
平成３１・３２年度競争入札参加資格承認簿（市外工事）

承認番
号

許可番号 参加業種 名称 所在地 電話番号

1001 大特　２８－１３１０５ 土と鋼塗機通 ㈱ＩＨＩインフラ建設東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１番１号 022-266-8658

1002 大特　２９－１３８３ 鋼 ㈱ＩＨＩインフラシステム東北営業所 仙台市青葉区本町一丁目１番１号 022-267-3789

1003 宮城知般  ２６－１８６６４ 建と塗防園解 ㈱アイコー工業 仙台市太白区鈎取本町一丁目１５番６０号 022-343-9843

1004 大特　２７－４１２０
土建と鋼舗
しゅ水 アイサワ工業㈱東北支店 仙台市青葉区本町三丁目５番２２号 022-263-3666

1005 宮知般　２７－１３９１０ と ㈱相澤興業 遠田郡涌谷町字花勝山二号４９番地 0229-43-5680

1006 大特般　２６－３１３２ 電管機通 愛知時計電機㈱仙台支店 仙台市宮城野区扇町六丁目１番１９号 022-258-1181

1007 大般　２９－１９７６０ 電管機水消 アイテック㈱ 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番１０号 06-6346-0036

1008 大特　２６－３５２０ 建 愛和建設㈱ 山形県山形市北町三丁目９番１５号 023-664-0068

1009 大特　２６－２８４３
土建と鋼舗
しゅ水 青木あすなろ建設㈱東北支店 仙台市太白区長町三丁目７番１３号 022-748-0557

1010 宮知般　２６－１０８５３ 土と管 ㈱青葉環境保全 仙台市若林区蒲町１９番１号 022-286-3161

1011 大特　２９－２２４５ 土しゅ水 あおみ建設㈱東北支店 仙台市青葉区大町二丁目９番１３号 022-263-7364

1012 宮知特　２７－４８８４ 土建舗防解 赤坂建設㈱ 仙台市泉区上谷刈字赤坂９番地の２ 022-372-5111

1013 秋知般　２８－８１５８７ タ 秋田プラント㈱ 秋田市雄和田草川字本田１４９番地１３ 018-893-4512

1014 大特　２６－３４６２ 電管機水 昱㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 022-298-3171

1015 大特般　２７－２６０２６
土電管鋼機通
水消 昱機電㈱ 仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 022-298-3031

1016 北知般　２９－１４３３９ と管井 ㈱アクアジオテクノ 北海道札幌市白石区本郷通九丁目北４番５号 011-866-5522

1017 宮知般　２８-１３５２２ 土電管しゅ機 ㈿アクアテック栗原 栗原市築館伊豆三丁目１番５号 0228-22-9262

1018 宮知般　２８－１７６３７ 防 ㈲アクアマリン宮城 塩竈市浦戸野々島字河岸４６番地 022-369-2289

1019 宮知般　２７－２０６３７ 機 アクティブ・テクノロジー㈱ 仙台市青葉区郷六字屋敷４番２２号 022-302-0130

1020 大般　２７－２３５６１ 通 安積電気通信興業㈱仙台営業所 仙台市若林区荒井一丁目１１番地の４ 022-349-8118

1021 大特　２９－２４３８
土建と鋼舗塗
内水解 ㈱淺沼組東北支店 仙台市青葉区上杉一丁目１５番１７号 022-221-4501

1022 大特　２７－１０７７０ 機 浅野環境ソリューション㈱東北営業所 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-217-9790

1023 宮知特般　２８－８４１
土建大と石屋
タ舗内水 ㈱浅野工務店 登米市米山町西野字西裏１２番地１ 0220-55-2108

1024 大特  ２９－１９８５４ 鋼機 旭イノベックス㈱東北営業所
仙台市泉区泉中央一丁目１３番地４泉エクセルビル
４Ｆ 022-776-1538

1025 宮知般　２８－６９５５ 土と舗塗 アサヒ工業㈱ 仙台市泉区七北田字日野６５番地 022-372-0600

1026 大特般　２６－２８２２ 管消 ㈱朝日工業社東北支店 仙台市青葉区春日町３番２１号 022-221-7361

1027 宮知般　２８－７１５６ 塗防 旭日産業㈱ 仙台市青葉区落合一丁目２番１４号 022-392-6122

1028 宮知般　２９－５９２６ 機通 ㈱旭商会仙台店 仙台市青葉区上杉一丁目９番３８号 022-221-7501

1029 岩知特　２９－９２７ 土と管舗井水 旭ボーリング㈱ 岩手県北上市鬼柳町都鳥１８６番地１ 0197-67-3121

1030 大特  ２６－３５５８ 電 浅海電気㈱東北営業所 仙台市青葉区大町一丁目３番２号 022-265-9403

1031 大特　２９－１６２４ 土と舗園 ㈱飛鳥東北支店 仙台市青葉区南吉成六丁目３番９号 022-226-4551

1032 大特　２７－５４２２ 電
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 仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 022-290-1400

1033 大特　２９－２６８３９ 土舗 ㈱アスホ東北支店 名取市上余田千刈田635-9　山建2-103 022-393-6960

1034 東知特　２６－１４２７１０ 電通 ㈱アセント 東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 03-5419-6022

1035 宮知特　２７－１０６３
土建と石鋼舗
しゅ園水 熱海建設㈱ 仙台市青葉区錦町一丁目１番３１号 022-263-1671

1036 大特　２６－３１６３ 管 ㈱アトマックス 仙台市青葉区木町通一丁目２番４号 022-262-3331

1037 大特　３０－２０１３５ 土建と舗 ㈱アフェクションウォーク 大阪府大阪市北区南扇町１番５号 06-6311-3412

1038 大特　３０－２７３７７ 土建 ㈱阿部和工務店 仙台市青葉区上杉一丁目１７番１８号銅谷ﾋﾞﾙ 022-264-0411

1039 宮知特　２８－５３６ 土建と解 阿部建設㈱ 仙台市青葉区中江二丁目２３番２０号 022-223-8115

1040 大特  ２５－２２９２８ 管 ㈱アペックエンジニアリング仙台営業所 仙台市太白区八木山本町一丁目５番地１ 022-228-0595

1041 大特　２９－２６３２ 土と水 ㈱安部日鋼工業東北支店 仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 022-263-1381

1042 大特　２８－１９２８５ 電管機通 アマノ㈱ 神奈川県横浜市港北区大豆戸町２７５番地 045-401-1441
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1043 山梨知特般　２７－３１
土建と管舗
しゅ園水 天野工業㈱ 山梨県大月市笹子町黒野田１１７５番地の１ 0554-25-2411

1044 神知般　２６－６９４８９ 機 アムコン㈱ 神奈川県横浜市港北区新羽町１９２６番地 045-540-8585

1045 大特  ２６－２９４９ 土建 ㈱新井組東北営業所 仙台市青葉区国分町三丁目１番１１号 022-263-1641

1046 東知特　２６－１２２３３８ 電通 アライドテレシス㈱ 東京都品川区西五反田七丁目２１番１１号 03-5437-6000

1047 宮知般　２８－１０３５０ 管塗防 ㈱アリエージェンシー 多賀城市山王字山王四区７番 022-368-6464

1048 大特  ３０－２５３１５
土建と管舗塗
園 ㈱アルバライフ 岩手県二戸市金田一字八ツ長８８番地５ 0195-27-3330

1049 大特  ２８－９４９５

土建大石屋タ
鋼舗しゅ塗内
水 ㈱アルファー建設 気仙沼市本吉町田の沢５番地１ 0226-25-8186

1050 大特般  ２８－１２１３２ 建と電機通 安全索道㈱ 滋賀県守山市勝部町４７１番５ 077-514-1015

1051 宮知特般　２７－１１１２５
土建と管鋼舗
園水 安藤建設工業㈱ 富谷市志戸田北田子沢１０７番地 022-358-2774

1052 大特　３０－２０３３０ 土建と管鋼水 ㈱安藤・間東北支店 仙台市青葉区片平一丁目２番３２号 022-266-8114

1053 大特  ２８－１５５２５ 鋼 飯田鉄工㈱東北支店
仙台市青葉区本町三丁目５番２２号（宮城県管工事
会館５Ｆ） 022-262-6914

1054 大特般　２９－１１７０７ 建電管 イオンディライト㈱ 大阪府大阪市中央区南船場二丁目３番２号 06-6260-5621

1055 宮知特般　２８－１８００ 土建機 ㈱五十嵐商会 仙台市若林区卸町五丁目１番地の４ 022-236-2525

1056 大特　２８－２１９７３ 建 池田建設㈱東北支店 仙台市青葉区五橋二丁目１番４号 022-738-8412

1057 宮知特　２８－１６３５９
建大と屋タ鋼
内 ㈱石井組 仙台市青葉区一番町一丁目１６番１号 022-221-2421

1058 宮知特般　２７－１５４９６ 建電管内消 石井ビル管理㈱ 仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 022-217-3366

