 東北アルフレッサ㈱ 仙台南支店
岩沼 ㈱富士薬品 仙台営業所
岩沼 ㈱建機
岩沼 岩沼プロパン協業組合
岩沼 （学）山元中央学園（岩沼さくら幼稚園）
岩沼 ㈱岩沼造園土木
岩沼 ㈱森商事
岩沼 美松食品工業㈲
岩沼 宮城県農業高等学校
岩沼 ㈱森龍組
岩沼 ㈱渡辺サービスセンター
岩沼 東洋機械㈱ 名取工場
岩沼 ふたば幼稚園
岩沼 ㈱菅野工務店
岩沼 ㈱小野配管
岩沼 ㈱電気工事平間組 岩沼営業所
岩沼 （学）岩沼学園 岩沼こばと幼稚園
岩沼 （学）こばと学園 岩沼南こばと幼稚園
岩沼 仙台南アスコン共同企業体
岩沼 グリーン企画建設㈱
岩沼 山孝建材㈱



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 宮城三菱自動車販売㈱ 名取店
岩沼 遠藤自動車工業㈲
岩沼 ㈱佐藤建設
岩沼 ㈱高生工業所
岩沼 ㈱クボタ建機ジャパン 宮城営業所
岩沼 ㈲名取電設工業
岩沼 ㈱高橋自動車
岩沼 ㈲大泉建設
岩沼 コベルコ建機日本㈱ 東北支社 仙台営業所 仙台工場
岩沼 ㈱上の組 ユースポーツクラブ名取
岩沼 宮城県仙台保健福祉事務所 岩沼支所
岩沼 名取岩沼農業協同組合 本店
岩沼 ダンロップタイヤ東北㈱ 仙台南営業所／タイヤランド空港
岩沼 ㈱ホンダ四輪販売南・東北名取バイパス店
岩沼 日本郵便㈱ 名取郵便局
岩沼 宮城日産自動車販売㈱ 岩沼店
岩沼 （宗）竹駒神社
岩沼 ㈱岩沼精工
岩沼 リコージャパン㈱ 宮城支社 第二営業部 仙台南営業所
岩沼 ㈱若生技建
岩沼 ㈱オイルプラントナトリ
岩沼 ㈱おさだガラストーヨー住器
岩沼 ㈱大湧工業
岩沼 ㈱宮城ヤンマー商会 名取支店
岩沼 ㈱ダイチ
岩沼 ㈱いこい住設
岩沼 タカラスタンダード㈱ 仙台支店
岩沼 伸栄工業㈱
岩沼 ㈱デンコードー 本社
岩沼 ㈱本郷土建
岩沼 大東建託㈱ 仙台南支店
岩沼 ㈱田中土木
岩沼 ㈱ささ圭
岩沼 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 名取中央店
岩沼 ㈱空港自動車整備工場
岩沼 ㈱東日本宇佐美 東北支店
岩沼 岩沼市農業協同組合
岩沼 ㈱フクベイフーズ
岩沼 ㈲青木設備工業所
岩沼 （学）日本コンピュータ学園 東日本航空専門学校
岩沼 宮城スバル自動車㈱ 岩沼店
岩沼 （福）宮城福祉会
岩沼 ナカイ㈱
岩沼 （福）ライフケア赤井江
岩沼 ㈱スズキ自販関東 仙台営業所
岩沼 日鉄テックスエンジ㈱ 東北支店
岩沼 （福）みずほ
岩沼 東北送配電サービス㈱ 岩沼営業所
岩沼 ㈱ウェルネス伯養軒
岩沼 ㈱仙台カントリークラブ
岩沼 仙台農産㈱ 仙台営業所
岩沼 ㈱ユアテック 仙台南営業所
岩沼 ㈱エスパイラー
岩沼 青葉建設㈱
岩沼 コスモシステム㈱
岩沼 東北エアサービス㈱



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 東光資材㈱
岩沼 齋藤建設㈱
岩沼 宮城県警察学校
岩沼 ㈱ヨコハマタイヤジャパン 宮城カンパニー 仙台南営業所
岩沼 ㈲奥野建設
岩沼 （公社）岩沼市シルバー人材センター
岩沼 ㈱橋本建機
岩沼 ワタヒョウ㈱ 岩沼営業所
岩沼 宮城県農業大学校
岩沼 （福）愛の郷
岩沼 ㈱進藤タイヤ
岩沼 クボタアグリサービス㈱ 仙台事務所
岩沼 ㈱伊藤園 仙台南部支店
岩沼 ㈱エスシー・マシーナリ 東北機械センター
岩沼 セントケア宮城㈱ セントケア岩沼
岩沼 ㈱タイハク
岩沼 ㈱クボタクレジット 東北支店
岩沼 ㈱ホンダ四輪販売南・東北 岩沼店
岩沼 亘理地区行政事務組合 岩沼消防署
岩沼 綜合警備保障㈱ 宮城支社 仙台南営業所
岩沼 フルサト工業㈱ 仙台営業所
岩沼 ㈱エボットサービス 岩沼事業所
岩沼 宮城りんかいアスコン㈱ 岩沼工場
岩沼 セキスイファミエス東北㈱ 宮城南支店
岩沼 住友建機販売㈱ 東北統括部 仙台支店
岩沼 ㈱巴商会 仙台営業所
岩沼 住友建機販売㈱ 東北統括部
岩沼 ㈱ホンダユーテック 仙台会場
岩沼 （公社）みやぎ農業振興公社 原種苗部
岩沼 ㈲越前商店
岩沼 タマホーム㈱ 仙台支店 名取店
岩沼 ㈲渡信鉄工
岩沼 大東建託パートナーズ㈱ 仙台南営業所
岩沼 ㈱東京ＢＫ足場 仙台ＳＣ
岩沼 デイサービスセンター にこトピア名取
岩沼 小泉成器㈱ 仙台営業所
岩沼 ㈱アクティオエンジニアリング事業部 東北営業所
岩沼 タカラスタンダード㈱ 東日本直需支社営業部 第三営業部 東北直需営業所
岩沼 ＤＣＭ㈱ 名取店
岩沼 コスモエンジニアリング㈱
岩沼 東建コーポレーション㈱ 名取支店
岩沼 ㈱アクティオ仙台工場
岩沼 西尾レントオール㈱ 仙台南営業所
岩沼 日本キャタピラー合同会社
岩沼 ㈱ケーデーエム 仙台事業所
岩沼 イワタボルト㈱ 仙台営業所
岩沼 アークランズ㈱ スーパービバホーム新名取店
岩沼 白十字㈱ 東北営業所
岩沼 （医）仁泉会 介護老人保健施設なとり
岩沼 佐藤土建㈲
岩沼 ㈲永登電設
岩沼 ㈱アルテックス
岩沼 トルク㈱ 東北支店
岩沼 ㈱仙台リサイクルセンター セキュリティーセンター
岩沼 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンターたてこし
岩沼 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター岩沼



