
事業所名 事業所所在地 認定書認定年月日
株式会社　アーキボックス 仙台市 青葉区 本町 3—6—17 ｱｯﾌﾟﾙ本町ﾋﾞﾙ4F 2017年3月28日
ＥＡＲＴＨ　ＣＲＥＡＴＥ　株式会社 仙台市　青葉区　国分町　１－８－１４ 2021年10月1日
株式会社　アーセス 仙台市　宮城野区　榴ヶ岡　1-1-1　JR仙台イーストゲートビル5階 2018年6月12日
株式会社　ＲＥ東北 仙台市　青葉区　二日町　１６－１　二日町東急ビル５－Ｃ 2018年6月20日
株式会社　Ｒ・Ｔ・プラス 仙台市　青葉区　本町　１－３－９ 2017年6月5日
アールランド開発　株式会社 仙台市　青葉区　国分町　３－４－５ 2017年10月24日
株式会社　あいあ―る 仙台市　青葉区　郷六　舘　１９ 2017年5月30日
アイアンドエス　税理士法人 仙台市　青葉区　花京院　２－１－１４　花京院ビルディング１２階 2017年5月8日
株式会社　アイオーティドットラン 仙台市　青葉区　一番町　１－８－１０　京成壱番町ビル２階 2020年7月15日
有限会社　アイテム設計 仙台市　青葉区　片平　１－２－２２　ロイヤーパークビル４階　Ａ 2017年9月12日
株式会社　アイハート 仙台市　青葉区　本町　１－６－２３-5F 2017年8月3日
株式会社　あおいビジネスソリューションズ 仙台市　青葉区　旭ケ丘　３－１１－３ 2017年5月15日
株式会社　赤門自動車学校 仙台市　青葉区　川内川前丁　６１ 2017年1月11日
株式会社　アクアクララ東北 仙台市　青葉区　上愛子　松原 47-14 2017年8月29日
有限会社　旭陽保険サ―ビス 仙台市　青葉区　一番町 1-6-13 2017年7月19日
株式会社　アスログ 仙台市　青葉区　台原　３－３８－２　ベルシティ森林公園　１０６ 2020年3月15日
株式会社　アソシエートソリューションズ 仙台市　青葉区　一番町　１－１６－２３　一番町スクエア４Ｆ 2019年9月10日
熱海建設株式会社 仙台市　青葉区　錦町　１－１－３１ 2017年1月23日
株式会社　アテナ事務機 仙台市　宮城野区　日の出町２－２－８ 2017年4月3日
有限会社　アド・フォ―ト 仙台市　青葉区　昭和町　3-55　旭コーポラス北仙台104 2017年6月20日
税理士法人　アビーナリーマネジメント 仙台市　青葉区　一番町　１－９－１　仙台トラストタワー７Ｆ 2019年4月23日
アプラクション　株式会社 仙台市　青葉区　八幡　２－１２－１１ 2017年7月24日
株式会社　阿部和工務店 仙台市　青葉区　上杉　１－１７－１８　銅谷ビル内 2017年2月16日
株式会社　アべキ 仙台市 青葉区 二日町 11—11 ANDOﾋﾞﾙ3F 2017年8月10日
株式会社　安部自動車 仙台市　青葉区　中央　２－７－３０ 2017年7月4日
株式会社　アルト 仙台市　青葉区　堤町　１－１－２　エムズ北仙台９階 2017年4月3日
株式会社　アルファー企画 仙台市　青葉区　米ケ袋　２―１―９　米ケ袋ハイツ 205 2020年9月15日
Ａｌｏｒｉｃａ　Ｊａｐａｎ　株式会社 仙台市　青葉区　上杉　１－６－６　イースタンビル９階 2019年7月9日
株式会社　あんしん保険コンサルティング 仙台市　青葉区　国分町　３－６－１　仙台パークビル４階 2018年10月2日

仙台市　青葉区　本町　１―１０―３　仙台新和ビル　４階 2017年2月1日
イーコンセプト　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　2-7-5 2021年10月1日
株式会社　イート 仙台市　青葉区　木町通　２－５－４　木町東経ビル２F 2020年10月1日
株式会社　いきちか 仙台市　青葉区　花京院　２－１－１４　花京院ビルディング１２階 2017年5月8日
石井ビル管理　株式会社 仙台市 青葉区 国分町 3—6—1 仙台ﾊﾟ—ｸﾋﾞﾙ10階 2017年8月22日
いずみ興産　株式会社 仙台市　青葉区　芋沢　大竹新田下　１９―１ 2017年10月11日
株式会社　いちたす 仙台市　青葉区　一番町　１－１－３１　山口ビル　７０３ 2020年11月1日
有限会社　伊藤総業 仙台市　青葉区　荒巻中央　３―１０ 2017年6月5日
イワコ―　株式会社 仙台市　青葉区　栗生 5-7-8 2017年2月21日



株式会社　イワマ靴店 仙台市　青葉区　一番町　４―９―１７ 2017年3月13日
株式会社　インタ―ジェム 仙台市　青葉区　中央　２―１―５　青葉２１ビル　７階 2017年10月3日
インテグリ　税理士法人 仙台市　青葉区　本町　２－１－２９　仙台本町ホンマビルディング8階 2020年7月1日
株式会社　ウィット･アソシエイツ 仙台市 青葉区 堤通雨宮町 4-11 伊藤ﾋﾞﾙ2F 2019年4月9日
株式会社　上野住宅企画 仙台市　青葉区　中山　５－７－３ 2017年3月6日
株式会社　ウエルシスパートナーズ 仙台市　青葉区　一番町　１－１－３０　南町通有楽館ビル　５階 2021年9月1日
ウツミ工務店　株式会社 仙台市　青葉区　中山吉成　１―９―６ 2020年2月1日
株式会社　永紳司 仙台市　青葉区　二日町　２－１　キムラオフィスビル４Ｆ 2020年8月1日
ＨＲＭ　株式会社 仙台市　青葉区　本町　１－５－３１　シエロ仙台ビル　５Ｆ 2018年1月31日
株式会社　Ａ 仙台市　青葉区　国分町　３－８－１0　我妻ビル　503 2020年3月15日
株式会社　エキサイト 仙台市 青葉区 国分町 1-6-9 ﾏﾆｭﾗｲﾌﾌﾟﾚｲｽ仙台7F 2018年9月19日
株式会社　エクシオン 仙台市青葉区本町二丁目1番29号 2019年11月20日
株式会社　エクライズ 仙台市 青葉区 一番町 2-10-26 旭ｺ—ﾎﾟﾗｽ一番町A棟4階 2017年6月12日
株式会社　エス・キャスト仙台 仙台市 青葉区 上杉 5—1—1 上杉五番館2階 2016年11月9日
株式会社　ＳＬＳ 仙台市　青葉区　一番町　１―１４―３２ 2017年5月15日
株式会社　エスクルー 仙台市　青葉区　本町　２－１０－３３　第二日本オフィスビル６Ｆ 2017年6月20日
エヌ・ティファシリティーズ株式会社 仙台市　青葉区　国分町　１－６－１８　東北王子不動産ビル９Ｆ 2017年2月21日
株式会社　エヌエスシー 仙台市　青葉区　国分町　１－６－９ 2017年2月21日
株式会社　ＮＫＪ 仙台市　青葉区　一番町　１―４―３０　さのやビルディング７Ｆ 2017年7月24日
有限会社　エヌケイプランニング 仙台市　青葉区　柏木 1-1-53 飛島建設東北支店ビル2F 2017年9月19日
株式会社　ｅｐｉ＆ｃｏｍｐａｎｙ 仙台市　青葉区　二日町　１７－２２　 ＴＮＥＲ　３０８ 2021年7月15日
ＭＳ南東北　株式会社 仙台市 青葉区 一番町 2—5—27 3階 2017年10月11日
エムシーテック　株式会社 仙台市　青葉区　台原　６－６－１１ 2022年3月31日
株式会社　Ｌ－ＰＬＡＮＮＥＲＳ 秋田県秋田市八橋大沼町13-28 2021年10月15日
株式会社　エンタツ 仙台市　青葉区　中央 3-7-1 2017年9月19日
株式会社　エンドーチェーン 仙台市　青葉区　中央 4-1-1 2017年2月16日
株式会社　大江設計 仙台市　青葉区　南吉成 3-1-7 2017年5月8日
有限会社　大場土建 仙台市　青葉区　旭ケ丘　１－１６－２０ 2018年8月7日
有限会社　大原飲食 仙台市　青葉区　花京院　１－４－２５－２０７ 2017年11月28日
ΟＧＡＴＡトラストトレーディング　株式会社 仙台市　青葉区　芋沢　赤坂１７－４ 2017年5月8日
株式会社　オリエンタル・ガード・リサーチ　東北支店仙台市　青葉区　一番町　１－１－３１ 2017年2月16日
有限会社　オリオン制作 仙台市　青葉区　荒巻字青葉　４３９ 2017年5月15日
株式会社　オリックスプランズワン 仙台市　青葉区　中央　２―８―２０　村田エステートビル４階 2017年10月24日
有限会社　柏木自動車整備工場 仙台市　青葉区　柏木　２ー１ー４７ 2017年5月22日
勝山企業　株式会社 仙台市　青葉区　上杉　5-3-36 2018年6月5日
株式会社　かとう精肉店 仙台市　青葉区　上杉　１―１４―２０ 2020年11月15日
株式会社　みずき 仙台市　青葉区　みやぎ台　５－７－７ 2021年10月15日
かめやま産業株式会社 仙台市　青葉区　中央　２－７－３０ 2017年6月12日
萱場工業　株式会社 仙台市　青葉区　葉山町　１－２６ 2017年10月16日



株式会社　悠司 仙台市青葉区錦ケ丘6-11-12 2021年6月15日
医療法人　川平内科 仙台市　青葉区　川平 3-40-10 2017年2月16日
カンコー商事　株式会社 仙台市　青葉区　錦町　１－４－１０ 2018年10月30日
菊田陶業　株式会社 仙台市　青葉区　堤町　２－３－１２ 2017年10月3日
株式会社　菊地葬儀社 仙台市　青葉区　本町　２－１９－１５ 2017年6月5日
株式会社　菊電社 仙台市　青葉区　堤通雨宮町　５－２５ 2017年6月20日
株式会社　紀生 仙台市　青葉区　昭和町　６―６ ニカーシドル2F 2021年10月15日
株式会社　協栄興産 仙台市　青葉区　昭和町　２－３４ 2020年7月15日
株式会社　共生医学研究所 仙台市　青葉区　芋沢　権現森山　８２－１４ 2018年8月29日
株式会社　協同企画 仙台市　青葉区　旭ケ丘 2-21-5 2017年9月12日
共同建材　株式会社 仙台市　青葉区　木町通 2-1-33 2019年4月23日
株式会社　金港堂 仙台市　青葉区　一番町　２－３－２６ 2017年2月1日
株式会社　グッドフェローズ 仙台市　青葉区　台原　３－３８－２５ 2017年7月19日
社会福祉法人　国見会　特別養護老人ホーム　国見苑仙台市　青葉区　国見　６―４０―３５ 2017年3月21日
株式会社　クラウドスミス 仙台市　青葉区　一番町　１－１－３１　山口ビル９階 2022年3月1日
クラスターゲート　株式会社 仙台市　青葉区　二日町　１６－１　二日町東急ビル２Ｃ 2018年6月12日
株式会社　グランス 仙台市 青葉区 上杉 3—2—42 ﾗｲｵﾝｽﾞ仙台上杉ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ212号 2018年2月21日
株式会社　グリル赤井 仙台市　青葉区　錦町　１－８－３８－６０２ 2021年1月15日
グローブシップ　株式会社 仙台市 青葉区 一番町 2—8—15 太陽生命仙台ﾋﾞﾙ5階 2017年3月13日
株式会社　敬愛 仙台市　青葉区　落合　１―１２―１３ 2017年11月13日
社会福祉法人敬寿会　特別養護老人ホーム　仙台敬寿園仙台市　青葉区　下愛子　田中　３―１ 2017年4月3日
元気と情熱　株式会社 仙台市　青葉区　二日町　３－１０　グランシャリオビル２階 2018年11月22日
株式会社　健生 仙台市　青葉区　宮町 3-5-20 KENSEI BLDG ３階 2017年2月28日
Ｋеｎｓеｉセールスパートナー　株式会社 仙台市　青葉区　宮町　３－５－２０ 2017年6月20日
株式会社　建設新聞社 仙台市　青葉区　春日町 7-5 2017年2月28日
株式会社　建美 仙台市　青葉区　国分町　１－７－１８　東洋ワークビル 2017年3月6日
株式会社　光原社　仙台店 仙台市　青葉区　一番町　１－４－１０ 2020年10月15日
株式会社　構造計画 仙台市　青葉区　本町　３－５－２２　宮城県管工事会館７階 2019年6月25日
株式会社　コー・ワークス 仙台市　青葉区　一番町　１－８－１０　京成壱番町ビル　２０３ 2019年1月28日
株式会社　ＣＯＣＯ． 仙台市　青葉区　一番町　３－１－１５ 2022年3月31日
株式会社　ここみケア 仙台市　青葉区　上杉　１－８－１９ 2017年5月8日
コスモ警備　株式会社 仙台市 青葉区 上杉 5—1—1 上杉五番館2階 2016年11月9日
株式会社　コスモスウェブ 仙台市　青葉区　栗生　５－４－１ 2017年2月16日
コセキ　株式会社 仙台市　青葉区　堤通雨宮町　２－２６ 2017年2月21日
株式会社　後藤 仙台市　青葉区　小田原　５－３－１２ 2017年11月7日
株式会社　小西造型 仙台市　青葉区　一番町　３－７－１　電力ビル別館　４階 2017年2月21日
小松物産　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　１－４－２８ 2017年2月16日
株式会社　コムメディア 仙台市　青葉区　本町　１－１２－１２ 2017年2月28日
株式会社　小山商会 仙台市　青葉区　花京院 2-2-75 2017年6月20日



株式会社　ゴロク 仙台市　青葉区　国分町　２－５－３ 2018年11月22日
株式会社　コンサルティングステーション 仙台市　青葉区　錦町　１－６－５　中村ビル２－Β 2017年6月12日
株式会社　サイエンス土木 仙台市　青葉区　通町 2-14-12-601 2018年7月3日
斎藤コロタイプ印刷　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　２－７－１０ 2017年7月11日
財務リスクコンサルティング　株式会社 仙台市　青葉区　本町　１－１２－１２　ＧＭビルディング５Ｆ　Ｊ室 2017年8月10日
株式会社　盛総合設計 仙台市　青葉区　上杉　３－３－１６ 2017年6月20日
株式会社　佐勘金物店 仙台市　青葉区　八幡　５―２―８ 2017年6月26日
株式会社　佐々木会計事務所 仙台市　青葉区　二日町　１３－１８　ステーションプラザビル　４０１ 2019年11月20日
株式会社　佐々木組 仙台市　青葉区　上杉　１－６－３０ 2017年2月28日
有限会社　佐竹測量設計事務所 仙台市 青葉区 二日町 6-13 ｸﾞﾘ—ﾝｺ—ﾎﾟ二日町301 2017年9月26日
株式会社　サトウプランニングオフィス 仙台市 青葉区 片平 1—1—6—301 ﾈｵﾊｲﾂ片平 2019年8月20日
株式会社　佐藤ホールディングス 仙台市　青葉区　一番町　３－７－１　電力ビル　４Ｆ 2017年2月28日
有限会社　サロンド・シロー 仙台市青葉区川平1-2-5 2016年11月9日
株式会社　三協技術 仙台市　青葉区　国分町 3-8-14 2018年9月19日
株式会社　サンセツ 仙台市　青葉区　北根　１―１―３７ 2021年1月15日
株式会社　ＳＵＮ総合 仙台市　青葉区　柏木　１－２－３８ 2017年7月19日
三徳化学工業株式会社　宮城工場 黒川郡　大和町　テクノヒルズ54 2016年11月9日
株式会社　さんのう 仙台市　青葉区　上愛子　蛇台原　４９―６ 2017年9月5日
サンモ―ル一番町商店街振興組合 仙台市　青葉区　一番町 2-5-5 東一中央ビル４Ｆ 2020年11月15日
株式会社　ジーエフ企画 仙台市　青葉区　国分町　２－２－２８　第１藤原屋ビル３階 2018年11月28日
株式会社　ジーコ 仙台市　青葉区　国分町　１－６－１８ 2022年3月1日
株式会社　ＪＣ―２ｌ教育センター 仙台市　青葉区　花京院 1-3-1 2017年6月12日
株式会社　ジェプラ 仙台市　青葉区　一番町 1-3-1 日本生命仙台ビル４Ｆ 2017年10月3日
有限会社　鹿野商店 仙台市　青葉区　青葉町　１－１ 2017年5月30日
株式会社　シグマコミュニティ 仙台市　青葉区　西花苑　１－３９－７ 2017年2月28日
株式会社　シスナビア 仙台市 青葉区 本町1-9-6 ﾌ—ｼﾞｬ—ｽ仙台本町ﾋﾞﾙ7F 2019年8月1日
株式会社　集建築設計事務所 仙台市　青葉区　二日町 16-20 二日町ホ―ムプラザビル 512 2017年8月3日
シュープレス　株式会社 仙台市　青葉区　二日町　７－３２　勾当台ハイツ　２１３ 2018年2月27日
松月産業　株式会社 仙台市　青葉区　中央　２－６－８ 2017年2月16日
株式会社　庄文堂 仙台市　青葉区　中央　２－５－９ 2018年1月31日
庄龍建設　株式会社 仙台市　青葉区　芋沢　大竹南　９４―１ 2017年6月20日
株式会社　地雷也フードビジネスサービス 仙台市　青葉区　国分町　２－１－１５　猪股ビル７階 2017年7月11日
有限会社　シラツ 仙台市　青葉区　一番町　４－４－２３ 2017年6月20日
白ゆり商事　株式会社 仙台市　青葉区　本町　３－５－３ 2021年6月15日
一般財団法人　辛酉会 仙台市　青葉区　星陵町　１－１　大学病院内 2017年11月28日
社会福祉法人　信和会　ワッセ森のひろば保育園 仙台市　青葉区　北根黒松 2-8 2017年6月20日
有限会社　すずひろ生花 仙台市　青葉区　茂庭　湯ノ沢　６－１ 2019年8月1日
株式会社　スタイルスグループ 仙台市 青葉区 一番町 2-6-17 内ヶ崎ﾋﾞﾙ5F 2018年11月28日
株式会社　すてーきはうす伊勢屋 仙台市　青葉区　中央　２－７－３０ 2017年12月12日