1059 大特　２９－２５６７ 機水 ㈱石垣東北支店 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 022-263-5021

1060 大特　２９－８５４６ 機 石垣メンテナンス㈱東北支店 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 022-263-5023

1061 宮知特般　２８－１３２６４
土建と管舗園
水解 ㈱イシケン 登米市中田町石森字下川原毛１５番地１ 0220-34-7155

1062 宮知特般　２８－４５８ 土建と舗水解 石堂建設㈱ 遠田郡美里町南小牛田字山の神２１１番地の１ 0229-32-2233

1063 大特　２９－２４７７４
土と舗しゅ水
解 ㈱石原組東北支店 仙台市泉区南光台東一丁目３１－８ 022-352-5508

1064 宮知特　２８－１６４０８ 土 いずみ清掃㈱ 仙台市泉区南光台一丁目１４番１０号 022-275-2345

1065 宮知般  ２８－１３５１２ 塗 ㈲泉塗装 仙台市泉区高森四丁目２番地４７２ 022-378-0274

1066 宮知般　２７-４５９８ 土園 ㈱泉緑化 仙台市泉区福岡字藤沢１３番地 022-379-2659

1067 宮知特　２５－１２４３５ 建機 ㈱ヰセキ東北 岩沼市下野郷字新南長沼１番地の２ 0223-24-1111

1068 大般　２９－８７３８ 土と 伊勢屋金網工業㈱仙台営業所 仙台市若林区六丁の目中町２８番３２号 022-288-5311

1069 大特　２８－１９１８８ 土建 ㈱市村工務店 山形県山形市久保田三丁目１１番１２号 023-644-6878

1070 大特　２９－１８８１ 土建鋼 伊藤組土建㈱東北支店 仙台市青葉区二日町２番１５号　二日町鹿島ビル 022-264-1521

1071 宮知特般　２７－５７０６ 土と管水消 井上設備工業㈱ 仙台市宮城野区岩切字畑中７番地の８ 022-255-6333

1072 大特般　２４－１５９９５ 建 イノチオアグリ㈱ 愛知県豊橋市向草間町字北新切９５番地 0532-48-4511

1073 大特　２９－１２５０ 土と舗園 イビデングリーンテック㈱ 仙台市若林区荒町７５番地 022-226-7845

1074 大特　２８－２１９８５ 土鋼塗水 ㈱岩城東北営業所
仙台市泉区泉中央３－９－８リトルマーメイドビル２０
１号 022-725-3962

1075 大特　２９－２００４
土と鋼舗しゅ
水解 岩倉建設㈱東北支社 仙台市青葉区上杉一丁目６番１０号 022-262-8765

1076 宮知般　２８－１４２６０ 管機 イワコー㈱ 仙台市青葉区栗生五丁目７番８ 022-391-6361

1077 宮知特般　２９－６１２１ 土舗園 ㈱岩沼造園土木 仙台市太白区柳生六丁目１０番地の４ 022-242-5092

1078 大特　２９－２４５２４ 土建と舗水解 石見銀山建設㈱宮城支店 遠田郡美里町青生字柳原８７番地１ 0229-87-5484

1079 富知特　２７－１４０３６ 通 ㈱インテック行政システム事業本部 富山県富山市牛島新町２番２号 076-444-8030

1080 宮知般　２９－１６８０４ 建 ㈱インファクト 仙台市若林区卸町一丁目６番地の１３ 022－237-1771

1081 埼知般　２９－５９６２０ 機清 ㈱ウィズウェイストジャパン 埼玉県さいたま市大宮区大成町二丁目２２４番地１ 048-668-1414

1082 大特　２６－２８０５ 土建水 ㈱植木組東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目３番５号 022-222-4409

1083 宮知特　２８－１１７５９ 土と石舗園解 植新緑化㈱ 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字大谷１４番地 022-255-2690

1084 宮知特　２９－１７５７ 土建と舗解 上田建設㈱ 栗原市若柳川北原畑２１番地１ 0228-32-3211
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1085 岡山知特　２９－１９２２３ 土解 ㈱ウエニシ 岡山県岡山市南区西高崎９２番地１３ 086-362-4618

1086 北知特　２８－空３３３ 土舗 植村建設㈱ 北海道赤平市東文京町一丁目１番地 0125-32-3141

1087 大般　２９－１３３４ 電管機水
㈱ウォーターエージェンシー東北中央営業
所 仙台市宮城野区中野四丁目２番地の３３ 022-388-6886

1088 大特　２９－２４７４７ 土としゅ ㈱ウオタニ東北支店 気仙沼市唐桑町馬場170番地1 0226-25-8184

1089 大特　２７－２１５６３
土石鋼舗しゅ
水解 宇佐美工業㈱東北営業所 東松島市牛網字上四十八３７番地１ 0225-98-8175

1090 大般　２９－２４６７４ 園 内田工業㈱ 愛知県名古屋市中川区好本町三丁目67番地 052-352-1795

1091 宮知特般  ２７－１０４５ 土と舗水 ㈱内海土木 遠田郡涌谷町字下道砂押1号１２６番地 0229-42-2334

1092 宮知特　２４－６９７８９ 土水 栄喜工業㈱ 仙台市宮城野区燕沢東一丁目１番１０号 022-252-2581

1093 大特　２７－５６６９ 電通
㈱ＨＹＳエンジニアリングサービス東日本支
店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 050-3383-3616

1094 大特　２８－２４０２７ 土電水 ㈱エース・ウォーター東北営業所
仙台市青葉区五橋一丁目４番２４号ライオンズビル
五橋６０６号 022-796-8631

1095 宮知般　３０－１５３２４ 電通消 ㈱エーブィテック 仙台市若林区沖野四丁目１番３０号 022-282-3511

1096 大特　２９－２５６０ 通 ㈱エクシオテック東北営業所 仙台市宮城野区宮城野二丁目１３番１４号 022-792-3721

1097 宮知般　２９－１６５５７ 土建電管 ㈱エコサーブ 大崎市古川駅南三丁目１７番地２ 0229-22-6800

1098 大特般　２６－２７２９
土建と管鋼舗
しゅ塗防水 ㈱エス・ケイ・ディ仙台支店 仙台市宮城野区新田一丁目１６番１４号 022-232-2211

1099 大特　２７－６０９０ 清 エスエヌ環境テクノロジー㈱東京支店 東京都品川区南大井六丁目２６番３号 03-6404-0190

1100 宮知般　２８－１７７７８ 土と電 ㈱ＳＤＳ 仙台市泉区向陽台五丁目２番１１号 022-301-8620

1101 大特般　２８－１９２５０
土電管鋼塗機
通水 ㈱エステム 愛知県名古屋市南区弥次ヱ町二丁目１９番地の１ 052-611-0611

1102 大特　２４－１８７９８ 電通
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱
東北支社 仙台市宮城野区五輪一丁目４番５号 022-349-4893

1103 宮知特　３０－１７０３４ 通 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ東北 仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 022-721-5616

1104 大特　２７－５７２３ 電通 ＮＥＣネッツエスアイ㈱東北支店 仙台市若林区清水小路６番１号 022-267-8771

1105 宮知般　２８－１４２０７ 通 ＮＥＣネットイノベーション㈱ 仙台市青葉区一番町一丁目１０番２３号 022-227-3508

1106 大特般　２９－１５７５５ 電管内通
ＮＥＣフィールディング東日本営業本部東
北営業部 仙台市若林区新寺一丁目３番４５号 022-299-5246

1107 大特　２８－１４７０８ 電通 ＮＥＣプラットフォームズ㈱東日本支社 仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 022-262-5373

1108 大特　２９－４３４０
建と電鋼塗防
内通 ㈱エヌエイチケイアイテック東北支社 仙台市青葉区一番町一丁目１番３１号 山口ビル４階 022-261-0796