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 ㈱ホラグチ
岩沼 名取岩沼農業協同組合 営農センター
岩沼 ㈲耕谷アグリサービス
岩沼 （福）名取市社会福祉協議会
岩沼 岡田電気産業㈱ 仙台南営業所
岩沼 （福）しおかぜ福祉会
岩沼 スズソー建設㈱
岩沼 ㈲芳コーポレーション
岩沼 ブリヂストンタイヤソリューションジャパン㈱ 宮城地区本部 仙台南営業所
岩沼 ㈱植松商会 仙南営業所
岩沼 セコム㈱ 岩沼営業所
岩沼 フジパン㈱ 東北販売部
岩沼 ＮＸエネルギー東北㈱ 宮城支店
岩沼 名取市保健センター
岩沼 東鉱商事㈱ 仙台営業部
岩沼 ㈱理化産業
岩沼 タキゲン製造㈱ 仙台支店
岩沼 ㈱アイ・ケィ・サポート カーサ岩沼
岩沼 Ｇテリア㈱ 東北支社
岩沼 三恵商事㈱ ダスキンレントオール商品センター
岩沼 ㈲あぶくま運転代行社
岩沼 住友不動産㈱ 宮城事業所 仙台南営業所
岩沼 ㈱レンタルのニッケン 名取営業所
岩沼 えびす運転代行
岩沼 日建リース工業㈱ 仙台支店
岩沼 サンオート㈱
岩沼 ㈱東北電子計算センター
岩沼 ㈱中央製作所
岩沼 ㈱バイタルネット 営業システム部
岩沼 ㈱ティ・アイ環境
岩沼 ㈱志鴛デイサービスたんぽぽ
岩沼 東邦航空㈱ 東北事業所
岩沼 （福）はるかぜ福祉会
岩沼 （福）岩沼市社会福祉協議会 岩沼市デイサービスセンターさとのもり
岩沼 トヨタカローラ宮城㈱ 仙台南店
岩沼 ㈲平間砕石
岩沼 ㈱南東北クボタ 本社
岩沼 （福）みのり会 生活介護事業所 るぱーと
岩沼 東北電力ネットワーク㈱ 岩沼電力センター
岩沼 ㈱トークス 仙台南警備センター
岩沼 ㈱ツクイ ツクイ名取美田園
岩沼 （福）敬長福祉会 岩沼南デイサービスセンター
岩沼 新興金属㈱ 東北支店
岩沼 ㈱東建工営
岩沼 いわぬま運転代行社
岩沼 ㈱パパまるハウス 仙台支店
岩沼 宮城鉄筋工業㈱
岩沼 潜匠建設㈱
岩沼 ㈱ガスパル東北 仙台南販売所
岩沼 日本通運㈱ 仙台支店 仙台空港物流センター
岩沼 ㈱レント 仙台南営業所
岩沼 ㈱アクティオ 岩沼営業所
岩沼 ㈱ユートス 中東北支社
岩沼 三協フロンテア㈱ 仙台支店
岩沼 ㈱エイスイ工業
岩沼 ㈱成田鋼業 名取工場



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 ㈱東北ペガサス 仙台支店
岩沼 古河ロックドリル㈱ 東北支店
岩沼 フジフーズ㈱ ベーカリー仙台工場
岩沼 ㈲大彰工業
岩沼 （福）敬長福祉会 特別養護老人ホーム チアフル岩沼
岩沼 ㈱トヨタレンタリース宮城 仙台空港店
岩沼 協和コミュニケーションズ㈱
岩沼 洞口商事㈱
岩沼 宮城県中央児童相談所
岩沼 ㈱テーオーフォレスト 仙台支店
岩沼 ㈱イーストコア 空港リサイクルセンター
岩沼 産業振興㈱ 原料事業部東北原料部
岩沼 鹿又工業㈱
岩沼 仙台国際空港㈱
岩沼 ヤマザキマザックトレーディング㈱ 東日本販売部営業３エリア
岩沼 ㈱エス・ハート
岩沼 ㈱高橋電気工業所
岩沼 日特建設㈱ 東北支店 名取機材センター
岩沼 ㈱ジャペックスパイプライン名取管理所
岩沼 蔵王リース㈱ 本社
岩沼 ㈱利久
岩沼 ㈲栄江自動車商会
岩沼 ㈱ヨークベニマル岩沼店 仙南ゾーン事務所
岩沼 ㈱大栄 仙台支店
岩沼 ㈱タケエイ 東北支店
岩沼 ㈱ＩＳＥＫＩアグリ 北海道・東北営業所
岩沼 ㈱ジーネット仙台営業所
岩沼 中央鋼材㈱ 東北支店
岩沼 ㈱ファミリーマート 東北リージョン 仙台東営業所
岩沼 ㈱日本アクセス 南東北支店
岩沼 ㈱東栄科学産業
岩沼 和興エンジニアリング㈱
岩沼 ㈱丸順 東北営業所
岩沼 ㈱スズキ自販宮城 アリーナ名取
岩沼 丸富工業㈱
岩沼 ㈱たけやま 愛の杜めぐみ保育園
岩沼 ㈱ヰセキ東北 宮城支社
岩沼 ネクサスエナジー㈱ Ｂｅｆｉｎｉｓｈ名取整備工場
岩沼 ㈱トーホーフードサービス 仙台営業所
岩沼 ㈱コードー 東北物流センター
岩沼 セントラルフィットネスクラブ名取南仙台
岩沼 ㈱トーモク仙台工場
岩沼 ㈱ツクイ 岩沼営業所
岩沼 ㈱ネクステージ 名取店
岩沼 ㈱タイハク 名取工場
岩沼 ㈱コモサプライ 仙台営業所
岩沼 宮城県立精神医療センター
岩沼 外薗エンジニアリング㈱ 名取事業所
岩沼 ㈱キナン ヤマト機械事業部
岩沼 ヤンマーアグリジャパン㈱ 仙台アグリサポートセンター
岩沼 ㈱南自動車アクセル代行
岩沼 ツカサ工業有限会社
岩沼 ㈱ネクスコ・エンジニアリング東北 道路保全センター
岩沼 日鋪建設㈱ 宮城出張所
岩沼 ㈱吉田電設
岩沼 一建設㈱ 名取りんくう営業所 注文住宅課