株式会社　ステップ 仙台市　青葉区　中央　１－６－３５　東京建物仙台ビル　１８階 2017年3月6日
株式会社　昴設計 仙台市　青葉区　二日町 10-20 2017年4月17日
株式会社　セイミ 仙台市　青葉区　柏木　２―３―２８ 2016年12月21日
セルコホーム株式会社 仙台市　青葉区　上杉　２－１－１４ 2017年6月20日
株式会社　セレクティ 仙台市　青葉区　二日町　３－１０　グランシャリオビル　６階 2021年8月15日
株式会社　セレクティ― 仙台市　青葉区　中央 3-1-24 荘内銀行ビル５Ｆ 2017年1月23日
株式会社　泉榮 仙台市　青葉区　八幡　６―２―８ 2018年8月29日
株式会社　仙翔 仙台市　青葉区　川平　４－２６－３５　コーポやまと１０５号 2019年5月21日
介護老人保健施設　泉翔の里 仙台市 青葉区 折立 4—1—15 2017年2月28日
株式会社　センシン技術 仙台市　青葉区　二日町 14-4 2017年7月19日
社会福祉法人　仙台キリスト教育児院 仙台市　青葉区　小松島新堤　７－１ 2018年2月15日
特別養護老人ホーム　せんだい郷六の杜 仙台市　青葉区　郷六　出戸２ 2017年2月28日
仙台五陽環境株式会社 仙台市　青葉区　郷六　舘 56-6 2017年4月25日
株式会社　仙台在宅介護センタ― 仙台市　青葉区　小田原 4-2-10 2019年4月23日
仙台ＣＡＴＶ　株式会社 仙台市　青葉区　本町 1-15-5 2021年6月15日
公益財団法人　仙台市健康福祉事業団 仙台市　青葉区　花京院　１―３―２ 2018年10月23日
公益財団法人　仙台市産業振興事業団 仙台市　青葉区　中央 1-3-1 АＥＲ 7階 2022年2月15日
公益財団法人　仙台市市民文化事業団 仙台市　青葉区　旭ケ丘　3-27-5 2017年3月6日
社会福祉法人　仙台市社会事業協会 仙台市　青葉区　葉山町　８―１ 2020年8月15日
公益社団法人　仙台市シルバー人材センター 仙台市　青葉区　花京院　１―３―２　仙台市ｼﾙﾊﾞｰｾﾝﾀｰ６階 2017年7月24日
公益財団法人　仙台市スポーツ振興事業団 仙台市　青葉区　錦町　１―３―９ 2017年4月17日
社会福祉法人　仙台市手をつなぐ育成会 仙台市　青葉区　五橋　２―１２―２ 2016年11月30日
仙台商工会議所 仙台市　青葉区　本町　２－１６－１２ 2019年8月20日
仙台ターミナルビル　株式会社 仙台市　青葉区　中央　１－１－１ 2017年4月25日
株式会社　仙台中央不動産鑑定所 仙台市　青葉区　五橋　１―４―２４　ライオンズビル五橋１03 2018年8月29日
仙台電気工事　株式会社 仙台市　青葉区　北根黒松 1-25 2017年11月7日
公益財団法人　仙台ひと・まち交流財団 仙台市　青葉区　大町　２―１２―１ 2017年8月29日
株式会社　仙台ビルディング 仙台市　青葉区　大町　１－１－３０　新仙台ビルディング10階 2021年6月1日
社会福祉法人　千代福祉会 仙台市　青葉区　芋沢　畑前北　６２ 2017年6月26日
株式会社　仙台三川 仙台市　青葉区　上杉　１―６―１０　仙台北辰ビル９階 2017年4月3日
仙台無線タクシ―協同組合 仙台市　青葉区　国分町　２－２－９ 2017年8月3日
株式会社　セント 仙台市　青葉区　北根　４－２－２０ 2019年9月24日
株式会社　セントビルサービス 仙台市　青葉区　鷺ケ森　１―２４―３ 2021年1月15日
株式会社　ソイル基工 宮城県仙台市青葉区二日町9番7号大木青葉ビル2階 2017年4月17日
相互タクシー　株式会社 仙台市　青葉区　折立　２―８―５ 2017年6月20日
株式会社　ソノべ 仙台市　青葉区　本町　１－１２－１２　ＧＭビルディング７Ｆ 2017年2月28日
株式会社　だい久製麺 仙台市　青葉区　折立　２―３―１ 2017年6月20日
大成株式会社　仙台営業所 仙台市　青葉区　一番町　１－９－１　仙台トラストタワー２０階 2017年6月26日
株式会社　ダイソー商事 仙台市　青葉区　栗生　５―６―３ 2017年8月10日



有限会社　代替医療総合研究所 仙台市　青葉区　宮町　３－５－２０　ＫＥＮＳＥΙ－ΒＬＤＧ．３Ｆ 2017年6月20日
太平ビルサ―ビス株式会社　仙台支店 仙台市　青葉区　花京院　１丁目　１－２０　花京院スクエア１４Ｆ 2017年2月21日
大和電設工業株式会社 仙台市　青葉区　大町　２－５－１ 2017年9月26日

仙台市　青葉区　折立 2-1-3 2017年12月19日
株式会社　高野 仙台市　青葉区　中央　３－９－２３ 2017年6月5日

仙台市　青葉区　上杉　１―１６―２０ 2018年11月15日
匠正建設　株式会社 仙台市　青葉区　錦ケ丘　４－２６－７ 2018年1月5日
株式会社　橘綜合住宅 仙台市　青葉区　栗生　５―２２―２ 2019年6月4日
株式会社　玉澤總本店 仙台市　青葉区　上杉　３－９－５７ 2017年7月19日
株式会社　田村式義肢製作工業所 仙台市　青葉区　木町通　２－３－２７ 2020年10月15日
有限会社　チコウ 仙台市　青葉区　本町　２－６－１５ 2017年7月24日
株式会社　知合 宮城県仙台市泉区歩坂町58-6アクティブパレス百合ヶ丘A10-3 2021年10月15日
株式会社　智誠 仙台市　青葉区　大町　１－１－５ 2021年6月1日
千田建設　株式会社 仙台市　青葉区　通町　１－３－１１ 2018年11月15日
税理士法人　中央会計 仙台市　青葉区　五橋　１－４－２４　ライオンズビル五橋　６０１ 2017年6月5日
塚田電気工事　株式会社 仙台市　青葉区　大町　２－１３－３ 2018年1月31日
株式会社　ツバサ 仙台市　青葉区　愛子東　５－９－２５ 2017年6月26日
ティ・エス工商　株式会社 仙台市　青葉区　上杉　１―７―３６ 2017年9月19日
株式会社　ＴＧサポート 2017年7月4日
ｔｂｃ　Ａｚ　株式会社 仙台市 青葉区 本町 2-3-10 仙台本町ﾋﾞﾙ2階 2017年12月26日
テクノウイング株式会社 仙台市　青葉区　一番町　２－７－５　飯田ビル７階 2017年6月26日
株式会社　デジタルトラスト 仙台市　青葉区　中央　１－３－１　ＡＥＲビル　２３Ｆ 2019年3月19日
テルテック東北　株式会社 仙台市　青葉区　旭ケ丘　４―１２―３３ 2019年5月28日
株式会社　テレモアドットコム 仙台市　青葉区　一番町　２－８－１０ 2019年9月10日
株式会社　電気工事平間組 仙台市　青葉区　五橋　１―４―２４ 2021年10月1日
株式会社　東亜設計コンサルタント 仙台市　青葉区　本町 1-12-12 ＧＭビルディング 6Ｆ 2017年9月26日
東武機器　株式会社 仙台市　青葉区　落合 1ｰ14ｰ16 2017年8月3日
株式会社　東北プリント 仙台市　青葉区　立町　２４－２４ 2021年10月22日
株式会社　東北永愛友商事 仙台市　青葉区　堤町　１―７―２２ 2018年2月21日
東北岡谷鋼機　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　４－６－１　仙台第一生命タワービルディング９階 2021年10月22日
株式会社　東北システムズ・サポ―ト 仙台市　青葉区　中央　１－６－３５　東京建物仙台ビル１７Ｆ 2017年6月26日
株式会社　東北システムテクノロジー 仙台市　青葉区　本町 2-10-33 第２日本オフィスビル 2018年8月29日
株式会社　東北設備設計事務所 仙台市　青葉区　堤通雨宮町　１２－１６－２０９ 2019年11月20日
株式会社　東北ダイケン 仙台市　青葉区　一番町　３－６－１　一番町平和ビル 2018年1月5日
株式会社　東北デザインセンター 仙台市　青葉区　五橋　１－６－２　ＫＪビルディング９階 2017年4月10日
有限会社　東北博愛会 仙台市　青葉区　国見ケ丘　５―３７―７ 2019年1月22日
東北ヒュ―ム管　協同組合 仙台市　青葉区　本町 2-1-1 安藤本町ビル5F 2019年9月25日
社会福祉法人　東北福祉会 仙台市　青葉区　国見ケ丘 6-149-1 せんだんの里特別養護老人ホーム 2018年10月30日
社会福祉法人　東北福祉会　せんだんの杜 仙台市　青葉区　国見ヶ丘　７―１４１―９ 2017年1月23日



社会福祉法人東北福祉会　せんだんの館 仙台市　青葉区　水の森 3-43-10 2017年5月22日
トウホクメンテナンス　株式会社 仙台市　青葉区　錦ケ丘　１ー３ー１ 2017年4月10日
銅谷建設　株式会社 仙台市　青葉区　上杉　１－１７－１８　銅谷ビル 2017年2月16日
株式会社　東洋環境開発 仙台市　青葉区　小田原　６－１－１７ 2017年8月10日
東洋緑化　株式会社 仙台市 青葉区 柏木 1-1-8 ﾎﾟﾗﾘｽﾋﾞﾙ2階 2017年7月4日
東洋ワ―ク　株式会社 仙台市　青葉区　国分町　１―７―１８　白蜂広瀬通ビル５階 2019年8月20日
東洋ワークセキュリティ　株式会社 仙台市　青葉区　国分町　１－７－１８ 2019年10月15日
遠山青葉印刷　株式会社 仙台市　青葉区　木町通 2-5-24 2019年1月22日
徳和工業　株式会社 仙台市　青葉区　荒巻本沢　３－１０－１９ 2017年8月3日
有限会社　巴商事 仙台市　青葉区　台原　４丁目　１２―３　セルバ台原２０ｌ号 2019年5月9日
どんぐり整骨院 仙台市　青葉区　八幡　１－４－１８ 2016年11月9日
ナカイ株式会社 仙台市 青葉区 上杉 1-6-10 仙台北辰ﾋﾞﾙ7階 2017年4月3日
中野建設コンサルタント株式会社 仙台市　青葉区　本町 3-5-22 （株）宮城県管工事会館4F 2017年2月1日
株式会社　中山不動産 仙台市　青葉区　中山　５－１９－１０ 2017年5月30日
株式会社　ニア 仙台市　青葉区　五橋　１－７－１５　ピースビル五橋６階 2019年10月25日
錦エステート　株式会社 仙台市　青葉区　錦ケ丘　１－３－１ 2018年1月23日
日建工業　株式会社 仙台市　青葉区　二日町　１６―９ 2017年8月7日
株式会社　日新 仙台市　青葉区　大町　二丁目　６番　１４号　日新本社ビル６階 2017年7月11日
日清医療食品株式会社　仙台支店 仙台市　青葉区　一番町　１－９－１　仙台トラストタワー　２３Ｆ 2021年8月15日
株式会社　日専連ライフサービス 仙台市　青葉区　中央　１―３―１ 2022年3月15日
日本基督教団　東北教区　宮城地方事務所 仙台市　青葉区　錦町１―１３―６ 2017年10月16日
一般社団法人　日本産業カウンセラー協会東北支部仙台市　青葉区　本町　２－６－１５－５０３ 2019年12月10日
日本舗装　株式会社 仙台市　青葉区　双葉ケ丘　２―８―２４ 2017年2月28日
日本労働組合総連合会宮城県連合会 仙台市　青葉区　本町　２―１２―７ 2017年6月26日
株式会社　ネクスコ･トール東北 仙台市　青葉区　中央　４－２－１６　仙台中央第一生命ビルディング６階 2017年11月7日
株式会社　ネクスコ・メンテナンス東北 仙台市　青葉区　郷六　庄子　３９―１ 2017年11月7日
株式会社　パーキングサポート仙台 仙台市　青葉区　国分町　２－１５－１０ 2017年3月13日
株式会社　ハートアンドブレーン 仙台市　青葉区　一番町　１－５－１６　ＥＣビル２階 2018年7月31日
ハイウェイプランニング協同組合 仙台市　青葉区　上杉　１―４―８　ミヤハイ上杉ビル 2017年8月3日
ハイフィールド　税理士法人 仙台市　青葉区　二日町　１３－２２－３０１ 2021年10月22日
芳賀火工 仙台市 青葉区 芋沢 権現森山 47 2017年10月3日
株式会社　一縁 仙台市　青葉区　一番町　２－５－１　大一野村ビル７F 2020年6月15日
服部コーヒーフーズ　株式会社 仙台市　青葉区　本町　１―３―２１ 2017年2月16日
株式会社　花祭壇 仙台市　青葉区　中山　４―１４―３５ 2017年6月20日
パルクシステム　株式会社 仙台市　青葉区　国分町　３―４―ｌ０ 2018年3月19日
株式会社　半沢建設 仙台市　青葉区　北根　１－１６－２０ 2017年6月26日
株式会社　半田建築研究所 仙台市　青葉区　国分町 3-11-13-1006 2017年6月5日
株式会社　BITコーポレーション 仙台市　青葉区　国分町3-11-9　アルファオフィスビル 2017年7月4日
株式会社　ＢＷＭ 仙台市　青葉区　大町　２－１０－１４　ＴＡＫＡＹＵパークサイドビル２Ｆ 2018年5月22日



株式会社　BBI 仙台市　青葉区　一番町　４－４－２６ 2017年6月20日
Ь．ｍｏｄｅ　株式会社 仙台市　青葉区　本町　２－１０－３３　第二日本オフィスビル９Ｆ 2018年6月26日
飛燕　株式会社 仙台市　青葉区　八幡　１－４－２２－５０５ 2017年8月3日
東日本コンクリ―ト　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　２－２－１３ 2017年2月16日
東日本メディカルシステム　株式会社 仙台市　青葉区　木町通　１－８－７　ライオンズマンション木町通 2017年7月11日
有限会社　ビジネスサポート 仙台市 青葉区 上杉 1-l6-4 10階 2018年6月20日
株式会社　飛天由 仙台市 青葉区 一番町 3-1-18 3階 2017年7月24日
株式会社　ひばりシステム 仙台市　青葉区　一番町　２－５－２２　ＧＣ青葉通りプラザ６Ｆ 2017年6月26日
有限会社　広瀬 仙台市　青葉区　立町　１―２ 2017年9月5日
有限会社　洋テック 仙台市　青葉区　水の森　１－２－３６ 2019年7月19日
株式会社　福祉工房 仙台市　青葉区　国見　１－１９－６－２０１ 2017年1月17日
藤倉設備工業　株式会社 仙台市　青葉区　中山　４―１３―１ 2020年3月1日
株式会社　藤崎 仙台市　青葉区　一番町　３―２―１７ 2017年2月21日
株式会社　藤崎ビジネスサービス 仙台市　青葉区　一番町 3-1-8 2017年2月1日
藤装建　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　１－１５－２５ 2017年6月20日
有限会社　ふじや千舟 仙台市　青葉区　愛子東 3-14-25 2017年10月24日
株式会社　ブレインズ 仙台市　青葉区　国分町　１－８－１４　仙台協立第２ビル３階 2021年10月1日
有限会社　ブレインボ―ト 仙台市　青葉区　大町 1-1-8 第３青葉ビル 4F 2017年7月11日
フローラル共済　株式会社 仙台市　青葉区　水の森　３－４１－１５　フローラル共済ビル　４０１ 2018年3月13日
税理士法人　プロフェッションズ 仙台市　青葉区　二日町　１６－１　二日町東急ビル７－Β 2021年4月15日
株式会社　文化堂 仙台市　青葉区　木町通　１－３－４０ 2017年11月13日
平和交通　株式会社 仙台市　青葉区　国見　５－４－２２ 2021年12月1日
ベルウッド電気　株式会社 仙台市　青葉区　宮町　１―５―２６ 2017年9月19日
ボードゲームカフェ　タンブリングダイス 仙台市 青葉区 大町 1-4-14 建装ﾋﾞﾙ2階 2017年6月26日
株式会社　ホクトコーポレーション 仙台市　青葉区　上愛子　堀切 1-13 2019年5月28日
ホシザキ東北　株式会社 仙台市　青葉区　昭和町 2-38 2019年8月1日
株式会社　ホットスタッフ仙台 仙台市　青葉区　双葉ケ丘　１－２２－５ 2017年12月19日
株式会社　ポップセンターさくら 仙台市　青葉区　一番町　１－１４－３２　フライハイトビル４Ｆ 2017年9月19日
株式会社　堀西工業 仙台市　青葉区　上愛子　坂下　１－１ 2017年9月5日
株式会社　毎日仙台センター 仙台市 青葉区 本町 1—13—24 錦ﾋﾞﾙ 1階 2017年12月5日
株式会社　マザ―ズえりあサ―ビス 仙台市 青葉区 春日町 5—25 えりあ21ﾋﾞﾙ 2017年12月19日
有限会社　マサエ興業 仙台市　青葉区　落合　２－２－２６ 2017年7月24日
松建機械　株式会社 仙台市　青葉区　国見ケ丘　３－９－８ 2017年7月4日
株式会社　松屋 仙台市　青葉区　中央　２－２－１０ 2017年10月3日
株式会社　ＭＡＹＵＲΑ 仙台市　青葉区　愛子東　１－１－１０ 2021年10月1日
有限会社　丸浩商店 仙台市　青葉区　落合　２－６－７ 2018年12月11日
有限会社　丸長商事 仙台市　青葉区　北根　４―９―１０ 2017年7月19日
株式会社　丸丙 仙台市　青葉区　上愛子　蛇台原 61-4 2017年6月20日
株式会社　三上 仙台市　青葉区　立町 20ｰ11 2020年3月15日