1109 大般　３０－１５２３９ と エヌエス環境㈱東北支社 仙台市宮城野区中野二丁目３番地の２ 022-254-4561

1110 新知特　２８－８９７３ 土と管機井解 ㈱ＮＮＣエンジニアリング南魚沼支社 新潟県南魚沼市大崎４３６９番地２ 025-779-2141

1111 大特　２６－１８２９４ 土と鋼舗塗 エヌ・ティ・ティ・インフラネット㈱宮城支店 仙台市若林区五橋三丁目２番１号 022-212-5241

1112 大特　２７－１５０６５ 通 ㈱ＮＴＴドコモ東北支社 仙台市青葉区上杉一丁目１番２号 022-752-5261

1113 宮知特　２８－１１５０７ 通 ㈱ＮＴＴ東日本-東北 仙台市若林区五橋三丁目２番１号 022-269-2020

1114 宮知特般  ２７－２０５５１ 電通 エヌテック㈱
仙台市泉区泉中央一丁目１４番１号　インテレクト２１
ビル 022-725-7797

1115 大特　２６－３７６２
土電管鋼塗機
水 荏原実業㈱東北営業所 仙台市青葉区上杉二丁目３番７号Ｋ２小田急ビル 022-261-2621

1116 大特　２７－３７３１ 電管機水 荏原商事㈱東北支店 仙台市青葉区大町一丁目１番８号 022-262-1135

1117 大特　２９－２３４０ 機水 ㈱荏原製作所東北支社 仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号ＳＦＩ仙台ビル 022-290-8822

1118 大特　２８－８５０９ 電 ㈱荏原電産東北営業所 仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号ＳＦＩ仙台ビル 022-290-8825

1119 大般　２９－１７６０７ 左塗防内 ㈱エフワンエヌ東北支店 仙台市宮城野区蒲生字屋敷地内３７Ｂ－１－１Ｌ 022-352-3831

1120 大特　２８－３４５ 鋼 エム・エムブリッジ㈱東北営業所 仙台市青葉区一番町一丁目８番１号 022-716-5458

1121 宮知般３０－１５２３３ 建 ㈱エム建設 仙台市泉区南光台四丁目１３番４号 022-301-5385

1122 大特　２６－２５６３７ 土 ㈱エムティーエム 仙台市青葉区中央一丁目２番３号 022-274-1545

1123 大特　２９－２３０３ 管 エルゴテック㈱北日本支店 仙台市泉区八乙女中央五丁目１０番８号 022-773-7891

1124 宮知特　２７－１１７３６ 土と舗 ㈱遠藤工業 多賀城市高崎一丁目９番１７号 022-290-9127

1125 宮知特　２８－２２４ 土と舗水 ㈱及川工務店 登米市登米町寺池前舟橋５７番地 0220-52-2320

1126
山形知特　３０－５００９０
９ 土建と舗 置賜建設㈱ 山形県米沢市大字花沢３８７番地１ 0238-23-6411
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1127 宮知般　２７－１１１１１ 土鋼塗内 ㈱オオウチ工芸 仙台市若林区六丁の目元町３番８号 022-286-1515

1128 宮知般  ２７－１１１１３ 塗 ㈲大垣塗装 大崎市岩出山下野目字二ツ屋１６番地の３ 0229-72-4158

1129 大特　２６－２１１４２ 土建 大木建設㈱東北支店 仙台市青葉区五橋一丁目４番３０号 022-225-6841

1130 宮知般  ２９－１５００５ 土と園解 ㈱大崎緑化 遠田郡涌谷町涌谷字上町５５番地８ 0229-42-3593

1131 宮知特般　２９－６４６３ 土建 ㈱大澤建設 遠田郡涌谷町猪岡短台字笠石６２番地１ 0229-45-2197

1132 宮知特　２９－１１９７

土建大左と石
屋タ鋼舗しゅ
板ガ塗防内水 ㈱太田組 登米市迫町佐沼字南佐沼一丁目３番地の１２ 0220-22-3188

1133 宮知般　２８－１０２３３ 土鋼舗園 ㈱オオツボスポーツ 仙台市若林区一本杉町５番４号 022-286-6828

1134 大特　２６－３０００

土建大左と石屋電管タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗防内
絶園具水解 ㈱大林組東北支店 仙台市青葉区上杉一丁目６番１１号 022-267-8510

1135 宮知特　２７－５６６ 土と舗 ㈱大林土建 栗原市若柳字大林新堰合６３番地 0228-32-2548

1136
宮知特般　２８－３０００８
５

土建と管舗塗
園水 大山建設㈱ 山形県尾花沢市新町四丁目3番7号 0237-22-1248

1137 大特　２８－２２７２３ 土と舗 ＯＫＡＣＯＮ㈱東北支店
仙台市若林区大和町三丁目５番１０号大和ビル３０５
号 022-782-5212

1138 宮知般　２６－２３８７ 井 ㈱岡田商会 仙台市宮城野区原町一丁目２番１０号 022-291-1271

1139 大特　２９－１９９０ 電通 沖ウィンテック㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目1番1号 022-263-3681

1140 大特　２７－５２２５ 通 沖電気工業㈱東北支社 仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 022-225-6601

1141 大特　２８－２５４５ 土と舗園 奥アンツーカ㈱東京支店 東京都台東区三筋一丁目１０番４号 03-5835-0150

1142 宮知特　２９－１０６４
土建と鋼舗
しゅ水解 奥田建設㈱ 仙台市青葉区八幡六丁目９番１号 022-275-2311

1143 大特　２９－２２００ 土建と水解 ㈱奥村組東北支店 仙台市青葉区堤通雨宮町２番２５号 022-273-9855

1144 大特　２６-３６７１ 土舗 奥村組土木興業㈱仙台営業所 仙台市青葉区二日町１８番２６号 022-721-2488

1145 宮知特　２９－１６２３０ 土と舗園 奥山工業㈱ 仙台市宮城野区二の森１０番１０号 022-291-6827

1146 大特　２７－９３０１ 土と井 奥山ボーリング㈱仙台営業所
仙台市青葉区二日町１３番１８号ステーションプラザ
ビル３０６ 022-281-9767

1147 宮知般　２８－７１７４ と塗 ㈱小野産業 仙台市宮城野区二十人町３００番地の２２ 022-781-6117

1148 宮知特　２８－４５７
土建と屋管鋼
舗内水解 小野田建設㈱ 加美郡加美町字長檀１２５番地 0229-67-2278

1149 大般　２８－１５１６５ 防 小野防水㈱仙台支店 仙台市青葉区二日町１３番２２号 022-211-4021

1150 宮知特　２７－０００９４５
土建と筋舗水
解 ㈱小野良建設 栗原市金成沢辺町沖２２３番地 0228-42-1455

1151 宮知特　２７－１７４７９

土建大と管鋼
舗しゅ内園水
解 ㈱小野良組 気仙沼市南町四丁目１番１１号 0226-22-2600

1152 大特般　２８－３３９２ 機 おべ工業㈱ 愛媛県新居浜市菊本町二丁目１４番１号 0897-33-5141

1153 大特　２９－１３４１５
土と石鋼舗
しゅ塗園水 小柳建設㈱宮城営業所 仙台市泉区南中山二丁目２１番１号 022-341-1108

1154 宮知特般　３０－２０６０
土建大左と屋
タ鋼舗塗防内 オリエンタル工業㈱ 仙台市宮城野区日の出町二丁目２番８号 022-239-7361

1155 大特　２７－４０１８
土建と管鋼舗
塗水 オリエンタル白石㈱東北支店 仙台市青葉区本町二丁目１６番１０号 022-222-4691

1156 大特　２７－３８９２ 管機水 オルガノ㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 022-261-6801

1157 大特　２９－１０３０６ 機水 オルガノプラントサービス㈱東北事業所 仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 022-263-4782

1158 宮知特　２８－２５７ 土園 ㈱ガーデン二賀地 仙台市青葉区上愛子字遠野原３４番地の１ 022-392-4128

1159 大特　２９－１７７０ 土舗 ㈱ガイアート東北支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 022-352-9377