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 ㈱吉田金属
岩沼 パナソニックテクノサービス㈱ 北海道・東北支社 東北サービス部
岩沼 ㈱桧家住宅 名取りんくう展示場
岩沼 ㈲森自動車工業
岩沼 仙台砕石㈱
岩沼 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター玉浦
岩沼 セキスイファミエス東北㈱ 宮城北支店
岩沼 ㈱協和仙台支店
岩沼 ㈱オノヤ 仙台南リフォームショールーム
岩沼 ポゾリスソリューションズ㈱
岩沼 ㈲齋藤板金店
岩沼 ㈱ＡＢ企画
岩沼 ㈱新成工業 仙台営業所
岩沼 ㈱帆栄物流 仙台事業所
岩沼 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 仙南支社
岩沼 春山建設㈱
岩沼 ㈱セキュリティソリューション
岩沼 （福）宮城福祉会 特別養護老人ホーム松陽苑
岩沼 （公社）青年海外協力協会 ＪＯＣＡ東北
岩沼 ㈱ヒューマンアイ 仙台営業所
岩沼 仙台トヨペット㈱ 岩沼店
岩沼 ㈱海祥
岩沼 仙台トヨペット㈱ 名取パーク
岩沼 日産部品宮城販売㈱ 岩沼店
岩沼 ハクゾウメディカル㈱ 仙台営業所
岩沼 ㈱ディ・アイ・ティ
岩沼 ㈱サトウ電工
岩沼 西松建設㈱ 北日本支社 仙台空港南出張所
岩沼 藤田金屬㈱ 東北コイルセンター
岩沼 西松建設㈱ ＡＨ岩沼物流出張所
岩沼 ㈱みやちゅう
岩沼 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ名取
岩沼 仙南通信建設㈱
岩沼 南光運輸㈱ 岩沼事業所
岩沼 ㈱パーツ産業 仙台営業所
岩沼 ㈱ＥＮＥＯＳ ウイング岩沼店
岩沼 ＫＲＨ㈱ 東北支店
岩沼 ㈱高良 岩沼営業所
岩沼 ㈱東北紙業 東北営業所
岩沼 センコン物流㈱
岩沼 （医）洞口会 あすなろ訪問介護ステーション
岩沼 （医）洞口会 ライフケアセンター名取 デイサービスセンター
岩沼 （医）洞口会 指定居宅介護支援事業所ねむの木
岩沼 ネッツトヨタ仙台㈱ 名取店
岩沼 ㈱上の組 ユースポ館腰デイサービス
岩沼 ㈱上の組 ユースポ岩沼デイサービス
岩沼 ㈱上の組 ユースポ仙台南デイサービス
岩沼 水ｉｎｇＡＭ㈱ 名取管理事務所
岩沼 蔵王リース㈱ 愛島営業所
岩沼 ㈱池田模範堂 仙台出張所
岩沼 松和産業㈱ 仙台営業所
岩沼 ㈱ＪＯＩＮＴＥＣＨ
岩沼 （社福）清恵会 特別養護老人ホーム 三喜
岩沼 蔵王リース㈱ 仙台南インター営業所
岩沼 ㈱ガスプロダクツ
岩沼 ㈱秀光ビルド 仙台南店



管轄警察暑 事業所名称
岩沼 ㈱かんぽ生命保険 岩沼郵便局 かんぽサービス部
岩沼 ＷＡＴＡＫＯＵ㈱
岩沼 朝日生命保険相互会社 名取営業所
岩沼 ㈱みずむすびサービスみやぎ 県南浄化センター
岩沼 アバンツァーレスポーツ
岩沼 ㈱佐藤金属
岩沼 ㈱Ｔｒｕｓｔ Ｒｏａｄ
岩沼 一建設㈱ 名取りんくう営業所
岩沼 名取市教育委員会
岩沼 幼保連携型認定こども園 岩沼西こばと幼稚園・ぶどうの木保育園
岩沼 ㈱パルコホーム宮城 名取支店
岩沼 砂金石油ガス㈱
岩沼 ㈱エフ・ケー・テクノ
岩沼 ㈱東邦銀行 名取支店
岩沼 ㈱渡辺技工 名取支店
岩沼 ㈱マイタック 東日本事業所
岩沼 ㈲まるしげ
岩沼 谷鐵鋼業㈱
岩沼 今慶興産㈱
岩沼 （学）わかば学園
岩沼 日本製紙石巻テクノ㈱ 岩沼事業所
岩沼 ㈱イエムラ
岩沼 ㈱小泉東北 仙台南営業所
岩沼 北東物産㈱ 仙台営業所
岩沼 ㈱利休 岩沼第三工場
岩沼 日本国土開発㈱ 増田道路改良作業所
岩沼 大村紙業㈱ 仙台事業部
岩沼 ㈱アグリプラン
岩沼 東北自動車販売㈱ 館腰店
岩沼 岩沼再生資源事業協同組合
岩沼 自衛隊宮城地方協力本部 名取地域事務所