株式会社　ミドリ薬局 仙台市　青葉区　中央　２－６－３６　中央レントビル８階 2016年11月9日
有限会社　ミネックス 仙台市　青葉区　旭ケ丘　３―１７―２６ 2017年2月6日
株式会社　宮城衛生環境公社 仙台市　青葉区　熊ヶ根　野川 26-6 2019年5月21日
宮城県医師国民健康保険組合 仙台市 青葉区 大手町 1—5 宮城県医師会館4階 2017年12月26日
公益社団法人　宮城県看護協会 仙台市　青葉区　八幡　２－１０－１９ 2017年7月11日
公益財団法人　宮城県結核予防会 仙台市　青葉区　中山吉成　２－３－１ 2017年3月6日
一般財団法人　宮城県建築住宅センター 仙台市　青葉区　上杉　１－１－２０ 2018年9月19日
公益財団法人　宮城県公害衛生検査センター 仙台市　青葉区　落合 2-15-24 2017年8月3日
一般社団法人　宮城県交通安全協会 仙台市　青葉区　上杉　１―２―３ 2017年6月20日
宮城県自転車軽自動車　商業協同組合 仙台市　青葉区　大町 2-15-40-304 2017年7月24日
宮城県自動車事業協同組合 仙台市　青葉区　上杉　１―９―１５ 2017年1月23日
宮城県住宅供給公社 仙台市　青葉区　上杉　１－１－２０ 2017年2月21日
宮城県住宅供給公社 仙台市　青葉区　上杉　１－１－２０ 2017年5月30日
宮城県商工会連合会 仙台市　青葉区　上杉　１－１４－２ 2017年3月6日
公益財団法人　宮城県対がん協会 仙台市　青葉区　上杉 5-7-30 2018年10月2日
一般社団法人　宮城県聴覚障害者福祉会 仙台市 青葉区 本町 3—1—6 宮城県本町第3分庁舎1階 宮城県聴覚障害者情報ｾﾝﾀ—内 2017年3月6日
宮城県農業共済組合 仙台市　青葉区　上杉　１－８－１０ 2016年12月27日
株式会社　宮城県農協情報センター 仙台市　青葉区　上杉 1-2-16 JAビル宮城　地下 1F 2017年6月12日
宮城県農業信用基金協会 仙台市　青葉区　上杉　１－２－１６ 2021年12月15日
宮城県木材協同組合 仙台市　青葉区　東照宮　１－８－８ 2017年6月20日
一般社団法人　宮城県薬剤師会 仙台市　青葉区　落合　２―１５―２６ 2017年4月10日

仙台市　青葉区　上杉　１－５－１３　Ｂｏｎｄｓ＆Ｒ上杉２階 2017年2月16日
株式会社　宮城日化サービス 仙台市　青葉区　上愛子　車３９－３ 2016年12月14日
公益社団法人　みやぎ農業振興公社 仙台市　青葉区　堤通雨宮町　４－１７ 2017年2月21日
宮建工業　株式会社 仙台市　青葉区　中山吉成　１―１１―１ 2018年4月24日
社会福祉法人　無量壽会 仙台市　青葉区　双葉ケ丘　２―９―２ 2017年2月28日
明光ビルサ―ビス　株式会社 仙台市　青葉区　一番町　２－３－２２　仙台ビルディング８階 2017年1月11日
株式会社　メイジン 仙台市　青葉区　中央　１－６－２８　メットライフ仙台駅前ビル８Ｆ 2018年8月7日
株式会社　メイホウ 仙台市 青葉区 春日町 7-32 2017年9月5日
株式会社　メープルホームズ仙台 仙台市　青葉区　子平町　１１－２０ 2017年11月13日
株式会社　メディカルコスモ 仙台市　青葉区　大町　１－１－８　第３青葉ビル３Ｆ 2019年10月15日
本山計装　株式会社 仙台市　青葉区　昭和町　６－１０ 2018年5月22日
本山振興　株式会社 仙台市　青葉区　昭和町　６－１０ 2017年5月30日
株式会社　ｍｏｒｉ 仙台市　青葉区　二日町　７－３２－９１１ 2017年9月19日
杜の都建設協同組合 仙台市 青葉区 支倉町 2-48 宮城県建設産業会館4階 2019年10月1日
有限会社　八百善 仙台市　青葉区　一番町　４－４－５ 2017年12月12日
山川建設　株式会社 仙台市　青葉区　福沢町　９－１３ 2017年3月13日
有限会社　山本電機 仙台市　青葉区　桜ケ丘　３―２４―７ 2017年12月5日
陽光ビルサ―ビス　株式会社 仙台市 青葉区 上杉 2丁目3番7号 K2小田急ﾋﾞﾙ5F 2017年8月3日



社会福祉法人　陽光福祉会 仙台市　青葉区　芋沢　横前　１―１ 2018年2月7日
株式会社　鷹泉閣岩松旅館 仙台市　青葉区　作並　元木　１６ 2016年11月9日
株式会社　吉岡屋 仙台市　青葉区　栗生　５―３―３ 2020年4月1日
株式会社　ラ・ココ 仙台市　青葉区　中央　２―１―５　青葉２１ビル　７階 2017年10月3日
株式会社　ラプラス 仙台市　青葉区　中央一丁目３番１号　ＡＥＲ２４Ｆ 2017年8月10日
株式会社　ＬＡＮＤ　ΙＮＮＯＶＡＴΙＯＮ 2017年3月21日
綾君　株式会社 2018年6月20日
株式会社　ワールドアイシティ 仙台市　青葉区　一番町　2-4-1　読売仙台一番町ビル　2Ｆ 2019年11月20日
ＣＳＰ東北　株式会社 仙台市　青葉区　二日町 17-18 2017年2月6日
ＷＩＤΕ　ＦΟΟＤ　株式会社 仙台市　青葉区　米ケ袋　１－６－８ 2019年4月23日
渡辺建設工業　株式会社 仙台市　青葉区　芋沢　鳥屋場前　５７ 2017年8月29日
ＷＡＫコンサルティング　株式会社 仙台市　青葉区　本町　２－６－１５　チコウビル　２Ｆ 2019年7月3日
株式会社　ワンアイド･キャピタル･アドバイザーズ 仙台市　青葉区　本町　１－１１－２ SK仙台ビル９Ｆ 2022年2月1日
株式会社　アースライフ 仙台市　宮城野区　榴岡　３－４－１　３階 2018年7月24日
アート　株式会社 仙台市　宮城野区　鶴巻　２－３－２９ 2021年10月1日
株式会社　アーバンテック 仙台市　宮城野区　小田原　３―１―１ 2017年9月19日
株式会社　アームズ東日本 仙台市　宮城野区　新田　４―３２―２８ 2019年9月10日
株式会社　アイ・エス 仙台市 宮城野区 苦竹 2—7—20 三菱重工仙台ﾋﾞﾙ5F 2018年1月31日
社会福祉法人　愛子福祉会　いずみ授産所 仙台市　宮城野区　安養寺　２－１－２ 2018年7月3日
有限会社　アカシヤ画房 仙台市　宮城野区　扇町　７―３―５ 2017年12月5日
赤帽宮城県軽自動車運送協同組合 仙台市　宮城野区　扇町 6-4-3 2017年2月16日
アクアビット・ファクトリー　株式会社 仙台市　宮城野区　幸町　２－９－８ 2019年9月17日
有限会社　アクティブ東北 仙台市 宮城野区　中野　5-9-7 2019年12月20日
株式会社　アストモスガスセンター東北 仙台市　宮城野区　扇町　１－７－８ 2017年8月3日
株式会社　アポロ商事 仙台市　宮城野区　中野　神明 156-3 2017年1月17日
ＡＬＳＯＫ宮城　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　１－８－２６ 2017年2月21日
ALSOK 宮城管財　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　１－８－２６ 2017年2月21日
社会保険労務士法人　アンビシャス 仙台市　宮城野区　榴ケ岡　１０８－１６　Ｌａ　Ｄｏｕｃｅｕｒ榴ケ岡　２０３ 2018年11月15日
株式会社　ｅａテクノ仙台 仙台市　宮城野区　岩切　１－１０－５　２号室 2018年7月10日
株式会社　イーストキャリー 仙台市　宮城野区　蒲生　２－３１－６ 2017年10月24日
有限会社　石森自動車商会 仙台市　宮城野区　岩切　３－１－１１ 2018年4月17日
有限会社　泉自動車解体 仙台市　宮城野区　鶴ケ谷　大谷　３ 2019年7月3日
医療法人　岩切病院 仙台市　宮城野区　岩切　字稲荷 21 2021年2月1日
WILLER EXPRESS　株式会社　仙台営業所 仙台市　宮城野区　中野　１－５－２１ 2017年3月13日
株式会社　ウィンテム 2018年1月16日
上野　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　１－５－１３ 2018年12月18日
株式会社　うらしま事務所 仙台市　宮城野区　萩野町　２－３－１－２０２ 2017年12月26日
有限会社　うるし山タイヤ 仙台市　宮城野区　岡田西町　１－３０ 2017年10月11日
株式会社　Ｈ＆Ｓ　ＣＯ．，ＬＴＤ． 仙台市　宮城野区　榴岡　４－６－１　東武仙台第一ビル６Ｆ 2021年10月15日



株式会社　エイチサイン 仙台市　宮城野区　福室字弁当２－７５－１ 2020年10月1日
株式会社　エコライフサポート 仙台市　宮城野区　榴岡　３－２－５　サンライズ仙台１階 2020年8月1日
株式会社　ＦＲＤ 仙台市　宮城野区　榴岡　４－６－３０　第６税経ビル２Ｆ 2018年12月4日
有限会社　Ｍ．コンセプト 仙台市　宮城野区　福室　御蔵前　２－７５－１ 2017年5月8日
株式会社　オーカム 仙台市　宮城野区　扇町　４－４－１３ 2018年1月23日
有限会社　オーケイヨビケン 仙台市　宮城野区　中野　４－１－２１ 2018年7月19日
有限会社　オートフレンド 仙台市　宮城野区　扇町　１－５－６－１ 2017年9月12日
株式会社　オートフレンドプラス 仙台市　宮城野区　扇町　１－５－６－１ 2017年9月12日
株式会社　大町モータース 仙台市　宮城野区　仙台港北２－１３－１３ 2019年3月19日
奥山工業　株式会社 仙台市　宮城野区　二の森　１０－１０ 2019年7月9日
株式会社　小野光商事 仙台市　宮城野区　小鶴　２－５－５５ 2022年3月15日
小野リース　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　４－１－２６ 2017年8月3日
株式会社　オバタプランニング 仙台市　宮城野区　出花　２－３－１ 2021年6月15日
尾張技巧　有限会社 仙台市　宮城野区　扇町　７―８―２６　松久工場Ｂ１０４ 2018年3月6日
株式会社　オンワード・マエノ 仙台市　宮城野区　榴岡　５－１－３５ 2018年10月23日
化研工業　株式会社 仙台市　宮城野区　福室　御蔵前三番　３５－２１ 2020年10月15日
有限会社　鹿島タクシー 仙台市　宮城野区　福田町南　１-１０-３７ 2017年3月6日
株式会社　カツヨシ商事 仙台市 宮城野区 荻野 1-20-5 2017年7月4日
社会福祉法人　家庭福祉会 仙台市　宮城野区　二の森　１４－３ 2018年1月23日
株式会社　カネサ藤原屋 仙台市　宮城野区　苦竹　３－４－５ 2017年8月22日
カネサプランニング株式会社 仙台市　宮城野区　苦竹　３－４－５ 2017年8月22日
株式会社　加納工業所 仙台市　宮城野区　大梶　１３－３０ 2018年6月26日
基礎地盤コンサルタンツ　株式会社　東北支社 仙台市　宮城野区　五輪　２―９―２３ 2019年4月23日
株式会社　北日本ノバックス 仙台市　宮城野区　小田原山本丁　１０１－６ 2017年12月5日
有限会社　キットエクスプレス 仙台市　宮城野区　中野　３－１－１３ 2019年7月9日
株式会社　黄海製本 仙台市　宮城野区　扇町　１―１―４８ 2021年3月1日
株式会社　Ｑｕｂｅ 仙台市　宮城野区　出花　３－２５－９ 2020年2月1日
株式会社　キョウエイメタル 仙台市　宮城野区　日の出町１－１－６ 2019年9月10日
共進機材　株式会社 仙台市　宮城野区　日の出町　３―２―３６ 2017年8月10日
共進電機工業　株式会社 仙台市　宮城野区　日の出町　１－２－１０ 2017年1月23日
有限会社　共同防災設備 仙台市　宮城野区　岩切　稲荷 103-1 2017年8月10日
共同輸送　株式会社 仙台市　宮城野区　蒲生　２―１―５ 2017年8月7日
株式会社　業配 仙台市　宮城野区　苦竹　３－４－５ 2017年8月22日
京北運輸　株式会社 仙台市　宮城野区　仙台港北２－２－１５ 2017年7月4日
協和運輸倉庫　株式会社 仙台市　宮城野区　苦竹　３－６－１０ 2019年6月11日
株式会社　金華工業商会 仙台市　宮城野区　扇町　３－６－１ 2022年3月15日
キングラントウホク株式会社 仙台市　宮城野区　日の出町　２―４―９ 2017年2月16日
近代建設　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　３―１―５ 2017年9月19日
株式会社　楠自動車整備工場 仙台市　宮城野区　扇町　３―８―２７ 2017年7月24日



クライン　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　1-3-22 2021年9月15日
株式会社　蔵建築設計事務所 仙台市 宮城野区 榴岡 3-10-7 ｻﾝﾗｲﾝ第66ﾋﾞﾙ2階 C号 2017年6月20日
グランフォート有限会社 仙台市　宮城野区　鶴ケ谷東　２―３４―３１ 2017年6月12日
株式会社　クリエイト江川 仙台市　宮城野区　蒲生　1-102-2 2021年9月1日
株式会社　クリエイトワークス 仙台市　宮城野区　榴岡　３－１０－７　サンライン第６６ビル　２Ｆ 2020年10月15日
ケアーズ訪問看護リハビリステーション仙台東 仙台市　宮城野区　原町　２－４－２０　イーストキャッスル仙台　２０１ 2019年10月15日
株式会社　郷家商会 仙台市　宮城野区　中野字神明　１１６ 2017年10月24日
弘進リトレッド　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　掃沼　６９ 2017年8月3日
株式会社　興盛工業所 仙台市　宮城野区　日の出町　１―１―３５ 2017年11月28日
株式会社　興明設備 仙台市　宮城野区　白鳥　２―２８―１９ 2017年6月20日
有限会社　コスモワールド 仙台市　宮城野区　小田原山本丁　１００－９ ﾗｲｵﾝｽﾞﾏﾝｼﾖﾝ金剛院第２－９０３ 2017年5月8日
株式会社　こばやし 仙台市　宮城野区　小田原　３―２―３ 2017年3月21日
株式会社　ＣＯＮＳＩＳＴ 仙台市　宮城野区　榴岡　４－３－１０　仙台ＴΒビル５Ｆ 2019年2月26日
さくら観光株式会社 仙台市　宮城野区　仙台港北２－２－１５ 2017年7月4日
株式会社　佐々木印刷所 仙台市　宮城野区　日の出町２－２－１６ 2017年3月6日
有限会社　ササキ創芸 仙台市　宮城野区　田子　３―１６―２０ 2017年10月3日
佐々良建設　株式会社 仙台市　宮城野区　小田原　１－７－２５　２０３ 2017年6月26日
株式会社　サン・ベンディング東北 仙台市　宮城野区　福田町南２－３－５０ 2017年1月23日
株式会社　三成建設 仙台市　宮城野区　中野　神明　１７５―１ 2017年4月17日
三洋テクニックス　株式会社 仙台市　宮城野区　苦竹　３－１－４０ 2017年6月20日
株式会社　シーエッチサービス 仙台市　宮城野区　扇町　３―５―１８ 2017年8月10日
株式会社　ＣＮＳ 仙台市　宮城野区　扇町　７―７―１―２ 2017年11月7日
株式会社　JR東日本テクノサービス
仙台東営業所　宮城野支所仙台市 宮城野区 田子 富里 228 2017年9月12日
株式会社　ジェイ・クリエイター 仙台市　宮城野区　小田原　２－１－２８　アブニール小田原１Ｆ 2017年3月28日
システムパーク　株式会社 仙台市　宮城野区　宮城野　１－７－１５ 2017年8月3日
株式会社　自然環境産業 仙台市　若林区　井土　宅地３３ 2017年8月10日
社会保険労務士法人　ＰＥＲＳＩＳＴ 仙台市　宮城野区　榴岡　４－３－１０　仙台ＴΒビル５Ｆ 2019年2月26日
株式会社　秀建築デザイン 仙台市　宮城野区　蒲生　3-8-2 2018年4月9日
株式会社　松栄 仙台市　宮城野区　新田　５－１－６ 2017年10月3日
有限会社　将栄電機 仙台市　宮城野区　中野　４－８－１ 2019年10月15日
株式会社　陣中 仙台市　宮城野区　福室　御蔵前二番　５７―１ 2022年2月15日
伸和興業　株式会社 仙台市　宮城野区　日の出町　２－４－８ 2020年2月1日
有限会社　菅井電機商会 仙台市　宮城野区　扇町 4-5-8 2017年6月26日
有限会社　鈴伸興業 仙台市　宮城野区　枡江　６－１７ 2017年6月26日
株式会社　スペース 仙台市　宮城野区　扇町　２―２―２３ 2016年12月21日
スモリ工業　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　１－５－９ 2017年2月28日
生活協同組合　あいコープみやぎ 仙台市　宮城野区　日の出町　３―４―１７ 2017年7月4日
株式会社　清月記 仙台市 宮城野区 日の出町 2—5—4 2017年2月16日
株式会社　星龍工業 仙台市　宮城野区　福室　４－１６－５１ 2018年12月4日



株式会社　センソクコンサルタント 仙台市　宮城野区　高砂 1-1-11 2020年9月1日
仙台アスコン株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　６－２－２１ 2017年2月28日
仙台ガスサ―ビス　株式会社 仙台市　宮城野区　幸町 3-12-15 2017年1月23日
仙台ガス水道工業　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　５－６－１３ 2016年12月27日
仙台喜多運輸　株式会社 仙台市　宮城野区　日の出町　３－３－１ 2019年10月30日
社会福祉法人　仙台市民生児童委員会 仙台市　宮城野区　新田東 2-5-5 2017年2月21日
株式会社　仙台食品運輸 仙台市　宮城野区　中野　４－１－１ 2017年5月22日
株式会社　仙台スイミングスク－ル 仙台市　宮城野区　清水沼　１－１－３０ 2017年9月19日
協業組合　仙台　清掃公社 仙台市　宮城野区　日の出町　１－７－１５ 2017年2月21日
仙台第一交通　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　4丁目２－３ 2017年8月29日
仙台第一交通株式会社　東仙台営業所 仙台市　宮城野区　東仙台 2-18-35 2017年8月29日
株式会社　仙台第一モータース 仙台市　宮城野区　扇町　３－６－１４ 2017年8月29日
仙台中央食肉卸売市場　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　６－３－６ 2018年2月7日
社会福祉法人　仙台つるがや福祉会 仙台市　宮城野区　鶴ケ谷　５―２２―１ 2017年3月6日
仙台生コンクリ－ト　株式会社 仙台市　宮城野区　福室字県道前　２３ 2017年9月19日
仙台農業協同組合 仙台市　宮城野区　新田東 2-15-2 2017年2月28日
株式会社　仙台配送 仙台市　宮城野区　中野　４－２－２４ 2020年2月1日
株式会社　仙台ピアノサ―ビス 仙台市　宮城野区　日の出町２―４―１ 2017年2月1日
仙台臨海鉄道　株式会社 仙台市　宮城野区　港　４－１１－２ 2017年10月16日
株式会社　ソラッド 仙台市　宮城野区　榴岡　５－１－１８ 2022年1月17日
株式会社　ダイイチ 仙台市　宮城野区　扇町　３―４―２５ 2017年9月5日