1160 大特　２８－２４１６３ 土建 皆成建設㈱ 仙台市若林区六丁の目元町２番１１号 022-286-4821

1161 大特　２９－１２２２０ 鋼 開成工業㈱東北営業所 仙台市泉区南中山一丁目２８番地１８輝ビル４Ｆ 022-347-9521

1162 宮知般　２６－１５６５６ 園 ㈲海馬工苑 東松島市浅井字下館５８番地２ 0225-86-1215

1163 大特  ２８－８０９ 土建舗 ㈱加賀田組東北支店 仙台市宮城野区鉄砲町西１番１４号 022-299-0080

1164 大特般　２９－２１００

土建大左と石屋電管夕
鋼筋舗しゅ板ガ塗防内
絶園具水消 鹿島建設㈱東北支店 仙台市青葉区二日町１番２７号 022-261-7111

1165 大特般　２９－２４７３６

土建大左と石屋電管夕
鋼筋舗しゅ板ガ塗防内
絶園具水解 ㈱加藤組 新潟県村上市久保多町７番３号 0254-53-4165

1166 大特　２８－６２３３ 土 ㈱加藤建設東北営業所 仙台市青葉区吉成一丁目２４番７号 022-346-1878

1167 大特　２７－５７２５ 電管通 ㈱カナデン東北支店 仙台市青葉区上杉一丁目１７番７号　仙台上杉ビル 022-266-3117
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1168 宮知特　２９－２０４９ 土建と舗 ㈱金原土建 大崎市古川南町一丁目６番１１号 0229-22-1666

1169 大特　２９－２４８６４ 土建 ㈱曲小小倉工務店宮城支店 仙台市青葉区折立五丁目１１番１８号 022-398-7550

1170 宮知般　２６－１７１５１ 具 ㈱金子商店 仙台市太白区長町一丁目１番１３号 022-308-7301

1171 大特般　２６－３１２６ 管消 ㈱加納工業所 仙台市宮城野区大梶１３番３０号 022-295-8671

1172 大特  ２８－３
土建と鋼舗
しゅ水 株木建設㈱仙台営業所 仙台市青葉区本町二丁目１９番５号 022-224-6781

1173 大特　２８－１３８５９ 土 河北建設㈱ 仙台市太白区泉崎二丁目２３番４１号 022-245-5351

1174 福岡知特  ２７－６５５０ 機 ㈱嘉穂製作所 福岡県飯塚市大分５６７番地 0948-72-0390

1175 宮知特般　２８－２０５１ 電消 亀井電気㈱ 登米市迫町佐沼字大網７９番地の２６ 0220-22-2250

1176 宮知般　３０－１３４６８ 土と塗解 ㈱カメヤ 東松島市新東名二丁目９番地の１３ 0225-88-3614

1177 大特般  ２６－２１０ 電機 加茂川啓明電機㈱東北支店 仙台市太白区西中田五丁目１３番１３号 022-241-3111

1178 大特　２８－６４０６ 土電管機水 萱場工業㈱ 仙台市青葉区葉山町１番２６号 022-272-8686

1179 宮知特般　２８－４６２６ 管機清 萱場設備㈱ 気仙沼市茗荷沢49番地6 0226-23-2538

1180 大特　２７－３９６１ 電 川北電気工業㈱東北支社 仙台市青葉区本町一丁目３番９号 022-261-5220

1181 大特　２７－３９０９
土と鋼舗塗水
解 川田建設㈱東北支店 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-261-7412

1182 大特　２６－２９１５ 土と鋼 川田工業㈱東北事業所 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-222-3225

1183 大特般　２９－２６３６ 管消 川本工業㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 022-262-8481

1184 大般　２６－１８４１３ 消 ㈱河本総合防災東北支店
仙台市青葉区本町一丁目２番２０号ＫＤＸ仙台ビル
７Ｆ 022-721-8821

1185 宮知般　２６－１７４０９ 土建と管解 ㈱環境開発公社エムシーエム 大崎市古川北宮沢字朴木欠丙６番地１ 0229-29-2228

1186 宮知般　２８－１０４６０ 土と ㈱環境産業 栗原市志波姫南郷外沼６６番地 0228-25-3416

1187 大特　３０－２０３５３
土石鋼舗しゅ
塗水 ㈱環境施設東北支店 仙台市宮城野区小田原二丁目１番３５号 022-292-6168

1188 宮知特　２７－１９５５７
土石鋼舗しゅ
塗水 ㈱環境施設 仙台市宮城野区小田原二丁目１番３５号２階 022-762-7551

1189 大特　２６－５９００
土と舗しゅ塗
水 管清工業㈱東北営業所 仙台市若林区卸町東四丁目３番１７号 022-288-2250

1190 大特　２７－３８８５ 電通 ㈱関電工東北支店 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-227-2735

1191 宮知般　２９－３５２８ 土と石園 菅野造園㈱ 仙台市宮城野区福室二丁目５番８－１００２号 022-352-3350

1192 大特　２７－１８８３７ 管 ㈱キープラン 仙台市青葉区柏木一丁目１番２６号 022-274-7060

1193 大特般　２７－２０７１３
土とタ鋼舗ガ
塗防内水 ㈱キクテック 仙台市太白区東中田六丁目１番４７号 022-241-4661

1194 宮知特　２８－６３８ 電 ㈱菊電社 仙台市青葉区堤通雨宮町５番２５号 022-275-1531

1195 宮知般　２８－８６５５ 防 ㈲菊ペン塗装店 仙台市宮城野区岡田字浜通り２２番地 022-258-3384

1196 宮知特　２６－１１８５６ 建 ㈱菊森建設工業 遠田郡涌谷町字田町裏１３１番地 0229-43-2243

1197 大特般　２７－４３０２ 土と 技研興業㈱仙台営業所 仙台市青葉区大町一丁目３番２号 022-227-9556

1198 宮知特般　２９－３１９４ 土舗水 木皿建設㈱ 仙台市若林区六丁の目南町７番１５号 022-288-5033

1199 広知般　２６－１７０３４ 建鋼 岸工業㈱ 広島県広島市南区東雲本町二丁目１５番７号 082-282-1458

1200 宮知般　２７－１９８３４ と解 絆興業㈱ 登米市豊里町東待井下２１番４ 0225-90-4330

1201 大特　２９－１１３９
土と石舗塗園
水解 北川ヒューテック㈱東北支店 仙台市宮城野区扇町五丁目９番４号 022-284-2653

1202 大特 ２７－６９１５ 園 ㈱北川緑地建設仙台営業所 宮城郡七ヶ浜町汐見台7丁目5番地56 022-357-5173

1203 大特　２７－１０６３６ 管 北関東空調工業㈱仙台支社 仙台市青葉区八幡二丁目４番１１号 022-274-2211

1204 大特  ２７－２１０５８ 電 北芝電機㈱東北支社
仙台市青葉区本町二丁目１番２９号仙台本町ホンマ
ビル１０階 022-261-1811

1205 大特般　２８－２１８７７ 土管塗機水 ㈱北日本ウエスターン商事 仙台市宮城野区扇町三丁目９番１０号 022-286-1137

1206 大特　２７－１１００４ 土と鋼塗水 北日本機械㈱仙台営業所 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-222-0310

1207 大特　２８－２１９３１ 電通 北日本通信㈱仙台営業所 仙台市青葉区本町一丁目１３番３２号オーロラビル 022-224-2721

1208 宮知特　２７－２０５５２ 土と鋼舗塗 ㈱北日本ハイウエイ 仙台市宮城野区福室一丁目７番１８号 022-786-7211

1209 大特　２６-３４８１ 土と鋼舗水 機動建設工業㈱仙台営業所 仙台市青葉区北根三丁目２１番２３号４０５号室 022-728-7591
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1210 宮知特　２８－１７９０
土建と舗しゅ
園水解 ㈱木村土建 東松島市大塩字五台２３番地２ 0225-82-3006

1211 大般　２９－２２３７６ 管機清 協栄工業㈱ 埼玉県戸田市本町二丁目１０版１号山昌ビル 048-445-7388

1212 宮知般　２８－３１４ 土と舗塗 ㈱協栄興産 仙台市青葉区昭和町２番３４号 022-234-8625

1213 宮知般　２７－７０２３ 消 ㈱共栄防災石巻営業所 石巻市清水町一丁目3番26-306号 0225-24-9524

1214 大特  ２７－４８１５ 管 経塚工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目４番地８ 022-253-7135

1215 大特　２７－３９４２ 建 共立建設㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目３番１０号 022-297-5801