大河原 ㈱渡辺電業
大河原 （福）すばる さくらデイサービスセンター
大河原 大河原町デイサービスセンター ふれあいホーム
大河原 ピップ㈱ 仙台支店
大河原 綜合警備保障㈱ 宮城支社 宮城南営業所
大河原 ㈱大愼組
大河原 ㈱八重樫工務店
大河原 ㈱シバセン
大河原 ㈱ＩＪＴＴ宮城工場
大河原 みやぎ仙南農業協同組合 村田地区事業本部 村田支店
大河原 ㈱表蔵王国際ゴルフクラブ
大河原 ㈲尾形建設
大河原 みやぎの酪農農業協同組合 仙南支所
大河原 村田町役場
大河原 ㈱四保工務店
大河原 大永商店
大河原 ㈱ダスキン大河原
大河原 ㈱勝英自動車学校 宮城事業所 仙南自動車学院
大河原 ㈱松浦組
大河原 大河原町役場
大河原 宮城県大河原土木事務所
大河原 （公社）大河原町シルバー人材センター
大河原 宮城県大河原警察署
大河原 柴田町役場
大河原 フジサイ工建㈱



管轄警察暑 事業所名称
大河原 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 仙台支店 仙南セールスセンター
大河原 山崎製パン㈱ 仙台工場
大河原 ㈲高城工業
大河原 ㈱サカモト
大河原 柴田土建㈱
大河原 宮城県南生コン㈱
大河原 ㈱宮城ヤンマー商会 槻木支店
大河原 大宮建設㈱
大河原 東北三和鋼器㈱
大河原 ㈱五十嵐商会 柴田営業所
大河原 ㈲カンノ広芸
大河原 宮城県仙南保健福祉事務所
大河原 佐藤総業㈱
大河原 みやぎ仙南農業協同組合
大河原 ㈱宮城日化サービス 仙南営業所
大河原 昭和電線ケーブルシステム㈱ 仙台事業所
大河原 ㈱枡建設
大河原 高圧ガス工業㈱ 仙台工場
大河原 仙台森紙業㈱ 柴田事業所
大河原 杜の公園ゴルフクラブ㈱ 杜の公園ゴルフクラブ
大河原 ㈱佐慶電気工事
大河原 ㈱モトキ
大河原 ㈱菅生 スポーツランドＳＵＧＯ
大河原 白幡工務店
大河原 ダイワ実業㈱ 東蔵王ゴルフ倶楽部
大河原 みやぎ仙南農業協同組合 川崎地区事業本部 川崎支店
大河原 川崎町役場
大河原 仙南生コンクリート㈱ 釜房工場
大河原 日本郵便㈱ 大河原郵便局
大河原 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ タイヤサービス柴田店
大河原 宮城県大河原地方振興事務所
大河原 ㈱斎藤工務店
大河原 （学）朴沢学園 仙台大学
大河原 北日本電線㈱ 船岡事業所
大河原 ㈱五洋電子 仙台工場
大河原 宮城県立船岡支援学校
大河原 宮城県柴田農林高等学校
大河原 大河原カトリック幼稚園
大河原 福島ヤクルト販売㈱ 仙南エリア拠点
大河原 丹野土木㈱
大河原 門馬建設㈱
大河原 （学）柴田学園 たんぽぽ幼稚園
大河原 リコーインダストリー㈱ 東北事業所
大河原 ㈲宮城総合エンジニア
大河原 川崎町森林組合
大河原 （福）福寿会 障害者支援施設 旭園
大河原 仙南地域広域行政事務組合 大河原消防署
大河原 ㈲菅野工務店
大河原 宮城三菱自動車販売㈱ 大河原店
大河原 トヨタカローラ宮城㈱ アムシス柴田店
大河原 庄司電気㈱ 大河原工場
大河原 大沼舗設㈱
大河原 ㈱県南衛生工業
大河原 ㈱菓匠三全 製造本部
大河原 ㈱丸正精建
大河原 仙南カイハツ商事㈱



管轄警察暑 事業所名称
大河原 仙南地域広域行政事務組合 柴田消防署
大河原 ㈱ウエノ 仙南支店
大河原 ㈱山春建設
大河原 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ大河原
大河原 ㈱新日電業商会
大河原 大河原税務署
大河原 ㈲柴田衛生社
大河原 佐忠産業
大河原 ㈱スズキ自販宮城 大河原営業所
大河原 みやぎ生活協同組合 宅配運営部 柴田センター
大河原 セコム㈱ 大河原支社
大河原 ㈲平間産業
大河原 ㈲太田鉄筋工業所
大河原 カメイ㈱ 仙南営業所
大河原 ㈱太田工業
大河原 （福）鶴寿会
大河原 ㈱東京ダイヤモンド工具製作所 仙台工場
大河原 全農宮城県本部 南部葬祭支援センター
大河原 障害者支援施設 ふぼう
大河原 ㈱ダイリツプランニング（ポートピア川崎）
大河原 ㈱フローラ メモリアルホール大河原
大河原 ㈱ここみケア フォルテデイサービス
大河原 （福）村田町社会福祉協議会
大河原 医療法人社団 清山会 介護老人保健施設 さくらの杜
大河原 ＥＮＥＯＳグローブエナジー㈱ 南東北支社 仙台支店 仙南営業所
大河原 ㈱日産サティオ宮城 船岡店
大河原 （特非）ガンバ・ペッチャー
大河原 みやぎ県南中核病院企業団
大河原 介護老人保健施設 あいやま
大河原 （一財）公園財団 みちのく公園管理センター
大河原 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター大河原
大河原 ㈲佐藤建業
大河原 東北労働金庫 大河原支店
大河原 （福）川崎町社会福祉協議会
大河原 ㈱ヒルズ
大河原 北日本電線㈱ 槻木事業所
大河原 みちのくメンテナンス㈱
大河原 三丸化学㈱
大河原 さくら運転代行社
大河原 （福）大河原町社会福祉協議会
大河原 三條物産㈱ 東北事業部
大河原 ㈱安藤仁七商店
大河原 （公社）宮城県看護協会 柴田・角田地域訪問看護ステーション
大河原 （福）柴田町社会福祉協議会
大河原 富士ゼロックス宮城㈱ 仙南営業所
大河原 かえる運転代行
大河原 ㈱宮城県学校用品協会 柴田支所
大河原 日本郵便㈱ 川崎郵便局
大河原 日本郵便㈱ 柴田郵便局
大河原 日本郵便㈱ 槻木郵便局
大河原 ㈱武藤工務店
大河原 ㈱東京ダイヤモンド工具製作所 仙台日の崎工場
大河原 ㈱高速宮城県南営業所
大河原 川崎生コン㈱
大河原 ㈱フローラ メモリアルホール柴田
大河原 ネッツトヨタ仙台㈱ 柴田店