仙台市　宮城野区　鶴巻　１－２－２６ 2017年7月4日
大東住宅　株式会社 仙台市宮城野区岩切字三所南121-1 2021年7月1日
株式会社　タイヤワールド館ベスト 仙台市　宮城野区　苦竹　２－６－５ 2018年12月4日
株式会社　太陽自動車工業所 仙台市　宮城野区　扇町　３－８－１５ 2017年3月13日
株式会社　タイラ建設 仙台市　宮城野区　燕沢東　２－６－８ 2018年3月19日
株式会社　大和紙店 仙台市　宮城野区　扇町　３－９－３ 2019年12月23日
株式会社　髙工 仙台市　宮城野区　宮城野　１―２８―１ 2020年6月15日

仙台市　宮城野区　岩切　１―４―１５ 2017年7月11日
高橋印刷　株式会社 仙台市　宮城野区　岡田西町１－４５ 2018年1月23日

仙台市　宮城野区　扇町　３－１０－１ 2019年10月15日
株式会社　竹内パーキング 仙台市　宮城野区　榴岡 1ｰ2ｰ30 2021年7月1日
株式会社　タック 仙台市　宮城野区　扇町　３－７－２７ 2017年8月10日
株式会社　旅ゆかば 仙台市　太白区　鈎取　４－３－１２ 2017年5月8日
株式会社　千葉商会 仙台市　宮城野区　新田　３―１９―１４ 2019年7月9日
株式会社　チョウエイハンズ 仙台市　宮城野区　鶴ヶ谷東　２―２３―１０ 2017年7月24日
株式会社　つかさ屋 仙台市宮城野区燕沢東1-6-33 2017年8月10日
有限会社　ツダプロセス 仙台市　宮城野区　原町　４－１－２２ 2017年12月19日
ツネマツガス　株式会社 仙台市　宮城野区　平成　２―６―５０ 2020年11月15日



株式会社　ディーバイス 仙台市　宮城野区　大梶　１２－１ 2020年4月1日
株式会社　テクニカルサポート 仙台市　宮城野区　名掛丁　205-1 広瀬通ＳＥビル3階 2019年11月20日
テクノ･マインド　株式会社 仙台市　宮城野区　榴岡　１-６-１１ 2017年2月21日
株式会社　テクノカミオカ 仙台市　宮城野区　扇町　３―５―１８ 2017年8月10日
テクノトラスト株式会社 仙台市　宮城野区　榴岡　４－６－１　東武仙台第１ビル２階 2017年2月28日
土井兄弟自動車工業　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　３―７―１０ 2017年10月31日
株式会社　東栄エレベーター 仙台市　宮城野区　東仙台　６－５－１２ 2017年6月20日
株式会社　東園生花 仙台市　宮城野区　苦竹　４－１－２０ 2017年10月3日
株式会社　東果仙台 仙台市　宮城野区　蒲生　1-102-2 2018年2月21日
株式会社　東京海上日動パートナーズ東北 仙台市　宮城野区　榴岡　３－４－１８－３Ｆ 2017年10月31日
東興産機　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　４－６－２６ 2017年9月19日
東杜シーテック　株式会社 仙台市　宮城野区　銀杏町　３１－２４ 2017年8月3日
株式会社　東日トラベル 仙台市　宮城野区　原町　２－２－１５ 2017年6月26日
東邦運輸倉庫　株式会社 仙台市　宮城野区　日の出町　３―４―２１ 2021年7月1日
株式会社　東北アドバンス 仙台市　宮城野区　栄　４―１４―１４ 2017年11月7日
東北観葉　株式会社 仙台市　宮城野区　苦竹　４－１－２０ 2018年10月2日
東北急送　株式会社 仙台市　宮城野区　仙台港北２－２－１５ 2017年5月30日
株式会社　東北建材センタ― 仙台市　宮城野区　港　１－１－１７ 2018年10月2日
一般財団法人　東北精神保健会 仙台市　宮城野区　幸町　３－１５－２０ 2017年2月28日
株式会社　東北ニチレイサービス 仙台市　宮城野区　港　４－１－３ 2017年4月10日
東北三八五流通株式会社 仙台市　宮城野区　岡田西町 1-10 2017年4月17日
東北ユカダン　有限会社 仙台市　宮城野区　岩切　三所北　１２１－１ 2017年6月20日
東北流通運送　株式会社 仙台市　宮城野区　港　３―３―ｌ５ 2017年2月28日
ト―エイライニング　株式会社 仙台市　宮城野区　岩切　字鴻巣南 88-4 2017年8月3日
株式会社　ト―クス 仙台市　宮城野区　五輪　１―１７―４７ 2017年6月20日
トータルアート　株式会社 仙台市　宮城野区　小田原　２―１―３２ 2021年6月1日
株式会社　トスネット 仙台市　宮城野区　宮城野　１―１０―１ 2019年2月26日
トレボン食品　株式会社 仙台市　宮城野区　小田原　２－３－１８ 2022年3月1日
有限会社　中倉サイン工芸 仙台市　宮城野区　新田　１－３－１０ 2017年7月4日
株式会社　日昇工業 仙台市　宮城野区　岩切　２－３－３６ 2018年2月27日
日新商事　株式会社 仙台市　宮城野区　東仙台　７－１３－６ 2017年6月12日
ニッシン食販　株式会社 仙台市　宮城野区　福室字弁当　２－２３－２ 2017年9月12日
株式会社　ニューテック 仙台市　宮城野区　中野　５－５－２７ 2019年4月23日
年金の窓口　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　３－５－１ 2018年3月13日
株式会社　橋場総設 仙台市　宮城野区　田子　３－４－３４　サンヒルズ１０２ 2017年10月11日
長谷川建設　株式会社 仙台市　宮城野区　新田　１―１６―１４ 2017年7月11日
服部商事　株式会社 仙台市　宮城野区　宮城野　１―２０―２ 2021年9月15日
馬場建材　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　１－５－７ 2018年2月7日
株式会社　ハマオカ建装 仙台市　宮城野区　日の出町　３―８―３３ 2017年5月8日



株式会社　バリエコーポレーション 仙台市　宮城野区　扇町　３－１－９ 2020年3月15日
有限会社　バンザイサｰビス仙台 仙台市　宮城野区　福室 2-8-21 2017年6月20日
株式会社　パンセ 仙台市　宮城野区　中野　１－４－１０ 2017年4月17日
株式会社　ビ－・アイ運送 仙台市　宮城野区　扇町　３―１―４５ 2017年3月6日
株式会社　ピー･ソフトハウス 仙台市 宮城野区 宮城野 1—12—1 いちご仙台ｲ—ｽﾄﾋﾞﾙ5F 2019年2月19日
株式会社　ビーエステクノ 仙台市　宮城野区　扇町　３－９－１２ 2021年10月15日
ビートルロジスティクス　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　３－４－８ 2017年8月7日
有限会社　東仙台クリーンセンター 仙台市　宮城野区　東仙台　７―１２―４０ 2020年3月1日
東日本検査　株式会社 仙台市　宮城野区　出花　1-4-13 2020年8月1日
株式会社　東日本ソルト 仙台市　宮城野区　日の出町　３―３―２０ 2017年9月19日
引地行政書士事務所 仙台市　宮城野区　榴岡　４－３－１０　仙台ＴΒビル５Ｆ 2019年2月26日
株式会社　ビッグウエイ 仙台市　宮城野区　扇町　７－２－３６ 2017年4月17日
株式会社　フードケアリ 仙台市　宮城野区　扇町　１－８－３７ 2019年4月16日
株式会社　フォレスティ峯岸 仙台市 宮城野区 高砂 1-31-10 2017年6月12日
株式会社　フラワーワークス鳴子 仙台市　宮城野区　扇町　３－１０－３ 2017年2月28日
株式会社　プランテック 仙台市 宮城野区 宮千代 2-18-5-１Ｆ 2017年5月30日
古川電気工業　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　２―１―１０ 2017年11月7日
有限会社　ベルサイド 仙台市　宮城野区　扇町　３－４－１０ 2017年8月22日
有限会社　峰壽産業 仙台市　宮城野区　萩野町 2-17-1 アメニティ萩野町　１階 101号 2017年7月24日
株式会社　北斗車輌 仙台市　宮城野区　扇町　７―１―３２ 2017年6月26日
北斗精機　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　４－６－３ 2017年7月4日
北菱冷熱　株式会社 仙台市　宮城野区　原町　４―１―１８ 2017年10月24日
株式会社　星インテリア 仙台市　宮城野区　福田町 1-4-20 2020年11月15日
合同会社　ホリデイズ 仙台市宮城野区福田町1丁目6-27 2021年2月15日
本田精機　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　４－６－７ 2017年2月21日
株式会社　ホンテック 仙台市　宮城野区　仙石 17-15 2018年3月13日
株式会社　本間青果 仙台市　宮城野区　日の出町２－５－４５ 2021年1月15日
株式会社　真壁技研 仙台市　宮城野区　苦竹　３－１－２５ 2020年4月1日
有限会社　正木工業 仙台市　宮城野区　白鳥　２－３３－２３ 2017年6月12日
株式会社　丸市仙台営業所 仙台市　宮城野区　中野　４－８－１０ 2017年2月21日
丸一ロジテック　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　神明　１１０ 2017年2月21日
丸幸自動車工業　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　３－８－２８ 2017年8月7日
株式会社　丸翔 仙台市　宮城野区　中野　神明　１７２―２ 2017年9月19日
丸進機械工業　株式会社 仙台市　宮城野区　岩切字三所北　１２１－１ 2017年6月20日
マルチプライ　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　３－４－２３ 2017年8月3日
三国屋建設コンサルタント　株式会社 仙台市　宮城野区　高砂　２―２―２ 2020年11月15日
みずの薬品　株式会社 仙台市　宮城野区　中野　１－５－１４ 2017年3月13日
株式会社　ｍｉｓｓｉｏｎ 仙台市 宮城野区 蒲生 2-6-6 2018年10月16日
ミヤギオ－ト　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町 4-1-25 2017年4月25日



公益財団法人　宮城県学校給食会 仙台市　宮城野区　枡江　１７－１ 2017年12月5日
株式会社　宮城県教科書供給所 仙台市　宮城野区　扇町　１-６-３ 2017年11月28日
一般社団法人　宮城県自動車協会 仙台市　宮城野区　扇町　３－３－１０ 2017年11月30日
社会福祉法人　宮城県障がい者福祉協会 仙台市　宮城野区　幸町　４－６－２ 2019年10月1日
公益社団法人　宮城県生活環境事業協会 仙台市　宮城野区　日ノ出町　２－５－１５ 2017年2月6日
株式会社　宮城新教育 仙台市　宮城野区　榴岡　３－２－２０ 2020年3月15日
有限会社　みやぎ造景 仙台市　宮城野区　岩切　堰堀　２７ 2019年4月16日
宮城配電工事　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　５－８－４０ 2017年3月6日
一般社団法人　ＭＯＴＴＯ 仙台市　宮城野区　小田原弓ノ町　１０２－１６セレーノ榴ヶ岡５０２ 2020年10月15日
株式会社　森岡商会 仙台市 宮城野区 福田町南1-1-6 2017年7月11日
一般財団法人　杜の都産業保健会 仙台市　宮城野区　小鶴　１－２１－８ 2017年2月28日
有限会社　守屋保険事務所 仙台市　宮城野区　小鶴　１―１０―３ 2020年12月1日
守屋木材　株式会社 仙台市　宮城野区　原町　６－１－１６ 2017年6月5日
株式会社　やさしい手仙台 仙台市　宮城野区　出花 2-12-5-102 2017年3月13日
山中産業　株式会社 仙台市　宮城野区　扇町　３―４―４１ 2017年3月6日
株式会社　やまや 仙台市 宮城野区 榴岡 3-4-1 ｱｾﾞﾘｱﾋﾙｽﾞ19 2017年7月4日
株式会社　四九一アヴァン 仙台市　宮城野区　鶴ケ谷　２－８－１　アバイン２階 2017年8月10日
株式会社　ライフサポート・エガワ東北 仙台市　宮城野区　扇町 7-3-13 2020年10月15日
ラコリス　株式会社 仙台市 宮城野区 鶴ｹ谷 2-8-1-34 2018年6月20日
株式会社　リアルデザイン 仙台市　宮城野区　榴岡　４－５－２２　宮城野センタービル７階　７０３ 2017年10月3日
株式会社　Ｒｅｖａｒｃ 仙台市　宮城野区　榴ケ岡　１０６－２　Revarc Bldg 3Ｆ 2020年5月1日
株式会社　レンタルシステム東北 仙台市　宮城野区　扇町 3-6-21 2017年12月19日
株式会社　和光 仙台市　宮城野区　榴岡　１―６―１０ 2017年9月19日
株式会社　渡邊舗装工業 仙台市　宮城野区　福室　７―４―２１ 2017年6月12日
株式会社　アースクリーン東北 仙台市 若林区 伊在 東通 13—1 2017年5月30日
アイケアサービス仙台　株式会社 仙台市　若林区　上飯田　２－１２－４３ 2018年4月17日
株式会社　相澤製作所 仙台市　若林区　六丁の目　元町　７―１ 2019年6月18日
株式会社　アイダラボ 仙台市　若林区　河原町　２―７―１５ 2018年11月6日
アイユウ警備　株式会社 仙台市　若林区　蒲町東　６－３ 2017年2月28日
株式会社　アオキ 仙台市　若林区　六丁の目北町　１６―１５ 2018年4月17日
あおば青果　株式会社 仙台市　若林区　卸町　４－３－１ 2016年12月21日
アクトス建設　株式会社 仙台市　若林区　上飯田　２－５－３４ 2018年7月31日
アスカ電子　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目北町　１３－８ 2017年6月12日
アド装建　株式会社 仙台市　若林区　鶴代町　４－７２－２ 2017年10月11日
株式会社　荒浜アグリパートナーズ 仙台市　若林区　荒井　神屋敷北　９７－３２ 2020年8月15日
株式会社　アルファス計装 仙台市　若林区　沖野 2-3-40 2017年6月12日

仙台市 若林区 中倉 1-15-1 ﾊﾟﾙｼｪ中倉1F 2019年8月1日
株式会社　イー･エス･ティ 2018年11月28日
イ―トス　株式会社 仙台市 若林区 大和町 1-2-15 STﾋﾞﾙ3F 2019年5月28日



株式会社　五十嵐　商会 仙台市　若林区　卸町　５－１－４ 2017年2月28日
株式会社　イデアル 仙台市　若林区　六丁の目西町 8-61 2016年11月9日
株式会社　イトイン 仙台市　若林区　卸町東　２―２―１０ 2018年11月12日
株式会社　イメージパーク 仙台市　若林区　鶴代町 4-12 2018年6月26日
イワタニセントラル東北　株式会社 仙台市　若林区　荒井　７－４０－１ 2017年3月13日
有限会社　岩渕設備工業 仙台市　若林区　蒲町 19-16 2017年8月7日
インネット仙台　合同会社 仙台市　若林区　大和町　３－１１－２ 2018年2月27日
株式会社　ウィズ 仙台市　若林区　荒浜　中堀南　２１０－１ 2019年6月11日
社会福祉法人　ライフの学校 仙台市　若林区　上飯田　天神　１－１ 2017年1月11日
英智学館　株式会社 仙台市　若林区　荒井　丑ノ頭　１０１－１ 2017年6月12日
株式会社　エスエスネット 仙台市　若林区　大和町　４－１０－５ 2018年8月29日
株式会社　エスコム 仙台市 若林区 二軒茶屋 1—6 二軒茶屋ｴｽｺﾑﾋﾞﾙ4F 2019年10月30日
株式会社　エスデーファイブ 仙台市　若林区　卸町東 2-3-30 2017年6月20日
株式会社　エスピー・クリエーション 仙台市　若林区　荒井　宅地　ｌ５ 2022年3月31日
株式会社　エフアシスト 仙台市　若林区　保春院前丁６－６ 2021年8月15日
株式会社　エフジェイアイ 仙台市　若林区　卸町　５－６－１０　仙台団地倉庫卸町ビル３階 2020年4月1日
株式会社　エム･エフ･ティ仙台 仙台市　若林区　六丁の目中町　２７ー１ 2017年9月5日
株式会社　ＭＭＦ 仙台市　若林区　卸町　５－５－２ 2017年6月20日
株式会社　エムケーレックス 仙台市　若林区　卸町　５―２―３　喜和ビル　１Ｆ 2017年6月5日
株式会社　エムシーアール 仙台市　若林区　卸町東　３－４－１３(ヤンコン物流内） 2019年12月23日
遠藤工業　株式会社 仙台市　若林区　荒井　２－６－３ 2022年2月15日
遠藤吉照土建　株式会社 仙台市　若林区　大和町 2-1-20 2017年8月22日
株式会社　オーシャンサプライ東北 仙台市　若林区　日辺　宅地８８ 2018年11月6日
オーリン興業　株式会社 仙台市　若林区　上飯田　２－１３－２４ 2021年3月15日
株式会社　おもちゃばこ保育園 仙台市　若林区　蒲町　７－８ 2019年4月23日
株式会社　オラクル 仙台市　若林区　荒井　５－５－２ 2018年3月29日
株式会社　卸町整備センタ― 仙台市　若林区　卸町　４－５ 2017年8月7日
有限会社　カーパーツマルサ 仙台市　若林区　荒井　藤田　８３―２ 2019年5月28日
有限会社　カール英会話ほいくえん 仙台市　若林区　卸町　３－１－４ 2022年2月1日
改正環境整備　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目西町　８－２２ 2017年8月22日
皆成建設　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目元町　２－１１ 2017年2月28日
有限会社　カズフードサービス 仙台市　若林区　中倉 2-12-27 2019年10月31日
カネテック　株式会社 仙台市　若林区　荒浜　石場前　６７－１ 2017年9月19日
観光第一交通　株式会社 仙台市　若林区　卸町東 1-1-56 2017年8月29日
有限会社　菊信紙工所 仙台市　若林区　六丁の目西町　２－２６ 2017年10月31日
有限会社　キクチ精工 仙台市　若林区　遠見塚　３－１４－１８ 2018年7月10日
木皿建設　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目南町 7-15 2022年2月1日
株式会社　久栄家具 仙台市　若林区　若林　７－１０－２０ 2019年2月26日
株式会社　協神 仙台市　若林区　六丁の目東町 4ｰ22 2017年7月24日