1216 宮知般　２８－９６３９ 土と塗 協立産業㈱ 仙台市太白区泉崎二丁目１９番２０号 022-244-9521

1217 大特　２８－２４４ 土電通 ㈱協和エクシオ東北支店 仙台市青葉区大町二丁目５番１号 022-354-8020

1218 大特　２７－４７９４ 土機水清 共和化工㈱東北支店 仙台市青葉区立町１番３号 022-266-1404

1219 大特  ２６－１５５８２ 電機通水 協和機電工業㈱東京支店 東京都台東区二丁目２０番１３号古茂田ビル２階 03-5846-1081

1220 宮知特般　２９－４７７０ 電消 ㈱共和電業 仙台市宮城野区中野一丁目２番地の３５ 022-259-6771

1221 大特　２７－５１６３ 電 旭日電気工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区鉄砲町中２番地の９ 022-291-9121

1222 大般　２７－２１５２０ 電機 極東サービス㈱ 千葉県八千代市上高野１８２３番地の１ 047-482-1411

1223 宮知特般　２８－８７１０
土建と石電管
鋼舗しゅ塗水 旭洋設備工業㈱ 仙台市青葉区中山八丁目９番５号 022-279-0322

1224 宮知特　２７－１９７５５ 管水消 ㈱金華工業商会 仙台市宮城野区扇町三丁目６番１号 022－284-5028

1225 大特般　２８－１１４ 電通 ㈱きんでん東北支社
仙台市青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタ
ワー６階 022-227-1265

1226 宮知般特　２７－９１０１ 管消 空調企業㈱ 仙台市宮城野区新田四丁目３７番４４号 022-239-7571

1227 大特般　２７－４８１９ 電通水 クシダ工業㈱ 群馬県高崎市貝沢町甲９６５番地 027-362-1234

1228 大特　２９－２２７５
土と電管鋼機
水 ㈱クボタ東北支社 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-267-9000

1229 大特　２８－９４９０ 土電管機水清 クボタ環境サービス㈱東北支店 仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 022-267-9454

1230 大特  ２８－１３１３５ 機 クボタ機工㈱東北営業所 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-267-8962

1231 大特  ２８－２１７５６ 土鋼水 ㈱クボタ工建東北営業所 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-266-4080

1232 宮知特　２８－４７３ 電管 窪田電気工事㈱ 角田市角田字旭町３２番地の３ 0224-62-1963

1233 大特　２９－１２００

土建と屋管鋼
舗しゅ塗防内
園水 ㈱熊谷組東北支店 仙台市青葉区上杉五丁目３番３６号 022-262-2817

1234 大般  ２７－４７３７ 機通 ㈱クマヒラ仙台支店 仙台市青葉区錦町一丁目１番５号 022-223-9166

1235 大般　２３－６２２ 機 クマリフト㈱東北支店 仙台市若林区六丁の目西町１番１８号 022-288-6000

1236
青知特般　３０－１００４７
１

土建と舗塗防
水解 倉橋建設㈱ 青森県青森市勝田二丁目２番１７号 017-734-3611

1237 大特　２６－２３０６６ 土と舗園水 グリーン産業㈱仙台営業所 仙台市青葉区折立一丁目６番１号 022-399-8770

1238 大特　２８－１７０６４
土建電管塗防
機水清 ㈱クリタス 東京都豊島区南池袋一丁目１１番２２号 03-3590-0301

1239 大特　２６－３２１４ 電管通消 栗原工業㈱東北支社 仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 022-261-6848

1240 大特　２７－４８９９ 電 ㈱クリハラント東北支社
仙台市青葉区中央四丁目１０番３号仙台キャピタル
タワー１４階 022-227-5888

1241 大特般　２６－３６５９ 管 ㈱クリマテック東北支店 仙台市泉区泉中央一丁目２３番５ 022-772-2070

1242 宮知般　３０－１５０８０ と (業)クリーン・センター宮城 塩竈市越の浦一丁目３番２１号 022-362-5060

1243 大特　２８－３０７
建大とタ鋼塗
防内 クレハ錦建設㈱仙台支店

仙台市若林区六丁の目西町８番１号齋喜センダ―
ビル８０２号室 022-287-2080

1244 宮知般　２７－２０７３１ 土管 ㈱グローバル環境サービス 大崎市古川師山字薬師１６番地 0229-25-6221

1245 大特　２９－１９６６ 管 黒澤建設工業㈱仙台支店 仙台市若林区荒井七丁目５０番地２ 022-380-1731

1246 宮知般　２７－１２１５５ 管水 ㈲黒沢工業所 遠田郡涌谷町吉住字塩柄４３番地 0229-45-2485

1247 宮知般　２９－２１４８ 電管 黒澤電気工業㈱ 加美郡加美町南町１３１番地 0229-63-2209

1248 宮知般　２８－１６２６６ 管水 ㈲ケー・イー・アイ 遠田郡美里町二郷字甚助二号６０番地 0229-59-1680

1249 宮知般　２７－１９８０２ 防 ㈱ケーエス技建 仙台市若林区荒井七丁目12番地の6 022-355-9247

1250 宮知特　２９－６１０８ 電 ケーオー電気㈱ 仙台市若林区土樋７５番地 022-222-4928

1251 宮知般　２７－２０３９９ 管 ㈲ケーピーエス 仙台市青葉区柏木一丁目1番２６号Ｅ２０２ 022-725-8245
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1252 大般　３０－２７２７３ 電通 ケーブルメディア㈱ 仙台市太白区富沢四丁目４番２号　小島ビル２０１ 022-307-5051

1253 宮知特　２９－１８１４２ 建大屋タ鋼内 ㈱建築工房零 仙台市泉区上谷刈六丁目１１番６号 022-725-2261

1254 宮知般　２７－１８２５８ 園 小泉商事㈱ 大崎市古川飯川字十文字３３番地 0229-26-2838

1255 大特３０－２５１３４ 土建と舗 弘安建設㈱仙台支店 仙台市青葉区柏木一丁目６番１０号 022-718-5671

1256 大特般　２７－２２１ 土管水消 弘栄設備工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区扇町五丁目８番４号 022-766-8216

1257 宮知般２６－２０２２４ 土と電舗解 ㈱功樹 名取市飯野坂一丁目1番3号 022-797-5194

1258 宮知特　２９－１１５０２ 土建と塗内解 巧成建設㈱ 仙台市泉区野村字菅間前３４番地の８ 022-373-9002

1259 大特般　２４－２４２２ 管水消 ㈱興盛工業所 仙台市宮城野区日の出町一丁目１番３５号 022-236-3511

1260 宮知般　２７－７９０３ 土と舗塗 交通施設工業㈱ 仙台市青葉区堤町二丁目３番１２号 022-275-1333

1261 大特　２９－１９３４ 電 ㈱弘電社東北支店 仙台市青葉区国分町二丁目１４番１８号 022-223-7101

1262 大特　２９－２３９９

土建大と石屋
電管タ鋼舗
しゅ塗防内水 ㈱鴻池組東北支店 仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 022-266-1275

1263 宮知般　２８－１３４３９ 土と鋼塗 ㈱コウリョウ 仙台市若林区卸町三丁目４番１０号 022-239-1232

1264 大特般 ２６－２９６１
土と舗塗機井
水 ㈱興和東北支店 仙台市太白区富沢四丁目４番２号　小島ビル２０１ 022-743-1680

1265 宮知般　２８－４３８ 電通 興和電気㈱ 大崎市古川市中里四丁目18番13号 0229-22-0553

1266 大特　２９－１８２１ 土と コーアツ工業㈱東北営業所 仙台市青葉区花京院二丁目１番１１号 022-395-4565

1267 大特　２９－６６５３ 建 郡リース㈱仙台支店 仙台市青葉区堤通雨宮町２番３号ＴＲ仙台ビル 022-273-3291

1268 大特般　２７－４５９０ 土と 国土防災技術㈱仙台支店 仙台市若林区清水小路６番地の１ 022-216-2586

1269 大特　２６－４５３９ 土建水 古久根建設㈱東北支店 仙台市青葉区二日町８番６号二日町島田ビル４階 022-209-5750

1270 宮知般　２６－２００２５ 電管 ㈱コサカ 仙台市宮城野区扇町五丁目８番４号 022-783-1010

1271 大特般　２９－１９６２２ 土建電鋼通 コスモシステム㈱ 名取市杜せきのした二丁目４番地の２ 022-706-6791

1272 大般  ２８－１７１３１ 通 コセキ㈱ 仙台市青葉区堤通雨宮町２番２６号 022-272-2211

1273 宮知特　２４－１５４５ 土と鋼舗塗水 後藤工業㈱ 仙台市宮城野区扇町四丁目６番４号 022-284-9069

1274 大般  ２７－２３６８４ と コトブキシーティング㈱東北支店 仙台市若林区六丁の目中町5番33号 022-380-1515

1275 北知般　２７－０５２０６ 機 ㈱小林舞台システム 北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 0123-34-6600