管轄警察暑 事業所名称
大河原 宮城ホンダ販売㈱ 大河原店
大河原 宮城ホンダ販売㈱ 船岡店
大河原 （医）仁泉会 川崎こころ病院
大河原 ㈱ミツウロコ ヴェッセル東北 仙南店
大河原 ㈱フローラ メモリアルホール桜
大河原 ㈱エネサンス東北 柴田支店
大河原 富士沢工業㈱
大河原 エクシオ・エンジニアリング東北㈱ アクセス事業部 仙南技術センタ
大河原 ㈱トニー
大河原 ㈱アルプスビジネスクリエーション 大河原営業所
大河原 （福）はらから福祉会
大河原 （福）はらから福祉会 びいんず夢楽多
大河原 コカ・コーラボトラーズジャパンベンディング㈱ 仙南セールスセンター
大河原 （福）はらから福祉会 くりえいと柴田
大河原 ㈱ササキコーポレーション 仙台営業所
大河原 ㈱ネクステージ 仙南柴田店
大河原 宮城スバル自動車㈱ 大河原店
大河原 東北七県配電工事㈱ 仙南営業所
大河原 フクニシ㈱
大河原 日野金属産業㈱ 宮城営業所
大河原 日立建機日本㈱ 仙南営業所
大河原 炉ばた はたはた
大河原 ㈱フローラ メモリアルホール川崎
大河原 ミナミ運転代行
大河原 ㈱ドリームランドリー
大河原 みやぎ仙南農業協同組合 サービス事業部 葬祭課
大河原 ㈱タカヤ
大河原 サクラ工業㈱
大河原 トヨタＬ＆Ｆ宮城㈱ 仙南営業所
大河原 ㈲永山設備工業
大河原 ㈲高美住設
大河原 古川工業㈱
大河原 ㈱ＵＥＸ 東北支店
大河原 渡辺パイプ㈱ 仙台南サービスセンター
大河原 ㈱畑山電気工業所
大河原 ㈱葵林産
大河原 葉槻代行
大河原 セントラルスポーツ㈱ ヒルズ県南総合プール
大河原 東京海上日動火災保険㈱ 仙南事務所
大河原 （福）常盤福祉会 多機能型地域ケアホーム ふなおか
大河原 住友不動産㈱新築そっくりさん事業本部 宮城事業所 宮城南営業所
大河原 カメイ㈱ カーケアセンターセルフ船岡店
大河原 東北特殊鋼㈱
大河原 ＳＯＭＰＯケア柴田デイサービス
大河原 しろがね運転代行
大河原 仙建工業㈱ 仙台鉄道支店 大河原土木出張所
大河原 フジ地中情報㈱仙台支店 柴田町水道お客様センター
大河原 ㈱パルコホーム宮城 仙南支店
大河原 ダスキンヘルスレント仙南ステーション
大河原 みやぎ仙南農業協同組合 柴田地区事業本部槻木支店
大河原 ㈱伊藤チェーン 本部
大河原 仙台あんしん運転代行
大河原 ㈱ＡＳＴＯＳ
大河原 ㈱常盤メディカルサービス 仙南営業所
大河原 全農東北エネルギー㈱ ＪＡクミアイプロパン仙南販売所
大河原 ㈱南東北クボタ 大河原営業所



管轄警察暑 事業所名称
大河原 全農東北エネルギー㈱ ＪＡＳＳ－ＰＯＲＴ柴田
大河原 ㈱中央特殊興業 宮城営業所
大河原 ㈱竹内ハガネ商行 仙台営業所
大河原 セントケア宮城㈱ セントケア大河原
大河原 みやぎ県南医療生活協同組合
大河原 仙台トヨペット㈱ 大河原バイパス店
大河原 サンアイパック㈱ 仙台工場
大河原 東鉄工業㈱ 東北支店 降雨防災工事所
大河原 ＡＴアクト㈱ 宮城第二支店
大河原 ㈱北海屋
大河原 ワートスナジー㈱
大河原 ㈱国分商会 東北支店
大河原 ㈱登勇管工設備
大河原 ㈱高 良
大河原 東亜建設工業㈱ 菅生ＳＩＣ作業所
大河原 大河原郵便局 かんぽサービス部
大河原 ㈱プルータス 仙台支店
大河原 蔵王リース㈱ 営業１課
大河原 蔵王リース㈱ 柴田営業所
大河原 宮城日野自動車㈱ 大河原営業所
大河原 ㈱開発商事
大河原 ＳＯＭＰＯケア㈱ ＳＯＭＰＯケア柴田訪問介護
大河原 朝日生命保険相互会社 宮城南営業所
大河原 ホシザキ東北㈱ 仙台南営業所
大河原 Ｓ０ＭＰＯケア 柴田 居宅介護支援
大河原 （医）光友会 介護老人保険施設 アルパイン川崎
大河原 村田町デイサービスセンター
大河原 ㈱グラン
大河原 ㈱北文社 柴田営業所
大河原 三友工業㈱
大河原 明治安田生命保険相互会社 大河原営業部
大河原 ㈱東北スヤマ
大河原 （福）すばる さくら介護支援事業所
大河原 クラシタス㈱ 仙南支店
白石 ㈱アステム
白石 いすゞ自動車東北㈱ 宮城支社 仙南支店
白石 ㈱シマヌキ建工
白石 新誠木材㈱
白石 古賀オール㈱ 東北支店
白石 ㈲大野建設
白石 ㈱遊佐組
白石 （特養）八宮荘
白石 みやぎ仙南農業協同組合 白石支店
白石 ㈱ユアテック 白石営業所
白石 南蔵王自動車学校
白石 白石興産㈱
白石 ㈱マルダイ建設
白石 協業組合 仙台清掃公社 仙南事業所
白石 東北電力ネットワーク㈱ 白石電力センター
白石 仙南信用金庫
白石 白石生コンクリート㈱
白石 セコム工業㈱
白石 共和自動車工業㈱
白石 サンダイ工業㈲
白石 宮城県白石警察署
白石 白石市役所