共同紙工　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目西町　２－２１ 2018年1月5日
クラシタス　株式会社 仙台市　若林区　卸町 1-2-6 2017年8月3日
クリエイト伝装　株式会社 仙台市　若林区　新寺 2-2-11　新寺211ビル3F 2020年9月15日
株式会社　クリエイトワン 仙台市　若林区　大和町　５－１８－７　大和町中北ビル２Ｆ 2017年10月24日
クレア工業　株式会社 仙台市　若林区　かすみ町　２４―１５ 2022年5月1日
弘進ゴム　株式会社 仙台市　若林区　河原町　２―１―１１ 2016年12月7日
高速美術印刷　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目西町 1-41 2017年3月21日
有限会社　コーセーハウジング 仙台市　若林区　三百人町　１０３ 2018年7月10日
有限会社　ゴトウプリント 仙台市　若林区　新寺　５－９－２８ 2018年7月19日
今野印刷　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目西町 2-10 2017年2月28日
サイデック　株式会社 仙台市　若林区　卸町　５―６―２ 2018年2月21日
サイト工業　株式会社 仙台市　若林区　卸町　２－６－１１ 2018年4月24日
株式会社　サインズ 仙台市　若林区　六丁の目北町 4-57 2019年12月23日
株式会社　サステム 仙台市　若林区　荒井　５－７－５ 2018年5月15日
株式会社　佐藤兄弟商会 仙台市　若林区　荒町　１４ 2020年3月15日
有限会社　佐藤電機鉄工所 仙台市　若林区　六丁の目　元町　８―１５ 2019年7月3日
株式会社　佐藤部品 仙台市　若林区　若林　６－３－２６ 2017年9月12日
株式会社　佐藤ラス工業 仙台市　若林区　上飯田　１－２５－２５ 2022年1月17日
株式会社　佐元　工務店 仙台市　若林区　遠見塚　２－２７－９ 2017年3月21日
澤田商事　株式会社 仙台市　若林区　卸町　５－５－１ 2019年1月28日
山幸綜合設備　株式会社 仙台市　若林区　河原町　２―５―１１ 2017年5月30日
株式会社　サンコー造型 仙台市　若林区　蒲町東　１０－１５ 2019年4月9日
株式会社　サンテツ 仙台市　若林区　大和町　５－１０－５ 2017年9月26日
産電工業　株式会社 仙台市　若林区　荒井東　２－１３－１ 2017年5月22日
産電ホールディングス　株式会社 仙台市　若林区　荒井東　２－１３－１ 2019年11月20日
三明機材工業　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目　中町 6-34 2017年9月19日
有限会社　三友工業 仙台市　若林区　荒井　８－２－１０ 2017年5月22日
有限会社　三和商会 仙台市　若林区　沖野　５―１１―７ 2017年11月7日
株式会社　シーズ 仙台市　若林区　卸町 2-6-5 2018年6月20日
株式会社　ジェイエイ仙台 仙台市　若林区　卸町東　１－９－１８ 2021年8月15日
株式会社　シバタ　インテック 仙台市　若林区　卸町 2-11-3 2018年11月12日

仙台市　若林区　石名坂　５７　ＴＦＭビル２Ｆ 2019年9月10日
住まい工房システム　株式会社 仙台市　若林区　大和町　５－６－１７－２０１ 2017年10月16日
株式会社　庄子畳店 仙台市　若林区　上飯田　３－３－４５ 2020年10月15日
有限会社　庄子鉄筋工業 仙台市　若林区　六丁の目中町　２７－１２ 2017年8月10日
株式会社　庄定 仙台市　若林区　卸町　４－３－１ 2017年7月19日
株式会社　白岩工務店 仙台市　若林区　荒井　１－１４－３ 2019年8月27日
医療法人仁泉会　みやぎ健診プラザ 仙台市　若林区　卸町　１－６－９ 2017年7月4日
株式会社　水月 仙台市　若林区　連坊　２－９－３５ 2018年1月31日



株式会社　スカイ環境研究所 仙台市　若林区　新寺　１―６―８―３０１ 2019年5月21日
株式会社　菅井ホーム 仙台市 若林区 荒井字 堀添 53-20 2017年6月12日
株式会社　杉田自動車塗装工業 仙台市　若林区　鶴代町　３－３５－８ 2018年4月17日
株式会社　スズキ 仙台市　若林区　六丁の目西町 3-6 2019年10月30日
鈴木工業　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　５－３－２８ 2016年12月27日
株式会社　仙水デイリー 仙台市　若林区　卸町　４－７－８ 2021年10月15日
仙台ガス保安工事　株式会社 仙台市　若林区　卸町東 3-2-36 2017年10月3日
仙台市海岸公園馬術場 仙台市　若林区　井土　沼向　1 2020年9月15日
株式会社　仙台商産 仙台市　若林区　卸町　４－７－８　仙台水産ビル 2017年11月13日
株式会社　仙台水産 仙台市　若林区　卸町　４－３－１ 2021年12月1日
株式会社　仙台東部不動産 仙台市　若林区　大和町　１－２－１５　ＳＴビル１階 2017年6月12日
仙台日新自動車　株式会社 仙台市　若林区　卸町　４－７－１９ 2017年8月3日
株式会社　仙台荷役作業 仙台市　若林区　今泉　１－９－５５ 2021年10月15日
有限会社　仙台福祉清掃社 仙台市　若林区　六丁の目西町　７－２４ 2017年6月20日
有限会社　仙台フジコー自動車 仙台市　若林区　六郷　２－２３ 2017年6月12日
株式会社　仙台鉾田モ－タ－商会 仙台市　若林区　鶴代町 3-35-12 2017年1月17日
株式会社　仙台鮪販売 仙台市 若林区 卸町 4-7-8 仙台水産ﾋﾞﾙ510 2019年10月30日
株式会社　仙台丸水配送 仙台市　若林区　卸町　４－６－５ 2017年7月24日
仙台和光純薬　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　２－２－３２ 2017年10月3日
仙舗建設　株式会社 仙台市　若林区　荒井　７－３７－２ 2018年1月5日
大創工業　株式会社 仙台市　若林区　志波町　１３ー２３ 2020年9月1日
太平電気　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　１－４－２３ 2017年3月13日
大和水産　株式会社 仙台市　若林区　卸町　４－３－１ 2019年10月15日
有限会社　髙橋写真製版 仙台市　若林区　鶴代町 5-30-1 2017年8月3日

仙台市　若林区　沖野　２－１４－２０ 2018年9月3日
株式会社　タスク 仙台市　若林区　六丁の目西町　１－１５ 2017年10月3日
田中産業　株式会社 仙台市　若林区　荒浜　南長沼　１４－２０ 2017年7月11日
株式会社　ちゃいるどらんど 仙台市　若林区　六丁の目西町　３―４１　白山ビル　２０１ 2017年2月21日
調気工業　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目南町　２－２６ 2017年8月3日
社会福祉法人つどいの家　つどいの家・ｺﾍﾟﾙ 仙台市　若林区　上飯田　１―１７―５８ 2021年8月15日
有限会社　ティー・シー・エム 仙台市　若林区　大和町　４－１３－２７ 2020年12月15日
有限会社　ティー・シー・エム　なでしこの館　３号館仙台市 若林区 大和町  4-13-27 2019年4月23日
株式会社　デュランティス 仙台市　若林区　新寺　１－７－２１　新寺ＫＳビル６階 2019年7月3日
株式会社　東海 仙台市　若林区　卸町　４－３－１ 2020年12月15日
東條テレコム　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　３－３－２９ 2017年8月3日
東伸環境　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　５－３－１６ 2017年7月4日
株式会社　東杜機工 仙台市　若林区　荒井　７－５－３ 2017年9月5日
株式会社　東配 仙台市　若林区　卸町　４－８－１２ 2021年7月1日
株式会社　ＴＴＫエンジ宮城 仙台市　若林区　六丁の目元町　１２―１ 2017年5月15日



株式会社　東北アサヌマ 仙台市　若林区　卸町　２―１１―８ 2017年3月13日
東北カラ―デュ―プ　株式会社 仙台市　若林区　卸町　３－１－１１ 2017年6月20日
東北黒沢建設工業　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　４―４―２８ 2018年1月16日
東北興商 株式会社 仙台市　若林区　六丁の目中町　２７―２７ 2017年8月3日
東北交通共済協同組合 仙台市　若林区　卸町　３―５―１ 2021年6月1日
株式会社　東北産業サービス 仙台市　若林区　卸町東　３－１－１２ 2019年5月28日
東北紙工　株式会社 仙台市　若林区　中倉　１－１３－１ 2017年3月21日
東北テレメディア開発　株式会社 仙台市　若林区　沖野　２－５－５ 2017年7月19日
東北特機サービス　株式会社 仙台市　若林区　大和町　２―１―１０ 2022年5月1日
東北七県電気工事組合連合会 仙台市　若林区　東七番丁　１５７－１ 2017年5月30日
東北七県配電工事　株式会社 仙台市　若林区　卸町　1-6-15　卸町セントラルビル2階 2017年8月7日
株式会社　東北マネジメント 仙台市　若林区　二軒茶屋　６－３ 2017年12月26日
株式会社　東北ライフサービス 仙台市　若林区　大和町 4-23-3 2017年8月7日
東洋産業　株式会社 仙台市　若林区　大和町　１―１７―１５ 2017年8月7日
株式会社　東流社 仙台市　若林区　卸町東　３―４―１３ 2019年11月20日
トーラス　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　１－３－８ 2018年10月9日
株式会社　トラステック 仙台市　若林区　新寺　４－７－１９ 2021年12月1日
トレンドサークル　株式会社 仙台市　若林区　遠見塚　２－４１－１７　フォーサイド　２０１ 2019年10月15日
株式会社　ナスキー 仙台市　若林区　六丁の目中町　１８－１５　斎喜六丁の目ビル　２１２ 2017年8月29日
株式会社　なでしこ 仙台市　若林区　大和町　４－１３－２７ 2020年12月15日
鳴海屋紙商事　株式会社 仙台市　若林区　卸町　２－１４－５ 2018年1月5日
ニシウミ電機商事　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目元町　４―８ 2017年8月3日
有限会社　西嶋労務経営事務所 仙台市　若林区　椌木通　６７－２０ 2017年3月6日
日東イシダ　株式会社 仙台市　若林区　卸町　５－３－５ 2021年3月1日
株式会社　日本オイラ―ビルサ―ビス 仙台市　若林区　卸町　３－１－６ 2017年2月28日
株式会社　ノースブリッジ 仙台市　若林区　木ノ下　１－２４－１７ 2017年7月24日
株式会社　ハートライン 仙台市 若林区 六丁の目西町 8-1 蒼喜ｾﾝﾀ—ﾋﾞﾙ705 2018年7月19日
蜂谷　運輸倉庫　株式会社 仙台市　若林区　卸町　５―６―１ 2017年2月6日
株式会社　羽田電機工業所 仙台市　若林区　遠見塚東　１０－７ 2017年8月29日
隼電気　株式会社 仙台市　若林区　大和町　５－３０－２２ 2021年9月1日
原シャッター工業　株式会社 仙台市　泉区　桂　4-15-3 2017年7月24日
株式会社　パラマウント 仙台市　若林区　中倉　３―１８―７ 2017年11月20日
ハリウコミュニケーションズ　株式会社 仙台市　若林区　六丁の目西町　２―１２ 2017年6月20日
株式会社　ビー・プロ 仙台市　若林区　六丁の目西町　４－１ 2017年8月3日
株式会社　東日本基礎 仙台市　若林区　荒井　細沼　８８ 2017年6月5日
東日本食肉　株式会社 仙台市　若林区　卸町東 5-2-18 2018年7月19日
ひかり工機　株式会社 仙台市　若林区　荒井　浜田東 1 2017年6月5日
福興電気　株式会社 仙台市　若林区　東七番丁　１５ 2017年3月6日
株式会社　フクデンサービス 仙台市　若林区　東七番丁 15 2019年3月5日



株式会社　ブリーズ 仙台市　若林区　大和町　５－２３－１７ 2020年3月1日
株式会社　フルハウス 仙台市　若林区　蒲町東　１０－４ 2017年3月13日
有限会社　プロテック仙台 仙台市　宮城野区　扇町　4-4-10 2019年4月23日
株式会社　フロムアーツ 仙台市　若林区　若林　2-3-9　クレシード若林　101 2020年8月1日
株式会社　ベジフル仙台 仙台市　若林区　日辺　沖田８９－２ 2017年3月6日
株式会社　へルム喜早 仙台市　若林区　鶴代町　５－５８ 2017年10月31日
株式会社　ほまれや 仙台市　若林区　堰場　１２－５ 2017年7月19日
株式会社　マツウラ 仙台市　若林区　鶴代町　５－７５ 2018年5月15日
有限会社　マルアイ建設 仙台市　若林区　種次　中野　９－１ 2021年8月1日
株式会社　マルタマ 仙台市　若林区　清水小路　８ 2017年6月5日
マルカ電設　株式会社 仙台市　若林区　沖野　２－３５－７ 2019年8月27日
ミカド電装商事　株式会社 仙台市　若林区　新寺　３－４－３０ 2018年1月5日
南東北福山通運　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　５―７―５８ 2017年3月6日
公益社団法人　宮城県トラック協会 仙台市　若林区　卸町　５－８－３ 2018年6月26日
株式会社　宮城公害処理 仙台市 若林区 三本塚 字荒谷 85 2017年6月12日
宮城トンボ　株式会社 仙台市　若林区　卸町 1-4-12 2017年4月25日
有限会社　宮千代商事 仙台市　若林区　荒井　７－２３－７ 2017年10月3日
有限会社　みやび建築工房 仙台市　若林区　荒町　１４９－１－２０２ 2017年7月11日
株式会社　安田商行 仙台市　若林区　鶴代町　４－３ 2017年7月11日
柳田運輸　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　２－２－２２ 2018年10月2日
株式会社　ユアテック宮城サービス 仙台市　若林区　大和町　５－２９－１５ 2017年9月5日
株式会社　ユーメディア 仙台市　若林区　六丁の目西町　４－１２ 2017年10月24日
株式会社　吉田商会 仙台市　若林区　遠見塚　２－１２－１６ 2019年5月21日
株式会社　リアナーレ 仙台市　若林区　六丁目　南９７－３　東インター斎喜ビル７Ｆ 2017年8月7日
株式会社　リバースプロジェクト 仙台市　若林区　荒井　１－１８－１０　クレアパレス1F 2022年2月15日
株式会社　リハサポート 仙台市　若林区　蒲町　３７－１４　茜タウンオフィスＡ 2018年12月18日
株式会社　リブレ　グループホームなつぎ埜 仙台市　若林区　今泉　小在家東　９７－２ 2017年7月19日
合同会社　リレーション 大崎市古川大幡字道上30-8 2021年6月1日
株式会社　レウシット営業本部 仙台市 若林区 六丁の目北町 6-18 2017年9月26日
株式会社　若生電機製作所 仙台市　若林区　六丁の目　元町 12-6 2017年7月24日
渡兵レミコン　株式会社 仙台市　若林区　卸町東　５－３－８ 2018年6月20日
アイペックホールディングス　株式会社 仙台市　泉区　泉中央　１－４５－５ 2017年4月3日
赤坂建設　株式会社 仙台市　泉区　上谷刈　赤坂 9-2 2020年10月1日
アコール　株式会社 仙台市　泉区　泉中央　４－１－５ 2017年8月3日
株式会社　アネスティ 仙台市　泉区　市名坂　字御釡田 145-3 2017年6月26日
株式会社　アルファニー 宮城県仙台市泉区大沢2丁目12番4号仙台泉インターシティ3F 2019年5月28日
株式会社　壱岐産業 仙台市　泉区　黒松　２―１６―１２ 2018年12月11日
株式会社　泉 仙台市　泉区　実沢　清水田　７８ 2017年3月6日
株式会社　泉緑化 仙台市　泉区　福岡　藤沢　１３ 2018年8月16日



一ノ蔵　酒類販売　株式会社 仙台市　泉区　市名坂　万吉前　２３―１ 2017年8月7日
伊東工業　株式会社 仙台市　泉区　松森　斉兵衛３６－１ 2021年9月1日
株式会社　ＩＷΑＳΑＫＩ－ＧＵΑＲＤ 仙台市　泉区　歩坂町　６１－１５ 2017年3月28日
ウエノ設備　株式会社 仙台市　泉区　上谷刈 6-3-40 2017年3月21日
株式会社　エーワンパートナーズ 仙台市 泉区 南光台 3-30-8 2017年10月31日
株式会社　Ｎ．ａｔｈｌｅｔｉｃｓ 仙台市　泉区　南中山　１－２８－１８ 2020年10月15日
有限会社　エムコム 仙台市　泉区　加茂　５－２－１４ 2021年1月15日
株式会社　エルエスシー 仙台市　泉区　泉中央　１－３３－３ 2019年6月11日
有限会社　オイルメンテナンス工業 仙台市　泉区　南光台東　１―７―１ 2018年4月24日
株式会社　オー・シー・エス 仙台市　泉区　みずほ台　１１－１　ヴェルビュみずほ台中央　５０８ 2017年6月12日
Ｏ・Ｔ・テクノリサーチ　株式会社 仙台市 泉区 大沢 2-12-4 仙台泉ｲﾝﾀ—ｼﾃｨ3F 2017年8月10日
株式会社　オーソン 仙台市　泉区　市名坂　黒木川原　７６－１ 2018年10月23日
大正運輸　株式会社 仙台市 泉区 西田中 露払屋敷 35-2 2019年6月25日
株式会社　大森商会 仙台市　泉区　松森　城前　２１７－１－３ 2017年4月17日
株式会社　オカザキ 仙台市　泉区　鶴が丘　４―ｌ０―９ 2019年3月19日
株式会社　オルトスポーツクラブ 仙台市泉区桂1-17-1 2020年3月1日
株式会社　カープラザワールド 仙台市　泉区　七北田　新道 42-2 2018年8月7日
株式会社　後藤総合税経 仙台市　泉区　八乙女　２―１０―６ 2021年10月1日
カヤバ管材　株式会社 仙台市　泉区　松森　斉兵衛 20-2 2017年7月19日
感動ホームズ　株式会社 仙台市　泉区　南光台南　２―２７―７ 2020年4月15日
株式会社　キャリア・Ｄ 仙台市　泉区　歩坂町　７４－２５ 2017年6月26日
株式会社　グリ―ン・ケア 仙台市　泉区　上谷刈　山添　１―１ 2018年9月10日
株式会社　グリ―ン開発 仙台市　泉区　高玉町 8-3 2017年1月23日
有限会社　栗駒建業 仙台市　泉区　市名坂　新門前　２４－７ 2017年3月13日
クレアホームコンサルティング　株式会社 仙台市　泉区　南光台　３－２０－２０　成田ビル１Ｆ 2017年6月5日
株式会社　グローバル・ソリューション 仙台市　泉区　黒松　１－３０－２３ 2018年7月24日
有限会社　ケーキハウスフレーズ 仙台市 泉区 将監 1—7—5 2018年11月6日
株式会社　ケディカ 仙台市　泉区　明通三丁目　２０ 2018年2月7日
健生　株式会社 仙台市　泉区　本田町 8-12 2017年12月26日
有限会社　興栄工業 仙台市　泉区　加茂　４―３０―１ 2018年10月2日
株式会社　光丘　仙台支社　泉国際ゴルフ倶楽部 仙台市　泉区　根白石　花輪山　５－２ 2017年4月25日
巧成建設　株式会社 仙台市　泉区　野村　菅間前 34-8 2020年2月1日
生活協同組合連合会コ―プ東北サンネット事業連合仙台市　泉区　八乙女　４―２―２ 2021年5月1日
コスモスケア　株式会社 仙台市　泉区　八乙女中央　３－９－１ 2018年7月10日
コペルハウス　株式会社 仙台市　泉区　松森　鹿島　１５―１４ 2017年6月12日
ゴリラ　ガ―ド　ギャランティ　株式会社 仙台市　泉区　野村　９５－２ 2018年10月30日
株式会社　齋藤工業 仙台市　泉区　紫山　２―１８―1 2017年4月10日
株式会社　さとう総業 仙台市　泉区　七北田　朴木沢 93-1 2017年6月12日
有限会社　サブカントラクト試錐 仙台市　泉区　南光台東　２―３８―９ 2019年8月1日