1276 大特　２８－１４２ 土鋼 ㈱駒井ハルテック東北営業所 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 022-227-8724

1277 宮知般　３０－１９７３３ 通 ㈱コムワン 仙台市若林区六丁目字南９７番３ 022-390-0122

1278 大特　２８－１５４７７ 建タ機清 ㈱コモンテックス 新潟県新潟市中央区女池神明二丁目３番地１２ 025-283-9301

1279 大特　２８－１１５０

土建大左と石屋電管タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗防内
園具水解 五洋建設㈱東北支店 仙台市青葉区二日町１６番２０号 022-221-0920

1280 大特  ２９－１０３４９
土建左と鋼塗
防内 ㈱コンステック仙台支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 022-355-7407

1281 大特　２７－４０７０ 管 斎久工業㈱東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 022-261-3171

1282 大般　２８－２１５３ 機 サイタ工業㈱東北支社 仙台市宮城野区五輪二丁目１１番３２号 022-291-0115

1283 宮知特般  ２９－２５３６ 土建大と舗水 ㈱斎藤工務店 柴田郡大河原町字錦町5番地の13 0224-53-2242

1284 宮知般　２８－８４１７ 消 ㈱斎藤商会 大崎市古川中島町８番３３号 0229-23-1717

1285 大特　２５－２０５８６ 土建と舗解 サイト工業㈱ 仙台市若林区卸町二丁目６番１１号 022-355-8123

1286 大般　２９－２７０６９ 土 ㈱齊美 長野県長野市大字西尾張部１０９１番地７ 026-262-1806

1287
山形知特  ２７－７００３８
８ 土建舗 酒井鈴木工業㈱ 山形県酒田市大浜一丁目４番６２号 0234-35-1030

1288 宮知般　２７－１２９９２ 土と塗 栄工業㈱ 仙台市宮城野区岩切一丁目１３番７号 022-396-2331

1289 大般特　　２９－１００１７ 土建舗 ㈱佐賀組気仙沼営業所 気仙沼市長磯鳥子沢７４番地４ 0226-25-9511

1290 宮知特般　２６－７９９６ 土建管水 ㈱櫻井建設 東松島市牛網字駅前一丁目３番地の８ 0225-87-2122

1291 大特　２９－２００１９ 管 櫻井工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区日の出町三丁目１番１８号 022-235-5221

1292 宮知般　２９－７８１２ 消 ㈱櫻井防災 仙台市若林区卸町一丁目６番６号 022-231-8533
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1293 宮知般  ２６－１１８６６ 管機清 佐孝組㈲ 仙台市宮城野区岡田字岡田前１２２番地の２ 022-794-8402

1294 大特般　２８－６５１
土建と鋼舗塗
防解 ㈱佐々木組 岩手県一関市山目字中野１４０番地５ 0191-25-2211

1295 宮知特般　２６－２７８１ 土と ㈱佐々木組 登米市東和町米谷字元町１１１番地の２ 0220-42-2137

1296 宮知特般　２７－２６０
土建と石鋼舗
しゅ塗水 ㈱佐々木建設 登米市石越町北郷字赤谷２番地の３ 0228-34-3128

1297 宮知特　２６－３０２９ 土と舗水 ㈲佐々木工務所 栗原市瀬峰寺浦７９番地の１２ 0228-38-2481

1298 宮知特　３０－１２８７０
土建と舗しゅ
水解 ㈱佐々重 登米市迫町北方字古宿５番地 0220-22-7269

1299 宮知特般　２８－１８９０ 土建大と舗水 ㈱佐々貞土建 栗原市瀬峰大境前１０番地 0228-38-3230

1300 大特　２５－６９０５
建と屋電管鋼
塗防機通具解 ㈱サタケ 広島県東広島市西条西本町２番３０号 082-420-8508

1301 大特  ３０－３５６７
土建と舗しゅ
水解 佐田建設㈱東北営業所 仙台市青葉区川平四丁目３２番５号 022-342-4663

1302 宮知特　２８－４６７８
土建大と管鋼
舗しゅ園水解 ㈱佐藤建設 岩沼市下野郷字出雲屋敷８０番地 0223-24-0545

1303 大特　２９－２４２０

土建大左と石屋タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗
防内絶具水解 佐藤工業㈱ 福島県福島市泉字清水内１番地 024-557-1166

1304 宮知般　２９－１４８５６ と ㈲佐藤工業 本吉郡南三陸町入谷字大船沢３７６ 0226-46-6348

1305 大特　２８－４１０

土建大左と石屋電
管タ鋼舗しゅ塗防
内園水解 佐藤工業㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１０番３号 022-265-1558

1306 宮知特般  ２８－９４３
土建と電管舗
水解 ㈱佐藤工務所 栗原市一迫真坂字畑中７番地１ 0228-52-2171

1307 大特　２９－７０６０
土と鋼舗しゅ
水解 ㈱佐藤工務店 加美郡加美町長檀６９番地 0229-67-2534

1308 宮知特　２８－７６４２
土建鋼舗園水
解 ㈱さとう総業 仙台市泉区七北田字朴木沢９３番地の１ 022-374-1181

1309 大般　２７－２３８１８ タ機清 佐藤築炉工業㈱宮城営業所
栗原市金成姉歯字銭神沢１番２号クレアマンション１
０１ 0228-25-4955

1310 宮知般　２６－１１８４４ 電通 佐藤通信工業㈱ 仙台市若林区伊在二丁目１番地の４ 022-288-1599

1311 大特　２９－２５２７ 鋼 佐藤鉄工㈱仙台営業所 仙台市青葉区中央二丁目９番１０号 022-262-0547

1312 大特  ２９－１７２０
土と石鋼舗塗
水解 ㈱佐藤渡辺宮城営業所 富谷市富谷西沢１１５番地１１ 022-348-0266

1313 宮知般　２９－１３８４１ 土と ㈱サトー技建 仙台市若林区河原町一丁目６番１号 022-262-3535

1314 大特　２７－４３１０ 電管機水 三機工業㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目８番１０号 022-227-8122

1315 大特般　２９－２４５２９
土建と鋼舗
しゅ園水 三共㈱仙台支店 仙台市泉区泉中央二丁目２３番１７号A－１０３号室 022-771-5255

1316 宮知般　２７－９７５４ 土と舗 ㈱三協建設 大崎市古川新田字旭８３番１ 0229-23-3654

1317 大特  ２６－１８１５４ 建鋼機 三協フロンテア㈱ 千葉県柏市新十余二５番地 04-7133-6666

1318 宮知般　２７－１１８８６ 管 ㈱サンケン 仙台市若林区蒲町９番８号 022-285-6390

1319 大特　２６－１０３２８ 機 ㈱サンケン・エンジニアリング 仙台市泉区八乙女四丁目９番１３号 022-208-9500

1320 大特　２９－１８７９ 管 三建設備工業㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-221-3331

1321 宮知特　２７－１１０３５
土建と屋舗塗
防内解 サン工業㈱ 仙台市泉区上谷刈字山添１番１号 022-378-2255

1322 大特　２７－４６６２ 管 ㈱三晃空調東北支店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-261-3002

1323 大特般　２８－１９１３７ 土と 三興建設㈱ 広島県江田島市江田島町小用一丁目２０番５号 0823-42-1800

1324 大特　２９－２３０６ 土建水 三幸建設工業㈱東北支店 仙台市泉区泉中央一丁目３３番７号 022-779-5625

1325 大特　２６－７８０４ 機 三晃工業㈱ 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目15番26号 06-6555-7023