管轄警察暑 事業所名称
白石 日本郵便㈱ 白石郵便局
白石 ㈱白石モーター
白石 上西産業㈱ ガス部
白石 七ヶ宿町役場
白石 ㈲大泉建業
白石 トーカドエナジー㈱ 白石工場
白石 蔵王町役場
白石 ㈲島貫タイヤ商会
白石 日本ハイウェイ・サービス㈱ 仙台支店 仙南事業所
白石 はたけなか製麺㈱
白石 蔵王町国民健康保険 蔵王病院
白石 七ヶ宿町教育委員会
白石 ㈲斎藤工業
白石 みやぎ仙南農業協同組合 蔵王地区事業本部 蔵王支店
白石 ㈱髙橋建設
白石 ㈱ミヤテツ
白石 （一財）東北電気保安協会 白石事業所
白石 ㈲旅館 源兵衛
白石 ㈲西谷葬祭総業
白石 ㈲佐我建材
白石 仙南生コンクリート㈱ 蔵王工場
白石 ㈲高橋組
白石 ㈱ミヤギタノイ
白石 ㈱石油ガス工事 白石工場
白石 認定こども園 ひかり幼稚園
白石 ㈱鈴木建業
白石 ㈱さんさ亭
白石 トヨタカローラ宮城㈱ 白石店
白石 ニコニコ運転代行
白石 ㈱村井林業
白石 蔵王ジーエル㈱
白石 ㈱亀岡建設
白石 ㈲鈴木組
白石 白石蔵王森林組合
白石 （福）白石陽光園
白石 ㈱エコー設備工業
白石 ㈱オートパル
白石 ㈱西山工務店
白石 ㈱大正自動車
白石 橋本産業㈱ 白石営業所
白石 春工業㈱
白石 山家工業㈲
白石 丸山㈱
白石 広栄工業㈱ 宮城支店
白石 ㈲ニューホワイトクリーニング
白石 大和リゾート㈱ Ａｃｔｉｖｅ Ｒｅｓｏｒｔｓ 宮城蔵王
白石 ㈱柴田自動車整備工場
白石 ダイワロイヤルゴルフ㈱ 宮城蔵王カントリークラブ
白石 ㈲ヒラマ工務店
白石 遠藤商事㈱
白石 ㈲鈴木設備工業
白石 丹野モータース
白石 蔵王リース㈱ 整備センター
白石 ㈱松田製粉
白石 ㈲東北進学ゼミナール スポーツメイト白石蔵王
白石 ㈲なかよし産業



管轄警察暑 事業所名称
白石 宮城県仙南・仙塩広域水道事務所
白石 佐藤技建㈱
白石 ㈱村正建設
白石 （公財）白石市文化体育振興財団 スパッシュランドしろいし
白石 ㈱蔵王松田
白石 協業組合 仙南環境公社
白石 コマツカスタマーサポート㈱ 東北カンパニー 白石支店
白石 ㈱カキヤ
白石 真心安心運転代行
白石 白石市上下水道事業所
白石 白石市総合福祉センター
白石 （福）白石ひまわり
白石 ㈱フローラ メモリアルホール白石
白石 白石市農林振興センター
白石 ㈲阿部工営社
白石 宮城日産自動車㈱ 白石店
白石 日本エア・リキード合同会社 産業ガス事業本部 北日本支社（東北）
白石 東北送配電サービス㈱ 白石営業所
白石 ㈲東栄電設
白石 宮城県農業共済組合 県南家畜診療センター
白石 ㈱川井石油
白石 （公社）白石市シルバー人材センター
白石 （福）蔵王町社会福祉協議会
白石 （福）白石市社会福祉協議会
白石 （医）仁泉会 デイサービスセンターしろいし
白石 仙南地域広域行政事務組合 白石消防署
白石 しらとり運転代行
白石 （資）一條旅館
白石 ㈱八島電気通信工業
白石 ㈱村山建設
白石 ㈱ジェー エー シー 蔵王資源リサイクル工場
白石 ㈱五十嵐商会 白石営業所
白石 ㈱宮城ニコンプレシジョン
白石 ㈱中川ソフトエンジニアリング 白石出張所
白石 ㈲マルカコーポレーション
白石 日本郵便㈱ 宮郵便局
白石 日本郵便㈱ 円田郵便局
白石 日本郵便㈱ 遠刈田郵便局
白石 ㈱県南エコテック
白石 白石市外二町組合 公立刈田綜合病院
白石 ㈱ＰＡＬＴＡＣ 東北支社 ＲＤＣ宮城
白石 相沢鉄工建設㈱
白石 ㈱青木製作所 宮城工場
白石 ＮＥＣネットワーク・センサ㈱ 白石事業所
白石 仙周工業㈱
白石 ＳＫ工業㈱
白石 みやぎ仙南農業協同組合 白石介護支援センター
白石 ㈱上伸
白石 ㈱クラウン・パッケージ 仙台事業所
白石 ㈱アーネストワン 白石営業所
白石 和建設㈱
白石 ㈱サン・ベンディング東北 仙南営業所
白石 ㈱白金商事
白石 ㈱蔵王高原フーズ
白石 ㈱ニコンプロダクトサポート 蔵王営業所
白石 雪印種苗㈱ 白石営業所