サン工業　株式会社 仙台市　泉区　上谷刈　山添 1-1 2017年4月3日
株式会社　サンダイ 仙台市　泉区　長命ケ丘　６－１５－１０ 2017年1月23日
有限会社　ＣＣＰ地域開発コンサルタント 仙台市　泉区　黒松　１－９－２ 2018年2月21日
株式会社　新陽ランドリー 仙台市　泉区　根白石　判在家　２５－２ 2018年4月17日
株式会社　ＳＴＯＲＹ　ＩＮ　ＳＴＯＮＥ 仙台市　泉区　朴沢　石田 4-1 2018年7月19日
株式会社　Ｈ．Ｈ．Ｈ． 仙台市泉区西田中字根岸52番2 2021年9月1日
社会福祉法人　泉和会 仙台市　泉区　根白石　新坂上 16-1 2017年8月22日
株式会社　仙秋建設 仙台市　泉区　北中山　４－５－６ 2018年8月29日
有限会社　仙台ジオックス 仙台市　泉区　住吉台西　１－３－１ 2017年7月24日
株式会社　仙台リサイクルセンター 仙台市　泉区　根白石　福沢後　１－１ 2017年3月6日
社会福祉法人　創生会　東北事業部 仙台市　泉区　大沢　３－５－１ 2018年10月2日
株式会社　ZORRO Company 仙台市　泉区　市名坂　町　７９―１ 2017年9月5日
大東設備工業　株式会社 仙台市　泉区　泉中央 2-4-1 2017年9月12日
有限会社　高澤産業 仙台市　泉区　市名坂　野蔵 36 2020年9月1日
株式会社　竹中測量設計 仙台市　泉区　市名坂　野蔵 25-5 2019年3月19日
有限会社　伊達観光交通 仙台市　泉区　市名坂　新道　８－１ 2017年7月4日
有限会社　田中電設 仙台市 泉区 南光台 6—13—18 宮城県障害者福祉ｾﾝﾀ—内 2019年10月1日
通研エンジニアリングサ―ビス　株式会社 仙台市　泉区　西田中　松下２４－１６ 2017年3月13日
株式会社　ティ･ピィ･エスサービス 仙台市　泉区　上谷刈　治郎兵衛下　４８－３ 2017年3月13日
株式会社　ティー・レックス 仙台市　泉区　大沢　２―７―７ 2017年7月19日
ＴＬＳ仙台　株式会社 仙台市　泉区　長命ケ丘　３－２７－３－３０６ 2021年10月15日
株式会社　デザイン工房 仙台市　泉区　上谷刈　赤坂 6-102 2017年2月1日
寺嶋建設　株式会社 仙台市　泉区　高森　８－４－４ 2021年10月15日
株式会社　東開基礎コンサルタント 仙台市　泉区　市名坂　御釡田　１４５―２ 2020年11月15日
株式会社　登建サービス 仙台市　泉区　泉中央　１－１６－６　泉中央ビル９Ｆ 2018年8月7日
有限会社　東品精型 仙台市 泉区 根白石 字町頭 13-1 2017年6月20日
東北観光バス　株式会社 仙台市　泉区　館　７－１０１－１ 2017年4月3日
東北グレ―ダ―　株式会社 仙台市　泉区　松森　中道　８１ 2019年5月9日
東北公営事業　株式会社 仙台市　泉区　根白石　町東２６－１ 2017年8月10日
中田建設工業　株式会社 仙台市　泉区　小角　大明神５－１ 2017年9月26日
株式会社　南光台金物 仙台市　泉区　南光台南 1-1-9 2017年9月26日
株式会社　日本眼科医療センタ― 仙台市　泉区　桂 4-33-3 2017年12月5日
日本未来エナジー　株式会社 仙台市　泉区　八乙女中央　２－５－７ 2017年2月21日
株式会社　ハーモテック 仙台市　泉区　南中山 5-4-14 2017年10月11日
株式会社　パイレックス 仙台市　泉区　寺岡　４－１７－１ 2019年1月15日
株式会社　ハウステック協和 仙台市　泉区　鶴が丘　１－１８－４　シティハイム泉　１０２ 2018年5月10日
株式会社　針哲 仙台市　泉区　市名坂　石止　２７ 2021年11月15日
株式会社　ビー・エイチ・シー 仙台市　泉区　泉中央　２－１１－９　 S.K.Yビル３F 2020年10月15日
東日本電子計測　株式会社 仙台市　泉区　南光台　４―３２―１９ 2017年7月24日



ヒット　エス　株式会社 仙台市　泉区　泉ケ丘 5-14-12 2019年5月28日
株式会社　ファインテック 仙台市　泉区　北中山　２－４２－４７ 2020年3月15日
株式会社　ファミリ―メイト 仙台市　泉区　歩坂町　４０―７ 2022年3月15日
ブーランジェリーマルシェ　合同会社 仙台市　泉区　上谷刈　１－５－８ 2017年8月22日
株式会社　フジ・スタイリング 仙台市　泉区　明通　４―９―１ 2018年11月15日
藤田建設　株式会社 仙台市　泉区　本田町　３―ｌ０ 2021年2月1日
プロボディー仙台　株式会社 仙台市　泉区　七北田　新道２９－２ 2018年4月9日
株式会社　ベンチャ―デザイン 仙台市　泉区　加茂　１―２８―２ 2017年5月30日
有限会社　ホームランド仙台 仙台市　泉区　市名坂　万吉前　１４３ 2017年2月28日
株式会社　牧山 仙台市　泉区　実沢　二ノ関屋敷　１０－１ 2018年1月23日
医療法人　松田会 仙台市　泉区　実沢　立田屋敷　１７―１ 2017年2月28日
ミクロプラスチックス　株式会社 仙台市　泉区　野村　二重袋 5 2018年11月12日
株式会社　ミズコム 仙台市　泉区　高森　７－１７－１１ 2018年7月24日
株式会社　宮城県学校用品協会 仙台市　泉区　八乙女　四丁目　２―３５ 2021年5月1日
一般財団法人　宮城県公衆衛生協会 仙台市　泉区　松森　堤下　７―１ 2017年3月21日
宮城県高齢者生活協同組合 仙台市　泉区　高森　３－４－１３１ 2017年7月11日
一般財団法人　宮城県成人病予防協会 仙台市　泉区　本田町　８―２６ 2017年2月16日
宮城建設工業　株式会社 仙台市　泉区　明通　３－５１－３６ 2021年4月1日
一般財団法人　宮城県予防医学協会 仙台市　泉区　高森　２－１－３９ 2017年5月22日
みやぎ生活協同組合 仙台市　泉区　八乙女　四丁目　２―２ 2021年5月1日
宮城引込線工事　株式会社 仙台市　泉区　北中山　４－１－５ 2020年2月1日
株式会社　ミヤックス 仙台市　泉区　寺岡 1-1-3 2017年3月21日
株式会社　メムス・コア 仙台市　泉区　明通　３―１１―１ 2017年7月11日
株式会社　杜都総合保険事務所 仙台市　泉区　泉中央　３－１５－３　グランディール泉中央　３０１ 2020年10月1日
杜の都商会　株式会社 仙台市　泉区　長命ケ丘 3-26-43 2017年2月6日
株式会社　杜の都設備工業 仙台市　泉区　福岡　岳山　７－１９４ 2020年3月15日
株式会社　山一地所 仙台市　泉区　泉中央 2-13-3 2021年4月1日
株式会社　ヨシケイ宮城 仙台市　泉区　鶴が丘 1-38-4 2017年7月4日
株式会社　リジョイス 仙台市 泉区 松森字 内町 60 ｺ—ﾎﾟ斉藤201 2017年2月1日
株式会社　リフォーム仙台花まる 仙台市　泉区　鶴が丘　２－８－１８ 2018年7月31日
有限会社　ワシオ金物店 仙台市 泉区 小角字宮 22 2017年6月20日
株式会社　アーキテクス 仙台市　太白区　太白 2-22-1 2018年2月27日
税理士法人　アイアイティー 仙台市　太白区　長町　４－３－３０－１０１ 2019年12月20日
株式会社　アイエスプランニング 仙台市　太白区　大野田　４－９－３ 2017年9月19日
株式会社　アイコー 仙台市　太白区　秋保町湯元字行沢　１－２ 2018年5月10日
株式会社　アイコー工業 仙台市　太白区　鈎取本町　１－１５－６０ 2017年6月20日
株式会社　アイム商会 仙台市　太白区　泉崎　２－３－１６ 2018年4月17日
株式会社　青葉ガーデン 仙台市　太白区　富沢　１－１２－２ 2019年9月17日
青葉計測テクノ　株式会社 仙台市　太白区　富沢西　4-14-1 2018年7月24日



社会福祉法人　あおば厚生福祉会 仙台市　太白区　茂庭台　２－１５－２５ 2020年6月15日
株式会社　赤井沢 仙台市　太白区　長町 5-3-3 2017年3月21日
株式会社　秋元技術　コンサルタンツ 仙台市　太白区　鹿野　２―１０―１４ 2018年9月3日
株式会社　アクティブ建装 仙台市　太白区　柳生　３－６－２６ 2020年3月15日
株式会社　阿部砂利建設 仙台市　太白区　長町 6-11-14 2019年1月22日
社会福祉法人　ありのまま舎 仙台市　太白区　西多賀　４－１９－１ 2018年10月9日
株式会社　アンテック 仙台市　太白区　西多賀　１－１３－２７ 2017年4月17日
株式会社　石王 仙台市　太白区　桜木町　１７－２４ 2019年6月25日
株式会社　石橋組 仙台市　太白区　柳生　４－４－１ 2017年7月11日
株式会社　磯野電気工事 仙台市　太白区　四郎丸字落合　１０９－１ 2017年9月5日
社会福祉法人銀杏の会　バンビのおうち保育園 仙台市　太白区　西中田　５－１１－１ 2017年5月30日
社会福祉法人　銀杏の会　バンビの森　こども園 仙台市　太白区　中田　４―１―３―１ 2017年5月30日
稲荷タクシー　有限会社 仙台市　太白区　中田　６－７－３５ 2017年3月13日
株式会社　井上建築工房 仙台市　太白区　茂庭　町北３１－１ 2017年8月10日
株式会社　植耕 仙台市　太白区　上野山　１－１６－１ 2019年9月10日
社会福祉法人　うえるかむ 仙台市　太白区　鈎取　４－１４－１５ 2017年8月22日
株式会社　Ｈ２アシスト 仙台市　太白区　あすと長町１―４―５０ 2019年5月28日
永楽　交通　株式会社 仙台市　太白区　東郡山 1-1-11 2017年3月13日
株式会社　栄和稲荷交通 仙台市　太白区　中田　６―７―３５ 2017年3月13日
株式会社　ＳＴトラスト 仙台市　太白区　八木山本町１－１４－８ 2017年7月4日
株式会社　エヌピー 仙台市 太白区 柳生 1-11-8 仙光ﾋﾞﾙ 2017年9月5日
株式会社　ＭＯＡ電工 仙台市　太白区　郡山　南下河原向　１－７４ 2018年10月9日
株式会社　エルニード東北 仙台市　太白区　金剛沢　１－４－８　アイリスヒルズ１Ｆ 2017年8月3日
株式会社　オリジンケア 仙台市　太白区　柳生　田中　７―３ 2017年6月5日
株式会社　カーム 仙台市　太白区　東中田　６－３－３０ 2021年2月1日
有限会社　かざま 仙台市　太白区　郡山　５―１１―６ 2017年5月30日
有限会社　加藤興業 仙台市　太白区　青山　１－２５－２１ 2021年12月1日
株式会社　ＵＮＩＴＥ　ＳＹＳＴＥＭ 仙台市　太白区　東大野田　２１－１８ 2021年9月15日
株式会社　キクテック 仙台市　太白区　東中田　６―１―４７ 2017年11月13日
株式会社 キタック東北販売 仙台市　太白区　砂押南町　２－３ 2017年1月11日
協榮工業仙台　株式会社 仙台市　太白区　砂押南町　１－４３　コーポ砂押南　２０５ 2017年8月7日
共伸木材　有限会社 仙台市　太白区　郡山　７―６―１５ 2019年4月23日
株式会社　グッドライフケア 仙台市　太白区　大野田　４－１８－４ 2019年2月13日
有限会社　クラスタ　グループホーム　やぎあん 仙台市 太白区 八木山南 3-1-12 2017年8月7日
株式会社　群建築設計事務所 仙台市　太白区　鹿野　２―１５―１２ 2017年3月13日
ＫＭ仙台タクシ―　株式会社 仙台市　太白区　茂庭　字人来田西　１４３―１７ 2017年1月11日
ケ―ブルメディア　株式会社 仙台市　太白区　西中田 6-14-23 2018年9月19日
株式会社　ケンセイ 仙台市　太白区　西中田 4-12-32 2017年7月24日
株式会社　興栄 仙台市　太白区　金剛沢 2-6-18 2017年9月12日



株式会社　こうけん 仙台市　太白区　郡山　８－２－２８ 2018年3月19日
幸大建設　株式会社 仙台市　太白区　ひより台　４１－５ 2017年6月26日
有限会社　鴻巣 仙台市　太白区　中田 7-23-15 2016年12月21日

仙台市　太白区　長町　８―２１―１０ 2019年6月25日
株式会社CYBER DREAM 仙台市　太白区　長町　５－１０－２０ 2018年9月19日
株式会社　さくら通信 仙台市　太白区　茂庭　人来田東　３－９ 2019年1月15日
佐々木悦子産科婦人科クリニック 仙台市　太白区　鹿野本町 11-21 2017年6月5日
サトウ設備　株式会社 仙台市　太白区　鈎取　２―１―２４ 2018年11月22日
株式会社　サトウ装工 仙台市　太白区　茂庭　2-3-1 2019年2月19日
有限会社　サンエターナル 仙台市　太白区　茂庭台　４－３－６－２０７ 2019年6月25日
株式会社　サンコーポレーション 仙台市　太白区　茂庭台　１－２１－１２ 2021年2月15日
株式会社　サンテック 仙台市　太白区　西多賀　４－１３－５ 2017年7月11日
株式会社　鴫原基礎 仙台市　太白区　坪沼　境田　１３７―１ 2020年4月1日
株式会社　芝玄 仙台市　太白区　八本松 2-8-12-502号 2020年11月15日
有限会社　シバデン 仙台市　太白区　秋保町長袋　町南裏　８―８ 2017年9月12日
株式会社　写真企画 仙台市　太白区　富沢南 1-19-2 2018年3月6日
株式会社　情通 仙台市　太白区　砂押南町　２番３号　日興ビル３Ｆ 2018年9月10日
株式会社　スクリーン仙台 仙台市　太白区　郡山　７－１－７７ 2017年3月6日
株式会社　すこやか 仙台市　太白区　長町　１－７－３８　パシフィック広瀬橋　２０３ 2022年5月1日
株式会社　鈴孝建機 仙台市　太白区　西多賀　５－３２－１０ 2017年4月17日
医療法人社団　静実会
ないとうクリニック複合サービスセンター仙台市　太白区　茂庭台　３―３０―３０ 2017年8月7日
宗教法人　生長の家　宮城県教化部 仙台市　太白区　西中田5-17-53 2017年11月20日
株式会社　星和建工 仙台市　太白区　袋原　４－１４－１５ 2017年5月30日
株式会社　石油ガス工事 仙台市　太白区　郡山　７－１９－２０ 2017年5月15日
仙台中央生コン株式会社 仙台市　太白区　中田町　後河原 1 2017年9月5日
株式会社　仙台燃料社 仙台市　太白区　鹿野　１－３－１２ 2017年5月22日
仙台南地区交通安全協会 仙台市　太白区　長町　６―２―７　仙台南警察署内 2018年12月11日
公益社団法人　仙台南法人会 仙台市　太白区　大野田　２－１－４８　レジデンス王ノ壇２０２ 2017年4月10日
仙南交通　株式会社 仙台市　太白区　中田 5-16-25 2020年4月1日
株式会社　大盛設備工業 仙台市　太白区　西中田　５－７－６ 2017年8月10日
株式会社　太長会 仙台市　太白区　長町　５－９－１３ 2019年1月22日
株式会社　玉川製作所 仙台市　太白区　大野田　３―１０―１９ 2017年10月3日
株式会社　チームクリエーション 仙台市　太白区　長町　６－８－３６－１０１ 2022年1月17日
株式会社　調和 仙台市　太白区　長町　１―７―３８　パシフィック広瀬橋２０３ 2022年5月1日
通信道路　株式会社 仙台市　太白区　大野田　２－２－２７ 2018年9月19日
株式会社　ＤＮＩ 仙台市　太白区　茂庭　人来田西　５１－２ 2021年11月15日
有限会社　ティーエムケイ二十一 仙台市　太白区　柳生　２－２９－４ 2021年10月22日
株式会社　Ｔ-ＲＩＳＥ 仙台市　太白区　中田町　前沖　１２４－１ 2019年9月24日
Ｔｈｅｍｉｓ　株式会社 仙台市　太白区　鹿野　１－３－１２ 2019年5月9日