1326 宮知般　２７－１１６７４ 土鋼塗解 三交工業㈱ 東松島市大曲字筒場６５番地１５ 0225-82-6111

1327 都知特般 ２４－４５９６９ 機水清 三辰精工㈱ 東京都江戸川区船堀四丁目１２番１０号 03-3680-2501

1328 大般　２７－２３０１２ 機 ㈱三精エンジニアリング東京支店 東京都北区田端新町一丁目２７番７号１０４ 03-3895-0037

1329 大特　３０－６６８９ 機 三精工事サービス㈱東京支店 東京都北区田端新町一丁目３１番２号２０１ 03-5901-0015

1330 大特　２８－６５９ 機 三精テクノロジーズ㈱仙台営業所 仙台市青葉区中央二丁目１０番１２号 022-222-6707

1331 大特　２９－１７２９ 電管 ㈱サンテック東北支社 仙台市宮城野区宮千代一丁目１０番１２号 022-236-3191

1332 大特般  ２７－４１９６ と電管機通水 産電工業㈱ 仙台市泉区八乙女中央一丁目６番７号 022-371-1701

1333 宮知特　２７－１９６５３ 土と舗塗 ㈱サン道路サービス 仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番地１４ 022-255-5577
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1334 宮知般　２８－７４４７ 土と舗塗 ㈱さんのう 仙台市青葉区上愛子字蛇台原４９番６ 022-391-1356

1335 大特般　２９－２４４９ 管消 ㈱サンプラント仙台支店 仙台市青葉区一番町三丁目３番５号 022-263-2411

1336 大般　２７－２１３４２ 土と 三友工業㈱ 柴田郡大河原町字南原町２番地３ 0224-53-1109

1337 大般特　２９－１４８３ 電通 サンワコムシスエンジニアリング㈱東北支店 仙台市若林区清水小路８番地３６号 022-215-4401

1338 大般　２９－２２２１４ 内具 三和シヤッター工業㈱東北事業部 仙台市宮城野区扇町一丁目１番４５号 022-239-0552

1339 大特　２７－２０８３８ 電 ㈱ＧＳユアサ東北支社 仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 022-225-8758

1340 大般　２６－１０９１１ 電
㈱ジーエス・ユアサフィールディングス東北
支店 仙台市太白区泉崎一丁目１８番３９号 022-307-4611

1341 大般　２８－２６５１９ 電通 ㈱CNS 仙台市宮城野区扇町七丁目７番１－２号 022-388-6405

1342 宮知般　２９－１４７９６ 電通 ㈱Ｇ-com 登米市南方町山成前872番地2 0220-58-2239

1343 宮知般　３０－２１５５７ 機 ㈱シー・テック 気仙沼市赤岩五駄鱈１１７番地１ 0226-23-0777

1344 大特  ２７－４７０１ 鋼機水 ＪＦＥエンジニアリング㈱東北支店 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-264-2411

1345 大特　２７－5300 電 ＪＦＥプラントエンジ㈱東北営業所 仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 022-213-5224

1346 大特般　２８－２６１２４ 電通消
㈱JVCケンウッド・公共産業システム北日本
支店 仙台市若林区卸町三丁目５番１９号 022-239-6031

1347 大特  ２７－２３７２２ 電 ㈱ジェック仙台営業所
仙台市青葉区柏木二丁目３番１７号朝日プラザ柏木
１０９号 022-344-9325

1348 大特  ２８－１１０６０
土建と鋼舗塗
解 ㈱塩浜工業東北営業所

仙台市宮城野区榴岡五丁目１番１２号仙萩ビルディ
ング３階 022-298-6027

1349 大特般　２９－２４６０５ 土と舗 ㈱重松組東北支店 仙台市泉区松陵二丁目７番１号 022-771-6006

1350 大特　２７－４２３３ 建
㈱システムハウスアールアンドシー東北支
店 仙台市宮城野区中野四丁目１番２９号 022-254-3191

1351 大般　２８－２４５３８ 左タ塗防内 ㈱システムリバース仙台支店 仙台市青葉区堤町三丁目１番２５号 022-344-6421

1352 宮知特般　２９－３２５２ 土建舗 志津川建設㈱ 本吉郡南三陸町志津川字天王山１３８番地１１ 0226-46-2211

1353 宮知般　２６－１４６７６ 土と園 ㈱芝玄 仙台市太白区八本松二丁目８番１２－５０２号 022-248-8334

1354
山形知特  ２９－１００３３
８

土と石管鋼舗
しゅ園水解 渋谷建設㈱ 山形県山形市東青田五丁目１番５号 023-634-4281

1355 大特　２８－２２０７７

土建大左と石屋タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗
防内具水 ㈱シマ東北支店 仙台市青葉区木町６番３号 022-779-7736

1356 宮知特般　２９－１４７ 土建と舗水 ㈱島津組 登米市迫町佐沼字内町４４番地の７ 0220-22-2420

1357 大特般　２６－３２００

土建と電管夕
鋼舗しゅ塗防
内園水消解 清水建設㈱東北支店 仙台市青葉区木町通一丁目４番７号 022-267-9103

1358 大特　２６－１２１８７ 建と園 ㈱ジャクエツ環境事業 福井県敦賀市若葉町二丁目１７７０番地 0770-25-2200

1359 宮知特　２９－１０８３７
建と石屋鋼板
ガ塗防絶具解 庄磁工業㈱ 仙台市青葉区郷六字龍沢１８番４号 022-226-0030

1360 宮知特般　２８－２７４１ 電通消 庄子電気㈱ 仙台市若林区鶴代町４番６０－２号 022-284-5135

1361 宮知特　２６－４８４９ 土建大と舗解 ㈱昭和羽前建設工業 仙台市青葉区木町１７番１５号 022-274-0533

1362 大特　２９－８４１ 土と水 昭和コンクリート工業㈱東北支店 仙台市青葉区二日町２番１５号　二日町鹿島ビル 022-227-2783

1363 宮知般　２７－８３５２ 機 昌和輸送機東北㈱ 仙台市青葉区堤通雨宮町２番８号 022-275-1415

1364 大特　２９－１３４５
土建とタ鋼舗
塗防内水 ショーボンド建設㈱南東北支店 仙台市若林区六丁の目元町８番１号 03-6861-8101

1365 大特  ２７－３９９３ 電管 ジョンソンコントロールズ㈱東北支店 仙台市若林区新寺一丁目３番４５号AI．Premium８階 022-296-3411

1366 宮知特般　２７－３０４８ 電消 白石電気工事㈱ 気仙沼市内の脇一丁目１６番地 0226-22-2961

1367 大特　２７－２６１６５ 土と舗塗水 ㈱白川建設宮城支店 柴田郡大河原町字中島町１番地２４ 0224-87-8345

1368 大特　２６－１８２９８ 機 白川舞台機構㈱東北営業所 岩手県一関市旭町４番地１ササキビル旭町１００７号 0191-31-3080

1369 宮知般　３０－１９９１７ 土と 新伊勢屋㈱ 仙台市若林区六丁の目中町２８番３２号 022-287-3450

1370 宮知般　２８－８７１３ 土と舗塗 ㈱新栄産業 仙台市泉区実沢字入八乙女滝下１６の２ 022-376-4691

1371 宮知特　２４－４０ 電 新栄電設工業㈱ 仙台市若林区大和町三丁目１３番２号 022-284-3929

1372 大特般  ３０－１７９２５ 電通機 シンク・エンジニアリング㈱ 東京都目黒区自由が丘三丁目１６番１５号 03-3724-7201

1373 大特  ２７－４１６６ 電機水清 ㈱神鋼環境ソリューション東北支店 仙台市青葉区一番町１丁目２番２５号 022-716-6651

1374 大特　２８－１５６０５ 土しゅ 信幸建設㈱東北営業所 多賀城市八幡二丁目６番１１号S・Sビル４階 022-349-4022
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1375
大特般　２６（２７）－２６７
６ 電通消 振興電気㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目１０番３号 022-221-3501

1376 大特般　２５－２５３２４ 土管舗水 ㈲新生建設東北支店 気仙沼市田中前四丁目５番１７号 0226-28-9570

1377 大特般  ２６-３１８６ 電通 新生テクノス㈱東北支社 仙台市宮城野区榴岡五丁目８番１１号 022-292-1940

1378 大特　２９－１４４７７ 土舗しゅ 新総建設㈱東北支社 多賀城市宮内一丁目３番２号 022-367-7361

1379 宮知特　２９－９０５８ 電 新電気工事㈱ 仙台市泉区鶴が丘一丁目５６番地の１ 022-372-0845

1380 大特般 　２６－２７１６ 管消 新日本空調㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 022-221-7551