管轄警察暑 事業所名称
白石 （公社）みやぎ農業振興公社 白石牧場
白石 ㈱オフィスコーポレーション 仙台営業所
白石 日本環境㈱ 白石事業所
白石 第一開明㈱ 白石営業所
白石 まごころ運転代行
白石 荒井商事㈱ 蔵王湧水工場
白石 みやぎ仙南農業協同組合 蔵王地区事業本部 組織営農課
白石 仙台トヨペット㈱ 白石蔵王店
白石 ㈱フジタ白石蔵王造成作業所
白石 ㈱トーキン
白石 ㈱シムラ
白石 ㈲紺野重機
白石 セントケア宮城㈱ セントケアしろいし
白石 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ白石
白石 ㈱髙橋興業 永坂営業所
白石 （特非）不忘アザレア みやぎ蔵王白石スキー場
白石 （福）伯和会
白石 ネッツトヨタ仙台㈱ 白石マイカーセンター
白石 ネッツトヨタ仙台㈱ 白石店
白石 ㈱蔵王高原牧場
白石 ㈱蔵王自動車整備工場
白石 国土開発工業㈱ 白石ＭＳ作業所
白石 蔵王リース㈱ 蔵王営業所
白石 かんぽ生命保険 白石郵便局かんぽサービス部（仙台支店）
白石 ㈱白高商事
白石 日起建設㈱ 白石フジタ作業所
白石 ㈱みずむすびサービスみやぎ 南部山浄水場
白石 ㈱フクダ 東北工場
白石 （学）萠愛学園 西山学院高等学校
白石 ㈱ＢＯＦデイサービス 杜のめぐみ
白石 （福）七ケ宿町社会福祉協議会 七ケ宿町高齢者生活福祉センター
白石 水谷建設㈱ 白石ＭＳ作業所
白石 第一環境㈱ 東北支店 白石事務所
白石 クリーン企画産業
白石 ㈱七十七銀行 白石支店
角田 ㈱渡辺組
角田 宮城県角田警察署
角田 角田市役所
角田 角田レミコン㈱
角田 ㈱春日部組
角田 ㈱石川組
角田 仙南中央森林組合
角田 ㈱佐藤建設
角田 丸森町役場
角田 ㈱本田組
角田 大蔵山スタジオ㈱
角田 ㈱森砂利店
角田 船山建設㈱
角田 みやぎ仙南農業協同組合 角田地区事業本部
角田 仙南サクマ㈱
角田 ㈲池田屋菓子店
角田 窪田電気工事㈱
角田 ㈱五十嵐商会 丸森営業所
角田 ㈱第一商事
角田 みやぎ仙南農業協同組合 丸森地区事業本部
角田 ㈱五十嵐商会 角田営業所



管轄警察暑 事業所名称
角田 協業組合 角田市ガスセンター
角田 ㈱角田自動車学校
角田 ㈲丸武工業
角田 ホーチキ㈱ 宮城事業所
角田 日広建設㈱
角田 ㈲不動興業
角田 ㈱フローラ メモリアルホール角田
角田 アイリスオーヤマ㈱ 角田工場
角田 ㈱関沼組
角田 ㈱井上組
角田 ㈱大槻建設
角田 ㈲髙橋建材
角田 （福）恵萩会 はぐくみ学園
角田 ㈱吉内鉄工建設
角田 アルプスアルパイン㈱ 角田工場
角田 ㈱大木組
角田 仙南地域広域行政事務組合 角田消防署
角田 ㈱畑中工務店
角田 （宗）長泉寺 ミネ幼稚園
角田 宮城製粉㈱
角田 丸眞建設㈱
角田 （公財）角田市地域振興公社
角田 ㈲高美住設 角田支店
角田 ㈱岡田石材工業
角田 武藤造園㈱
角田 ㈱加藤組
角田 ㈱ワカキ
角田 宮城県農業共済組合 県南支所
角田 ㈱伊達物産丸森事業所
角田 ㈲髙橋設備
角田 遠正建設㈱
角田 日立Ａｓｔｅｍｏ㈱ 宮城第一工場
角田 ㈱宮城ヤンマー商会 角田支店
角田 池田畳工業㈱
角田 日本郵便㈱ 角田郵便局
角田 ㈲佐藤油店 丸森給油所
角田 ㈲佐藤油店 角田営業所
角田 石川建設㈱
角田 あぶくま川水系角田地区土地改良区
角田 国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター
角田 ㈱ホシナ
角田 仙南工業㈱
角田 ㈲エス・ジェイ・メンテナンス
角田 日立Ａｓｔｅｍｏ㈱ 宮城第五工場
角田 ㈱八島工業
角田 （福）ウェルフェア仙台
角田 ㈲加藤土木
角田 ㈲仙南仮設興業
角田 ㈱丸隆
角田 ㈲中村電気工事
角田 ㈲島影工務店
角田 日立Ａｓｔｅｍｏ㈱ 宮城第三工場
角田 ㈲小野商店
角田 ウォルブロー㈱
角田 ㈲赤坂舗装建設
角田 ㈱杉沢工務店



管轄警察暑 事業所名称
角田 ㈱ウジエ道路工業
角田 北日本電線サービス㈱
角田 ㈱アルプスビジネスクリエーション 東北支店 角田営業所
角田 日立Ａｓｔｅｍｏ㈱ 宮城第二工場
角田 （福）角田市社会福祉協議会
角田 ㈱ツクイ ツクイ角田北郷
角田 ㈱マトロ
角田 ㈱サポート
角田 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター角田
角田 （医）明理会 丸森ロイヤルケアセンター
角田 日立Ａｓｔｅｍｏ㈱ 宮城事業所
角田 アストモスリテイリング㈱ 東北カンパニー宮城支店 仙南営業所
角田 （公社）角田市シルバー人材センター
角田 ㈲佐藤ボデー工業
角田 ㈱東北三之橋
角田 ㈱ホシバン
角田 ㈲窪田建設
角田 日本郵便㈱ 丸森郵便局
角田 （福）みやぎ会 デイサービスセンターにこトピア角田
角田 （財）丸森町観光物産振興公社
角田 ㈱キョウユウ建設
角田 ㈲コーセイサービス 角田事業所
角田 （福）はらから福祉会 みずきの里丸森
角田 ㈱金山自動車
角田 ㈱コスモテック 東日本事業部 東北事業所
角田 ㈱ツクイ ツクイ丸森大内
角田 ㈲土生重機
角田 ㈱大槻型枠
角田 日立Ａｓｔｅｍｏ亘理㈱ サクラ工場
角田 ㈲よろづや
角田 ㈲菊地住建
角田 公益社団法人 丸森町シルバー人材センター
角田 みやぎ仙南農業協同組合 ＪＡオートパル角田
角田 ㈱星測量設計
角田 ㈱伊藤建材
角田 ㈲牛澤工務店
角田 ㈱ホンダプリモ角田
角田 ㈱月崎工務店
角田 泉代行
角田 日幸電設㈱ 角田営業所
角田 博新工業㈱
角田 サンキュー運転代行
角田 ㈱ヰセキ東北 宮城支社 仙南営業所
角田 ㈱ミツイ 暖暖の里 角田
角田 ㈱美紀工業
角田 ロケット運転代行
角田 コスモス運転代行
角田 ㈲若木商会
角田 ㈱ミツキ
角田 朝日運転代行
角田 国土交通省東北地方整備局 宮城南部復興事務所
角田 ㈱介護サポート おやまデイサービスセンター
角田 （医）金上仁友会 介護老人保健施設ゆうゆうホーム
角田 タスケマン㈱
角田 ㈱ＨＤＭ
角田 宮城トヨタ自動車㈱ ＭＴＧ角田