株式会社　伝統建築研究所 仙台市　太白区　八木山本町１－３８－３ 2017年8月3日
有限会社　ドゥ･プランニング 仙台市　太白区　羽黒台　３８－３７ 2017年6月12日
同事建設　株式会社 仙台市　太白区　富沢西　４－１９－１９ 2017年2月6日
東住ハウジング　株式会社 仙台市　太白区　大野田　１－６－１１ 2020年2月1日
株式会社　ＴＯＨＯ 仙台市　太白区　柳生　２－２８－４ 2020年9月1日
株式会社　東邦施工 仙台市　太白区　西中田　５―２１―３ 2017年9月12日
株式会社　東北電照 仙台市　太白区　中田 6-8-15 2021年5月1日
東北機装販売　株式会社 仙台市　太白区　長町　６－４－４８　武田第３ビル２Ｆ 2017年7月19日
株式会社　東北三恵 仙台市　太白区　柳生　４－４－１４ 2017年11月7日
株式会社　東北電送設備 9820034仙台市　太白区　西多賀　1-1-30 2018年9月10日
有限会社　東北ピットイン 仙台市　太白区　中田町　字　神明東 4-5 2017年7月4日
東和プロネッツ　株式会社 仙台市　太白区　砂押南町　６番５号 2017年2月28日
杜南自動車商事　株式会社 仙台市　太白区　鹿野　３－３－２ 2017年4月25日
内外電気工事　株式会社 仙台市　太白区　中田町　字北 44-19 2020年10月15日
有限会社　ナガヤ工業 仙台市　太白区　四郎丸　昭和北　１７４ 2017年8月10日
２００１建設　株式会社 仙台市　太白区　秋保町湯向５－１５ 2017年9月5日
日和電気　株式会社 仙台市　太白区　茂庭　人来田西　３―１ 2020年9月15日
日本郵便オフィスサポート　株式会社　東北支社 仙台市　太白区　門前町　４―５ 2017年8月3日
日本バイメックス　株式会社 仙台市　太白区　中田　６－１４－１２ 2017年8月7日
はあとふるケアサービス　株式会社 仙台市　太白区　郡山 4-11-29 2020年4月15日
株式会社　バウ建築設計室 仙台市　太白区　長町 1-6-6 2018年4月17日
株式会社　八興開発 仙台市　太白区　八木山本町　１－１－１ 2022年2月15日
株式会社　光 仙台市　太白区　長町南　２－１１－１ 2019年1月22日
有限会社 ひより 仙台市　太白区　ひより台 27-25 2018年10月16日
株式会社　ビルド 仙台市　太白区　長町南　１―８―１８ 2019年11月20日
有限会社　ひろせ川交通 仙台市　太白区　茂庭　2-6-4 2017年2月1日
フア―ストメディカル　株式会社 仙台市　太白区　長町南　４―２１―２ 2019年2月26日
フジテクノシステム　株式会社 仙台市　太白区　富沢西　四丁目20番地の6 2018年5月15日
社会福祉法人　ふれあいの森 仙台市　太白区　袋原 5-17-33 2017年4月25日
べストライフ　株式会社 仙台市 太白区 金剛沢 1—5—25—1F 2018年10月16日
有限会社　朋悠生活研究舎 仙台市　太白区　三神峯　二丁目８番６５号 2017年5月8日
北都ハウス工業　株式会社 仙台市　太白区　ひより台　２５－１５ 2017年3月13日
社会福祉法人　北杜福祉会 仙台市　太白区　西多賀　３－１－２０ 2018年2月21日
株式会社　ホテル佐勘 仙台市　太白区　秋保町湯元字薬師　２８ 2017年2月21日
ホテル瑞鳳 仙台市　太白区　秋保町湯元字除　26-1 2020年8月1日
増田電気　株式会社 仙台市　太白区　南大野田　１２－１ 2017年11月13日
マスヤ・スチール工業　株式会社 仙台市　太白区　東郡山 2-12-35 2017年8月10日
マツダ商事　株式会社 仙台市 太白区 鹿野 3-27-17 2017年10月3日
丸木医科器械　株式会社 仙台市　太白区　西中田　３―２０―７ 2019年4月9日



株式会社　丸秀加工青果 仙台市　太白区　中田町　前沖北 35-3 2018年7月3日
株式会社　万代 仙台市　太白区　中田町　杉ノ下　３４ 2019年6月4日
有限会社　みどりの風 仙台市　太白区　山田上ノ台町 6-43 2017年4月25日
南仙台第一交通　株式会社 仙台市　太白区　西中田　１－３－１ 2017年8月29日
社会福祉法人　宮城県福祉事業協会 仙台市　太白区　茂庭台　二丁目１５番２０号 2017年8月29日
株式会社　宮城通信機 仙台市　太白区　郡山　南中河原北　８９―１ 2017年5月15日
社会福祉法人　宮城ろうふく会 仙台市　太白区　秋保町長袋字　清水久保　５１―４ 2017年3月13日
株式会社　ミヤツー 仙台市　太白区　大野田　５－１７－３ 2017年6月26日
宮春工業　株式会社 仙台市　太白区　郡山　上野 8-1 2016年12月21日
モリタ印刷　株式会社 仙台市　太白区　郡山　８―２０―３０ 2017年10月3日
株式会社　杜の都交通 仙台市　太白区　山田本町　８－３１ 2017年6月12日
株式会社　杜の都通信 仙台市　太白区　長町南　１－１－２７　副都心会館4F 2022年5月1日
株式会社　やまさん 仙台市　太白区　郡山　４―７―２１ 2017年9月19日
株式会社　山田興業 仙台市　太白区　金剛沢　２―６―１８ 2017年9月12日
株式会社　ｙｕｚｕｋｉ 仙台市　太白区　東大野田　２－３０ 2020年4月1日
株式会社　ユニパル 仙台市　太白区　八木山香澄町　３５―１ 2017年4月3日
株式会社　ライフガードプロジェクト 仙台市　太白区　茂庭　人来田西　１３５－５　國際第二ビル　２０１ 2017年10月3日
有限会社　ライフ空調システム 仙台市　太白区　鈎取　２―７―１８ 2017年8月29日
ライブディック　株式会社 仙台市　太白区　茂庭　中ノ瀬東　１３－５ 2021年7月15日
有限会社　ライフプロジェクト 仙台市　太白区　鹿野本町 11-21 2017年6月5日
有限会社　リーフトゥワン 仙台市　太白区　長嶺 10-3 グランドステージ101 2018年4月9日
社会福祉法人　緑愛会 仙台市　太白区　山田北前町８－１ 2019年2月19日
株式会社　リング 仙台市　太白区　八本松　２－２－３７－１０５ 2018年2月27日
社会福祉法人　ロザリオの聖母会 仙台市　太白区　茂庭台　４丁目１番３０号 2017年2月28日
有限会社　ワイド美容商事 仙台市　太白区　東中田　５－７－２３ 2017年9月26日
株式会社　若松建設 仙台市　太白区　向山　４－９－３ 2017年11月7日
有限会社　渡源 仙台市　太白区　長町　１－２－５ 2018年3月19日
株式会社　渡辺　建材 仙台市　太白区　中田町字境　３ 2017年8月7日
社会福祉法人　わらしべ舎　西多賀工房 仙台市　太白区　西多賀　３―１―２５ 2019年9月24日
愛さんさん宅食　株式会社 塩釜市尾島町19-4 2018年11月28日
医療法人社団赤石会　赤石病院 2017年3月21日
株式会社　阿部亀商店 2017年7月24日
株式会社　アべチヨウ 2018年7月31日
有限会社　石田電気商会 2018年7月3日
株式会社　岩金組 2017年8月3日
株式会社　ＭＫアシスト 2018年9月10日
Ｍ－ＷＩＤＥＮ　株式会社 2021年10月15日
株式会社　菊田工業所 2020年3月1日
株式会社　ごんきや 2018年8月29日



有限会社　今野工業 2017年3月6日
有限会社 ササキセキュリティサービス 2020年11月15日

2017年6月5日
2020年6月1日
2021年6月1日

2017年2月21日
有限会社　鈴木会計事務所 2017年6月12日
株式会社　大啓工業 2018年9月10日
タニイチ食品　株式会社 2018年7月10日
東奥商事　株式会社 2018年10月9日
東北重機工事　株式会社 2017年3月6日
株式会社　日本船舶職員養成協会東北 2017年9月5日
株式会社　三亥 2017年3月13日
三波食品　株式会社 2017年5月15日
宮城地下工業　株式会社 2017年7月24日
株式会社　味莱 2018年4月24日
和田　電気工事　株式会社 2021年8月1日
株式会社　愛輝電気 名取市　愛島郷　２－９－８ 2017年10月16日
株式会社　相澤設備 名取市　飯野坂 6-6-24 2020年2月1日
有限会社　青木設備工業所 名取市　小山 1-4-7 2017年3月13日
株式会社　アグリプラン 名取市 小塚原字 西中塚 321-3 2017年2月1日
朝日建材　株式会社 名取市　田高字南 653 2019年2月5日
株式会社　アベ設備工業 名取市　高舘吉田　東内舘　４６－２ 2021年1月15日
株式会社　イエムラ 名取市　飯野坂　南沖　６７―１ 2019年5月21日
株式会社　いこい住設 名取市　飯野坂　１－７－３ 2017年5月15日
石川営板　株式会社 名取市　上余田　千刈田　７３１ 2020年10月1日
株式会社　栄全 名取市　美田園　３－１４－１ 2017年8月22日
株式会社　ＡΒ企画 名取市　高館熊野堂字岩口南　３７－１ 2017年5月22日
有限会社　エスケ―自動車 名取市　上余田　字　千刈田 890-9 2017年7月24日
エスダ　株式会社 名取市　高舘熊野堂　岩口下　５７―５ 2020年9月15日

名取市　下増田　台林　６４４ 2019年2月26日
株式会社　エフ･ケー･テクノ 名取市　本郷　焼野　９―１ 2018年9月19日
株式会社　オイルプラント　ナトリ 名取市下増田字広浦52-3 2016年12月21日
有限会社　大沼プランニング 名取市　高舘吉田　東真坂　２－２ 2017年8月3日
株式会社　小野製作所 名取市　田高　字原 327-1 2017年8月3日
有限会社　小野設備工業 名取市　田高　南 485 2017年7月24日
株式会社　海祥 名取市　閖上東　２－６－１ 2019年12月20日
鹿又工業株式会社 名取市　閖上東　3-1-1 2018年6月26日
株式会社　甘仙堂 名取市　下余田　鹿島　１３２ 2017年6月26日



株式会社　共電工 名取市　飯野坂　６－６－１５ 2018年8月29日
株式会社　クオリティーテック 名取市　下余田　中荷　６６２－１ 2017年5月30日
株式会社　CRAMP 名取市　那智が丘　１－９－６ 2017年8月3日
株式会社　グリーンワークス 名取市　増田　７－１－９ 2017年7月19日
ケイズ・ネックス　株式会社 名取市　高舘熊野堂　五反田４８－１ 2018年7月24日

名取市　みどり台　３－１９－４ 2019年1月22日
有限会社　小林　焼付塗裝 名取市　下余田　字　中荷 630-5 2017年8月3日
有限会社　小松石材工業 名取市　手倉田　字諏訪 661-2 2017年7月24日
株式会社　今幸建設 名取市　増田　７－１－４２ 2021年3月1日
斎藤建設　株式会社 名取市　高舘　熊野堂　五反田山 26-3 2019年8月27日
有限会社　佐藤機械サービス 名取市　増田　柳田　２４０Ａ　１０２ 2017年10月3日
佐藤電機工業　株式会社 名取市　堀内　梅 28番地6 2021年12月28日
有限会社　三英駐車場 名取市 下増田 字 小沼 28-3 2019年4月9日
株式会社　サンシバ複層 名取市　本郷　字焼野 141-4 2017年2月28日
株式会社　三和物流 名取市　高柳　山神　２３８－１ 2017年12月5日
有限会社　志貴野薬品 名取市 高舘 熊野堂 余方下 16-15 2019年6月11日
有限会社　シスコム機工 名取市　飯野坂　３―１―２５―１ 2021年6月1日
渋谷商事　株式会社 名取市　手倉田　諏訪 669-1 2017年7月19日
株式会社　ジャムコ　エアロマニュファクチャリング 名取市　愛島台　７－１０１－３６ 2018年10月23日
株式会社　庄子種苗店 名取市　増田 1-1-10 2020年2月1日
株式会社　進藤タイヤ 名取市 堀内 南 165-2 2018年11月15日
有限会社　菅井鉄工所 名取市　田高　原 556-5 2018年1月5日
株式会社　晟新工業 名取市　愛の杜　２－２０－２ 2022年5月13日
株式会社　センコンエンタープライズ 名取市　下余田　中荷　６７２－１ 2017年6月5日
株式会社　仙台カントリ―クラブ 名取市　愛島笠島　南北沢 1-8 2017年3月28日
株式会社　仙台マエダ 名取市　下余田　鹿島 6 2019年7月3日
仙南カヤバ管材　株式会社 名取市　本郷　大門 12-1 2017年9月12日
株式会社　創惠 名取市　愛島台　１－３－３ 2020年9月15日
株式会社　地清建設企画 名取市　手倉田　字八幡 434 2017年12月19日
株式会社　ティ・アイ環境 名取市　下余田　中荷　２８１－１ 2018年2月27日
東京石灰工業株式会社　仙台工場 名取市　高舘吉田　館山 1番地 2017年4月10日
株式会社　東建工営 名取市　杜せきのした　１－２－７ 2017年2月28日
東光資材　株式会社 名取市　堀内　鶴　１６２－２ 2018年1月23日
東石物産　株式会社　東北支店仙台 名取市　高舘吉田　舘山 1 2017年6月20日
東北通信装機　株式会社 名取市　堀内　北竹 60 2020年8月15日
東和化成　株式会社 名取市　増田 3-7-32 2017年6月12日
株式会社　登米ブラス 名取市　上余田　字　千刈田 543-1 2020年10月15日
有限会社　ドライケミカルズ 名取市　愛島笠島　北台 8 2017年6月20日

名取市　大手町　２―１―３ひまわりビル１０１ 2018年4月24日



株式会社　ドリームメイト 名取市　愛島郷　1-23-8 2017年10月24日
中川製袋化工　株式会社　仙台工場 名取市　増田　字　関ノ下 300-1 2017年2月16日
名取岩沼農業協同組合 名取市　増田　１－１２－３６ 2018年3月13日
株式会社　なとり川交通 名取市　相互台　４－１２－１５ 2017年3月6日

名取市　下増田　台林　６４４ 2017年12月12日
公益社団法人　名取市シルバー人材センター 名取市　増田　字　柳田 50-1 2018年4月24日
株式会社　名取重機 名取市　小山　２－６－２９ 2017年8月7日
名取土地改良区 名取市　植松字錦田　８４－１ 2017年8月22日

名取市　高舘吉田　真坂　１０－１ 2017年5月30日
特定非営利活動法人　名取メンタルヘルス協会 名取市　下余田　中荷　６２７－１５ 2017年6月20日
ナンコン　株式会社 名取市　愛島台　７―ｌ０ｌ―６３ 2018年2月7日
有限会社　フォールド仙台 名取市　小塚原　西中塚 29 2017年6月26日
一般社団法人　プレーワーカーズ 名取市　高舘熊野堂　飛鳥中３ 2018年8月16日
株式会社　ホラグチ 名取市　増田　３－２－１１ 2017年5月15日
医療法人　社団　洞口会 名取市　増田　字柳田 8 2017年4月25日
株式会社　ホンダテクニカルショップ 名取市　牛野　松浦　７－２ 2017年11月20日
有限会社　増田タクシー 名取市　高舘吉田　前沖 75-2 2017年7月4日
有限会社　まるしげ　漁亭浜や 名取市　閖上中央　１－６ 2017年5月22日
有限会社　未計電業 名取市　植松 4-8-2-12 2021年5月1日

名取市閖上5-300-31-1 2019年10月30日
株式会社　宮城運輸 名取市　高舘熊野堂　岩口下 46-1 2017年9月5日
社会福祉法人　みやぎ会 名取市　大手町　６－３－２ 2017年1月17日
社会福祉法人　宮城福祉会 名取市　手倉田　字　山 208-1 2017年2月16日
株式会社　メルヘンガーデンかどや 名取市　愛島台　６－１２－１９ 2019年10月25日
山孝建材　株式会社 名取市　下増田　土手西 8番地 2017年8月29日
株式会社　ヨシダ 名取市　高舘熊野堂　八ツ口５０ 2017年6月26日
ＷＡＴＡＫＯＵ　株式会社 名取市　飯野坂　土城堀　１３９－１ 2018年10月30日
旭興産　株式会社 多賀城市　栄　３―３―９ 2017年1月17日
株式会社　アリエ―ジエンシー 多賀城市　山王　字山王 4区7番 2018年4月9日
株式会社　エアコネクト 多賀城市　桜木　２－８－１０ 2017年9月26日
株式会社　Ｓ・Ｄライナー 多賀城市　八幡　一本柳　５６－１ 2019年12月10日
有限会社　加新住設 多賀城市　浮島　高原 110-2 2017年6月20日
カメイ物流サービス　株式会社 多賀城市　栄　２―７―３６ 2017年9月12日
草刈建設　株式会社 多賀城市　宮内　１－２－２ 2020年2月1日
株式会社　サクライ 多賀城市　栄　２－６－２２ 2017年6月12日
サンテクニカルサービス　株式会社 多賀城市　八幡　２－２４－２６ 2017年8月7日
ジャパンフード東北　株式会社 多賀城市　鶴ケ谷　２―１６―１ 2020年2月1日
伸興警備保障　株式会社 多賀城市　八幡　３－１４－２６ 2017年7月4日
有限会社　多賀城重機 多賀城市　高橋　大日北　１９ 2017年5月8日



内外船舶　株式会社　仙台営業所 多賀城市　大代　３－５－２６ 2017年4月3日
株式会社　プラサポ 多賀城市　新田　西　２－１７ 2017年5月8日
医療法人　寶樹会 多賀城市 桜木 2—1—1　仙塩総合病院 2017年2月6日
株式会社　青葉機械工事 岩沼市　下野郷　出雲屋敷　３３―１ 2018年4月24日
青葉建設株式会社 岩沼市　桜 5-7-17 2017年9月5日
有限会社　安島商店 岩沼市　大手町 6-34 2017年2月16日
株式会社　アルテックス 岩沼市　下野郷　新南長沼　５７―４ 2018年4月9日
株式会社　一刻家 岩沼市　吹上 2-2-36-1 2018年2月27日
伊藤建設　株式会社 岩沼市　桜　５－３－５９ 2017年7月4日
株式会社　イノベーション 岩沼市　南長谷　角方　１－４ 2021年2月1日
株式会社　イマイ自動車 岩沼市　早股字前川　１―８ 2021年9月1日
岩沼再生資源事業協同組合 岩沼市　相の原　２－４－１５ 2017年3月21日
公益社団法人　岩沼市シルバー人材センター 岩沼市　桜 3-3-7 2017年3月21日
岩沼自動車学校 岩沼市　阿武隈　１－３７ 2017年4月10日
岩沼市農業協同組合 岩沼市　中央　２－５－３０ 2017年2月28日
株式会社　岩沼精工 岩沼市　下野郷　大松原 305-3 2017年9月19日
岩沼プロパン協業組合 岩沼市　桑原 1-9-7 2017年2月6日
エアーポート物流　株式会社 岩沼市　下野郷　新拓　２４２ 2019年6月4日
株式会社　エス・ハ―ト 岩沼市　恵み野　２－５－５ 2020年12月1日
株式会社　エスパイラー 岩沼市　下野郷　新田　３７６－１ 2017年7月11日
有限会社　越前商店 岩沼市　南長谷　原西　６１－６ 2018年11月22日
株式会社　エムラインサービス 岩沼市　空港南　１―３―８ 2017年3月13日
有限会社　及川水道工業所 岩沼市　藤浪　１－３－７ 2017年2月21日
有限会社　大泉建設 岩沼市　大昭和　１－１ 2017年8月7日
有限会社　大町機工 宮城県岩沼市吹上1-15-18 2018年10月30日
株式会社　おさだガラストーヨー住器 岩沼市　二木　１－５－２４ 2020年11月15日
医療法人　小島慈恵会 岩沼市　桜　１－２－２５ 2019年9月17日
カーチェックサービス　株式会社 岩沼市　吹上　１－１３－１ 2017年12月19日
株式会社　Ｇｕｔｓ　ＬＡＮＤ 岩沼市　吹上　２－３－１５ 2018年2月27日
株式会社　川口砂利 岩沼市　阿武隈　１－４－５ 2019年10月25日
株式会社　菊田鉄筋工業 岩沼市　恵み野　２－１５－４ 2019年3月5日
有限会社　きくやタクシー 岩沼市　押分　間畑　３３－１ 2017年12月5日
岩沼市デイサービスセンター　たけくま 岩沼市 たけくま 3-6-8 2017年9月19日
社会福祉法人敬長福祉会　地域密着型特別養護老人ホーム　チアフル三色吉岩沼市 三色吉字松 206番地 2017年8月3日
株式会社　佐藤建設 岩沼市　下野郷字出雲屋敷　８０ 2021年10月1日
産業振興　株式会社　東北スクラップセンター 岩沼市　下野郷　新田 300 2017年3月28日
社会福祉法人　しおかぜ福祉会 岩沼市　早股　五福田　２０ 2019年5月28日
新光コンクリート工業　株式会社 岩沼市　下野郷　字　新拓 150 2017年11月20日
株式会社　仙水フーズ 岩沼市　下野郷　中野馬場　４―１１ 2017年7月4日



仙台バス　株式会社 岩沼市　空港南　４―１―７ 2017年5月8日
株式会社　仙南測量設計 岩沼市　相の原　３－３－１８ 2017年10月31日
大栄施設管理工事　株式会社 岩沼市　中央　１―２―１６　なすのビル2Ｆ 2020年11月15日
有限会社　大彰工業 岩沼市　押分　奥山　１７５－３ 2019年11月20日
竹駒神社 岩沼市　稲荷町　１－１ 2017年2月1日
株式会社　タマヤ 岩沼市　中央　４－１－３ 2018年11月22日
ツカサ工業　有限会社 岩沼市　志賀　石山　９－３ 2017年11月20日
株式会社　ＴＡＣ 岩沼市　吹上 1-8-52 2017年11月20日
東建工業　有限会社 岩沼市　下野郷　字　新相野谷地 7 2017年2月16日
有限会社　トータルライフカンノ 岩沼市　藤浪　１－９－２４ 2019年4月16日
有限会社　ニシオ工業 岩沼市　下野郷　新拓 254 2018年9月19日
株式会社　日本デリカフレッシュ　仙台工場 岩沼市　空港南　３ー１ー１ 2017年2月28日
株式会社　パシフィック 岩沼市 下野郷 字北長沼 4 仙台空港内 2017年10月3日
有限会社　平間砕石 岩沼市　小川　上河原　６８ 2016年12月21日
有限会社　福福エージェント 岩沼市　南長谷　角方　３－１ 2017年8月3日
有限会社　プラントサービス 岩沼市　三色吉　字山神　３８―２ 2017年8月29日
株式会社　プロファイブ 岩沼市　下野郷　上中筋　１７－１ 2021年10月15日
外薗エンジニアリング　株式会社 名取市　堀内　北竹　２１６－１ 2019年12月23日
北昭興業株式会社　岩沼事業部 岩沼市　大昭和　１３－１７ 2017年3月28日
有限会社　松岡新聞舗 岩沼市　桜　２－３－２１ 2017年3月6日
株式会社　明広社 岩沼市　三色吉　鶴　１８－１ 2017年5月15日
株式会社　ユートス 岩沼市　中央　４－１１－１０ 2017年3月21日
社会福祉法人　ライフケア赤井江 岩沼市　恵み野　１－７－１ 2019年7月19日
株式会社　利久 岩沼市　吹上 2-2-36-1 2018年2月27日
株式会社　ＲＥＰＲＯ 岩沼市　中央　４－１３－３０ 2017年1月11日
和興エンジニアリング　株式会社 岩沼市　吹上　３－７－２ 2021年12月28日
有限会社　渡信鉄工 岩沼市　下野郷　新南長沼　３０－６ 2020年4月15日
有限会社　アドバンテージ 富谷市　ひより台　１－４４－６－１０２ 2020年4月1日
安藤建設工業株式会社 富谷市　志戸田　北田子沢　１０７ 2017年6月5日
社会福祉法人　笑優会　ぷらむ保育園富谷 富谷市　大清水　１－９－８ 2017年7月19日
株式会社　河北ランド 富谷市　三ノ関　狼沢　７３―１ 2017年6月26日
株式会社　キスケフーズ 富谷市　大清水　１－３２－１２ 2018年1月23日
有限会社　郷家鉄工 富谷市　富ケ丘　２－３７－７ 2017年5月8日
株式会社　今野技研 富谷市　成田　４－１－１２ 2017年6月20日
サンテック・ディスプレイ　株式会社 富谷市　成田　４－２０－１ 2017年3月21日
仙台富士交通　株式会社 富谷市　志戸田　宮前　１－２ 2017年6月26日
株式会社　大広塗装工業 富谷市　鷹乃杜　１―１４―ｌ０ 2017年6月20日
タカラ米穀　株式会社 富谷市　成田　９―３―２ 2020年12月1日
株式会社　東北美研サービス 富谷市　杜乃橋　１－１－７ 2018年7月10日



株式会社　東北保険グループ 富谷市　明石台　３―２―１ 2019年10月15日
社会福祉法人　富谷福祉会 富谷市　明石台　７－１－８ 2019年2月13日
株式会社　ビック北杜 富谷市　富ケ丘　３－１３－２７ 2017年8月10日
株式会社　平山電気工事　大清水営業所 富谷市 富谷大清水下 59 2018年1月5日
株式会社　フジ・コーポレーション 富谷市　成田　１－７－１ 2018年1月23日
ブルーバード　合同会社 富谷市　大清水　２－１１－７ 2020年4月1日
株式会社　水処理サービス 富谷市　ひより台　１－４３－８ 2018年11月15日
医療法人　盟陽会　富谷中央病院 富谷市　上桜木 2-1-6 2018年8月7日
株式会社　友美装 富谷市　成田　９―１１―１ 2021年10月15日
株式会社　リフォーム宮城ドットコム 富谷市　日吉台　２－７－６ 2018年8月22日
株式会社　石川自動車 2017年3月28日
株式会社　岩佐組 亘理郡　亘理町　吉田　字板橋　９９ 2018年1月16日
エム・イー・テック　株式会社 2018年12月18日

2017年1月11日
学進建設 2019年9月10日
株式会社　コムロ 2020年3月1日
株式会社　幸工業 2021年10月29日
株式会社　佐藤製線所 亘理郡　亘理町　江下　１１１ 2019年4月9日
株式会社　シグマット 亘理郡　亘理町　裏城戸　１７ 2018年3月13日
三和フィルム　株式会社 2017年3月28日
千石　建設　株式会社 2018年4月9日
東北技研　株式会社 2017年6月5日
東北セラミック　株式会社 亘理郡　亘理町　字　江下 111 2017年7月11日
日幸電機　株式会社 亘理郡　亘理町　吉田　宮前 21-2 2017年2月1日
日幸電設　株式会社 2017年7月24日
社会福祉法人　日就会 2017年3月21日
有限会社　マスヤマ工業 2020年4月1日
マルト食品　株式会社 亘理郡　亘理町　字　中町 41 2018年5月22日
株式会社　南舘製作所 亘理郡 亘理町 北猿田 91—7 2018年3月13日
宮城カイハツ　株式会社　阿武隈工場 2017年11月13日
みやぎ亘理農業協同組合 2022年2月15日
株式会社　ユタカ興業 宮城県亘理郡亘理町荒浜東木倉40-3 2021年10月15日
株式会社　ライフサポートわたり 亘理郡　亘理町　吉田　中原 55-49 2017年3月6日
社会福祉法人　亘理町　社会福祉協議会 亘理郡　亘理町　旧舘 60-7 2018年2月15日
亘理土地改良区 亘理郡　亘理町　江下 124 2017年7月4日
岩機ダイカスト工業　株式会社 亘理郡　山元町　鷲足　山崎 51-2 2016年12月27日
株式会社　クリワダ 亘理郡　山元町　小平　字　南 63-9 2021年12月15日
社会福祉法人　静和会 亘理郡　山元町　高瀬　合戦原　１１１－１１ 2017年2月28日
株式会社　仙台スプリング製作所 亘理郡 山元町 高瀬 舘下 88-1 2019年5月21日



仙南ベニヤ　株式会社 亘理郡　山元町　大平　字畑中 9-2 2020年2月15日
有限会社　大一生コン 亘理郡　山元町　小平　北　８５ 2019年1月15日
株式会社　武進 亘理郡　山元町　小平　須崎１ 2018年12月18日
有限会社　ちひろ金型製作所 亘理郡　山元町　大平　清水３７－４ 2017年10月3日
有限会社　テクノ･クリーン 亘理郡　山元町　浅生原　下宮前　８３ 2021年10月29日
明伸工業　株式会社　仙台工場 亘理郡　山元町　小平　字　南 19 2017年2月28日
有限会社　安田工務店 亘理郡　山元町　山寺　字　西頭無 43-46 2018年12月26日
株式会社　横山産業 亘理郡　山元町　高瀬　紅葉６０ 2016年12月27日
協業組合　亘理清掃公社 亘理郡　山元町　八手庭　北向 102-7 2019年5月28日
有限会社　割烹　石田家 2019年7月9日
第一交通　株式会社 宮城郡　松島町　磯崎　浜　３５－４ 2017年8月29日
日本三景交通　株式会社 宮城郡　松島町　高城　田中裏　２３―ｌ６ 2017年2月28日
松島観光写真　株式会社 宮城郡　松島町　松島　字垣の内　８ 2017年7月24日
松島国際観光　株式会社 宮城郡　松島町　松島　字犬田　１０―７６ 2017年2月21日
ランドワーク　株式会社 宮城郡　松島町　松島　小梨屋　２―１４ 2019年1月15日
富士オイルサービス　株式会社 宮城郡　七ケ浜町　湊浜　上ノ流　１－１ 2017年3月6日
プリムローズ　有限会社 宮城郡　七ケ浜町　東宮浜　前畑　１０ 2017年6月12日
株式会社　美琴建設 宮城郡　七ケ浜町　東宮浜　小田　３２－１地内 2019年8月27日
公益財団法人　宮城県水産振興協会 宮城郡　七ケ浜町　松ヶ浜　浜屋敷　１４２－１ 2017年7月4日
渡邊工業　株式会社 宮城郡　七ケ浜町　東宮浜　東兼田　３２－４ 2017年11月20日
社会福祉法人　愛耕会 宮城郡　利府町　中央　２―５―１ 2017年2月16日
株式会社　阿部電工 宮城郡　利府町　しらかし台６－１－１３ 2017年6月26日
ＥＣ―ＷＡＮ　株式会社 宮城郡　利府町　しらかし台６－１－１２ 2021年1月15日
印刷荷役　株式会社 宮城郡　利府町　神谷沢　字　新宮ケ崎　６９―３ 2017年10月3日
欅産業　株式会社 宮城郡　利府町　しらかし台6-14-4 2021年8月15日
認定NPO法人　さわおとの森 宮城郡　利府町　沢乙　欠下東　１８番　２ 2017年3月28日
有限会社　庄司電器 宮城郡　利府町　中央　３―３―７ 2017年7月19日
真栄工芸　株式会社 宮城郡 利府町 しらかし台 6—13—2 2017年3月6日
株式会社　スズキ電設 宮城郡　利府町　加瀬　野中沢　１２４－３３ 2020年2月15日
株式会社　ＴＡＳＫ 宮城郡　利府町　しらかし台６－３－３ 2019年4月16日
株式会社　ティ・ディ・シー 宮城郡　利府町　飯土井　長者前 24-15 2017年1月11日
東軌工業　株式会社 宮城郡　利府町　利府　新谷地脇　５－１０ 2021年5月15日
株式会社　日本オ―トシャッタ― 宮城郡　利府町　しらかし台 6-5-10 2017年11月13日
東日本産業　株式会社 宮城郡　利府町　しらかし台　６―２―１１ 2017年11月13日
プラス包装システム　株式会社 宮城郡　利府町　しらかし台　６―５―１３ 2017年11月7日
宮川ローラー　株式会社 宮城郡　利府町　しらかし台６－１１－４ 2022年2月15日
みやぎ金属工業　有限会社 宮城郡　利府町　しらかし台６－６－４ 2017年10月3日
有限会社　明配 宮城郡　利府町　菅谷　新産野原　５５ 2019年12月20日
有限会社　利府運送 宮城郡　利府町　森郷　字関根　３―１ 2019年12月23日



株式会社　ＡＲＣＡ 黒川郡　大和町　テクノヒルズ　３０ 2017年5月30日
有限会社　伊藤石材 黒川郡　大和町　吉岡　道下　一番 1-2 2017年6月20日
有限会社　大友モータース 黒川郡　大和町　吉岡　下町　６６ 2017年4月17日
ガーデンクリエイト錦戸造園建設　株式会社 黒川郡　大和町　宮床　戸崎３７－１ 2017年3月28日
株式会社　海星運送 黒川郡　大和町　吉岡まほろば　２－２１－１１ 2020年7月15日
黒川森林組合 黒川郡　大和町　落合松坂　直南沢　３９―２３ 2017年5月22日
株式会社　佐藤組 黒川郡　大和町　吉岡　西原５－２ 2020年9月15日
株式会社　サンテック東北 黒川郡　大和町　落合三ヶ内　北沢　５４―８ 2017年2月21日
株式会社　ジェイジック東北 黒川郡　大和町　落合松坂　星ノ前　２７－２ 2018年5月22日
株式会社　ジェ－シ－アイ 黒川郡　大和町　松坂平　２ー５ー２ 2017年2月21日
株式会社　ササキ 黒川郡大和町ﾃｸﾉﾋﾙｽﾞ2-2 2018年4月17日
タイヤリサイクル東北　株式会社 黒川郡 大和町 宮床字よめき沢2-1 2018年11月15日
大和建設　株式会社 黒川郡　大和町　吉岡　天皇寺　１８４―２２ 2018年7月19日
株式会社　大和測地 黒川郡　大和町　宮床　戸崎　５８ 2019年8月27日
公益社団法人　大和町シルバー人材センター 黒川郡　大和町　吉岡　町裏１６ 2017年7月4日
大和薬品　株式会社 黒川郡　大和町　松坂平　８－３－２ 2018年3月13日
有限会社　たんがら森 黒川郡　大和町　落合松坂　直南沢 39-23 2017年5月22日
株式会社　東北田村工機 黒川郡　大和町　松坂平　２―７ 2017年4月3日
有限会社　蜂谷新聞店 黒川郡　大和町　吉岡　権現堂　１５―１ 2017年5月30日
株式会社　早坂測量設計 黒川郡　大和町　小野　後藤３５－１ 2017年8月29日
株式会社　ホットスタッフ仙台北 黒川郡　大和町　吉岡　東車堰　３６－２ 2019年3月19日
株式会社　みちのく企業 黒川郡　大和町　宮床　下小路　２４ 2020年7月1日
株式会社　吉岡電工社 黒川郡　大和町　吉田　中峯 139-1 2018年7月31日
株式会社　イグナルファーム大郷 黒川郡　大郷町　大松沢　下町東　４ 2019年1月22日
有限会社　大郷グリ―ンファ―マ―ズ 黒川郡　大郷町　粕川　字熊の脇 16 2017年6月20日
株式会社　サイユーキ 黒川郡　大郷町　大松沢　原屋敷 41-1 2018年7月10日
株式会社　三進製作所 黒川郡　大郷町　中村　谷地際　５－１ 2017年5月15日
株式会社　Ｆｒｅｓｈ　Ｍａｒｔ　元気屋 黒川郡　大郷町　中村　台　５－２ 2018年4月17日
株式会社　松島国際カントリ―クラブ 黒川郡　大郷町　中村　谷地際山　５―２８ 2017年7月24日
有限会社　村山組 黒川郡　大郷町　不来内　横沢　１５ 2020年7月15日
有限会社　矢野製作所 黒川郡　大郷町　東成田　板谷西山 13-25 2018年1月16日
石川商運　株式会社 黒川郡　大衡村　大瓜　上土橋　３８―４ 2017年3月6日
社会福祉法人　永楽会 黒川郡　大和町　吉岡　中町３２－２ 2017年9月19日
株式会社　ＯＭＴ 黒川郡　大衡村　沖の平 1 2017年2月28日
株式会社　大槻 黒川郡　大衡村　大瓜　下南沢　１９８ 2019年9月10日
グローテック　株式会社 黒川郡　大衡村　松の平　３－１－８ 2018年2月7日
社会福祉法人　みんなの輪 黒川郡　大衡村　大衡　鐙沢１２－５４ 2019年12月20日
株式会社　本山製作所 黒川郡　大衡村　大衡　亀岡　５―２ 2021年6月15日