管轄警察暑 事業所名称
角田 ㈱ニッコクトラスト東日本支社 角田市学校給食センター
角田 ㈱伊具緑化
角田 セントケア宮城㈱ 角田営業所
角田 ワタミ㈱ 宮城角田営業所
角田 かくだ運転代行
角田 カレン運転代行
角田 ㈱天野産業 東北支社
角田 丸森町森林組合
角田 若築建設㈱ 丸森作業所
角田 ㈱スバック 仙台営業所
角田 前田建設工業㈱ 丸森３号トンネル作業所
角田 （福）丸森町社会福祉協議会
亘理 （福）山元町社会福祉協議会
亘理 前田道路㈱ 仙台合材工場
亘理 宮城県亘理警察署
亘理 日幸電設㈱
亘理 野村建設㈱
亘理 亘理町役場
亘理 ㈱ダイコー
亘理 ㈱シグマット
亘理 山元町役場
亘理 日幸電機㈱
亘理 ㈱日幸電機製作所 坂元工場
亘理 弘進ゴム㈱ 亘理工場
亘理 ㈱芦名組
亘理 ㈱斎藤工務店
亘理 阿部春建設㈱
亘理 ㈱阿部工務店
亘理 ㈲やまと屋
亘理 ㈱八木工務店
亘理 ㈱太田工務店
亘理 ㈱光和電設
亘理 ㈱宍戸工業所
亘理 ワタリ土木㈱
亘理 ㈱ナルケ自動車
亘理 ㈱アコーディアＡＨ０１ 宮城野ゴルフクラブ
亘理 結城組㈱
亘理 安住電機㈱
亘理 ㈱仙台スプリング製作所 山元工場
亘理 いちょうの実幼稚園
亘理 亘理土地改良区
亘理 ㈲菊地工業
亘理 角田レミコン㈱ 亘理工場
亘理 ㈱丸二武蔵商店
亘理 ホクシン農材㈱
亘理 （学）山元中央学園 やまもと幼稚園
亘理 ㈲ヤマヒコ（お弁当 深山）
亘理 ㈱光重機
亘理 障害者支援施設 静和園
亘理 ㈱シプロ
亘理 （特養）第二日就苑
亘理 ㈱武進 ドライブイン田園
亘理 日本郵便㈱ 山元郵便局
亘理 守久建設㈱
亘理 ㈱鈴久建設
亘理 ㈱クロサキ自動車



管轄警察暑 事業所名称
亘理 （特養）みやま荘
亘理 宮城県亘理農業改良普及センター
亘理 ㈱馬上かまぼこ店
亘理 宮城県立山元支援学校
亘理 ㈱リード 仙台工場
亘理 亘理地区行政事務組合 亘理消防署
亘理 木村設備工業㈱
亘理 ㈱北村製作所 宮城工場
亘理 仙南ベニヤ㈱
亘理 ㈱岩佐組
亘理 ㈱渡辺工務店
亘理 興信管工㈱
亘理 ㈱山元電設
亘理 ㈲安田工務店
亘理 ㈱ヤマムラ
亘理 ㈱ライフサポートわたり
亘理 ㈱大光電気
亘理 ㈲大一生コン
亘理 岩機ダイカスト工業㈱ 本社工場
亘理 （福）亘理町社会福祉協議会
亘理 （医）松村クリニック
亘理 日本郵便㈱ 亘理郵便局
亘理 ㈱岩見組
亘理 ㈱クリワダ
亘理 （公社）亘理町シルバー人材センター
亘理 山元町デイサービスセンター 知楽荘
亘理 （医）育志会 介護老人保健施設 アルカディア ウェル
亘理 協業組合 亘理清掃公社
亘理 宮城カイハツ㈱
亘理 （医）仁泉会 デイサービスセンター しんまち
亘理 ㈱ワタヨシコーポレーション
亘理 エンドウメタル工業㈱ 東北支社
亘理 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター亘理
亘理 ㈱トラスト
亘理 ㈲渋谷組
亘理 四十川代行
亘理 （福）はらから福祉会 えいむ亘理
亘理 （特非）にこにこケアサービス
亘理 ㈱佐藤製線所
亘理 ㈱フローラ メモリアルホールおおくま
亘理 ㈱カナモト 仙台南営業所
亘理 ㈱門脇総合設備
亘理 みやぎ亘理農業協同組合 本所
亘理 （特非）にこにこケアサービス すみれデイサービス
亘理 ㈱スズキショップわたり
亘理 ミライフ東日本㈱ 亘理店
亘理 ㈱オフシス
亘理 日立Ａｓｔｅｍｏ亘理㈱ ワタリ工場
亘理 舞台アグリイノベーション㈱ 亘理精米工場
亘理 ㈱シンエイ
亘理 ㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター山下
亘理 サンエイト運転代行
亘理 全農エネルギー㈱ 県南ＬＰガスセンター
亘理 ㈲セイキ冷熱
亘理 ㈱介人
亘理 ㈱高良 亘理営業所



管轄警察暑 事業所名称
亘理 ㈱チャント
亘理 県南エリアコミュニティ地域生活支援拠点 県南ありのまま舎
亘理 ㈱上の組 ユースポ亘理デイトレセンター
亘理 水ｉｎｇＡＭ㈱ 山元管理事務所
亘理 みやぎ亘理農業協同組合 山下支所
亘理 （福）日就会 デイサービスセンター悠里荘
亘理 （福）日就会 亘理町デイサービスセンター おおくま荘
亘理 ㈱宮城ヤンマー商会 亘理支店
亘理 ㈱共栄環境事業公社
亘理 ㈱冨沢商店
亘理 東海リース㈱ 仙台配送センター
亘理 イワタニセントラル東北㈱ 山元営業所
亘理 岩機ダイカスト鋼業㈱ 坂元工場
亘理 岩機ダイカスト工業㈱ 小平工場
亘理 ㈱幸工業
亘理 東北技研㈱
亘理 第一環境㈱