1381 宮知特般　３０－９４７９
土建大と屋電
管鋼塗防園具 新日本商事㈱ 遠田郡美里町北浦字天神南35番地1 0229-34-2242

1382 大特　２５－２３０２３ 電 ㈱新菱電機仙台支店 仙台市青葉区上杉二丁目３番７号 022-716-7021

1383 大特　２８－１１０７ 電
シンフォニアエンジニアリング㈱東北営業
所 仙台市宮城野区榴岡五丁目１番１２号 022-292-2341

1384 大特　２６－３２２２ 電 シンフォニアテクノロジー㈱東北営業所 仙台市青葉区中央二丁目１１番１９号 022-262-4161

1385 大般　２６－２１００５ 電管機 新明和アクアテクサービス㈱東北センター 仙台市宮城野区扇町二丁目３番１６号 022-231-8551

1386 大特　２７－４３０５ 機
新明和工業㈱流体事業部営業本部東北
支店 仙台市宮城野区扇町二丁目３番１６号 022-237-7551

1387 大特　２８-４０６
土と石鋼舗
しゅ園水解 新谷建設(株) 北海道旭川市６条通三丁目右１０号 0166-22-6166

1388 大特　２６－５５４１ 機 新菱工業㈱東北営業所
仙台市青葉区一番町四丁目６番１号仙台第一生命
タワービル１６階 022-225-1544

1389 大特　２６－３４４７ 管 新菱冷熱工業㈱東北支社 仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 022-262-4524

1390 宮知特　２８－１３６７
土と石鋼舗
しゅ塗水 伸和興業㈱ 仙台市宮城野区日の出町二丁目４番８号 022-237-7363

1391 大特  ２９－１９６５５ 土と石鋼舗塗 新和産業㈱仙台支店 仙台市太白区東中田五丁目１１番１８号 022-741-0686

1392 大特　２８－５４３８ 電管機水 ㈱水機テクノス東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 022-222-8585

1393 大特　２６－４３１１ 土電管機水解 水道機工㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目１０番１７号 022-267-0807

1394 宮知般　２７－６２９６ 土と園 ㈱瑞鳳園 仙台市青葉区八幡七丁目２０番２５号 022-796-8063

1395 大特　３０－２７３２１
土建と電管タ
塗機水清 水ingエンジニアリング㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡二丁目５番３０号 022-256-6050

1396 宮知特般　２８－７２２５ 土管水消 ㈱菅慶 登米市南方町中高石５０番地の１ 0220-58-2653

1397 大特　２９－１９９３ 管 須賀工業㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-266-4436

1398 宮知特般　２８－３２６ と電管鋼機 菅原産業㈱ 仙台市若林区六丁の目元町９番３５号 022-287-3181

1399 宮知特般　２９－１３２４
土建と管舗水
解 ㈱鈴亀建設 登米市津山町柳津字本町１９２番地 0225-68-2227

1400 宮知般　２８－２８１５ 電 ㈱鈴電 多賀城市高橋三丁目１０番３５号 022-368-1800

1401 大特　２８－５２５４ 土と鋼舗塗 スバル興業㈱東北支店 仙台市宮城野区福室一丁目７番１８号 022-258-8416

1402 大特　２７－８１３５ 土と舗園 ㈱スポーツテクノ和広 東京都品川区南大井三丁目６番１８号 03-3762-9131

1403 秋知特　２７－１２２７３

土建大左と石
屋管タ鋼筋舗
しゅ板ガ塗防 ㈱住建トレーディング 秋田県秋田市楢山川口境７番１９号 018-836-6808

1404 大特　２８－２１９１０ 管機水 住友重機械エンバイロメント㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目３番１６号 022-262-2566

1405 大特　２８－１８０ 電 住友電設㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-262-3571

1406 大特 ２６－１５７４６ 土建と舗 ㈱諏訪工務店 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字久保１４０番地の１ 022-357-6576

1407 宮知般　２８－５３２８ 電通 正光電氣工事㈱ 仙台市宮城野区岩切字台屋敷１３番地１ 022-255-1701

1408 大特　２９－１５７９４ 電 ㈱正興電機製作所東北営業所 仙台市太白区中田三丁目７番４７号 022-398-5237

1409 大特般  ３０－５０１１３９ 管水 情野冷熱機工㈱ 山形県米沢市大字花沢371番地の8 0238-22-7070

1410 大特　２９－２３８９
土建と鋼舗
しゅ水 西武建設㈱東北支店 仙台市青葉区大町一丁目３番２号 022-262-7041

1411 大特　２８－９６９２ 土園 西武造園㈱東北営業所 仙台市青葉区大町一丁目３番２号 022-281-8071

1412 大特　２９－１４４２７ 機 ㈱清流メンテナンス東北支店 大崎市古川幸町一丁目８番８号 0229-24-4787

1413 大特  ２７－５１１７ 土管水
積水化学工業㈱環境・ライフラインカンパ
ニー東北支店

仙台市青葉区中央四丁目６番１号住友生命仙台中
央ビル 022-217-0610

1414 大特　２７－８０５７ 管 積水工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区萩野町一丁目１６番１０号 022-235-7009

1415 大特  ２７－５２９５ 建 積水ハウス㈱仙台シャーメゾン支店 仙台市青葉区本町二丁目１６番１０号 022-222-0025

1416 大特　２８－５２８

土建大左石屋
タ鋼筋舗しゅ
板ガ塗防内具 関場建設㈱仙台支店 仙台市青葉区愛子東四丁目２番１９号 022-392-9221
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1417 大特般　２７－２３６２１ 電通消 セコム㈱ 東京都渋谷区神宮前一丁目５番１号 03-5775-8745

1418 岡山知特　２６－１０３５８ 土建水解 ㈱瀬戸中央建設 岡山県玉野市築港五丁目７番３号 0863-23-4570

1419 大特　２６－３２５０
土建と鋼舗
しゅ内園水解 ㈱錢高組東北支店

仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号ＳＳ．仙台ビ
ル内 022-261-3431

1420 大特般　２８－１５２２６ 土と鋼機 ゼニヤ海洋サービス㈱仙台営業所
仙台市青葉区中央一丁目２番３号仙台マークワン１
９階 03-3510-2631

1421 宮知特　２６－２０２１９ 土と舗塗 セフテイライン㈱ 仙台市宮城野区岡田西町１番１号 022-288-7353

1422 大特　２９－１７５７３ 建大と内 セルコホーム㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目１番１４号 022-224-1111

1423 宮知般　２７－８４６６ 土舗 仙塩道路興業㈱ 仙台市宮城野区新田一丁目１６番１２号 022-236-0640

1424 大特　２９－１９３６ 土建と鋼水解 仙建工業㈱ 仙台市青葉区一番町二丁目２番１３号 022-225-8511

1425 宮知特般　２８－１１４９６ 土管舗水 ㈱千石建設 東松島市矢本字河戸２番地 0225-82-9073

1426 大特　２６－２５４５０ 土舗 ㈱千商東北支店
仙台市青葉区本町三丁目５番２１号アーカス本町ビ
ル４Ｆ 022-281-8355

1427 宮知般　２７－１９２０１
土石鋼舗しゅ
水解 潜匠建設㈱ 名取市美田園三丁目１６番地の１ 022-398-3652

1428 宮知特  ２９－１２８５ 土管舗水 仙台ガス水道工業㈱ 仙台市宮城野区扇町五丁目６番１３号 022-232-5881

1429 宮知般　２７－９６１１ 電機通 ㈱仙台測器社 仙台市若林区卸町三丁目１番２４号 022-236-1811

1430 大特　２６－２０８９０ 電消 仙台電気工事㈱ 仙台市青葉区北根黒松１番２５号 022-301-8666

1431 宮知特  ３０－１８５２ 建 仙台土木建築工業㈱ 仙台市宮城野区小田原一丁目５番１２号 022-293-4351

1432 宮知般　２８－２０８６７ と管鋼 仙台農建㈱ 遠田郡美里町練牛字二十号３０－２ 0229-58-1220

1433 宮知般　２８－４２３ 管 仙台プロパン㈱ 多賀城市栄三丁目４番２号 022-366-6111

1434 大般　２７－２３８０３ と ㈱センテック 仙台市太白区西中田五丁目２１番３号 022-796-5736

1435 宮知特　２８－１０２８１ 土と舗 仙舗建設㈱ 仙台市若林区荒井7丁目50番地の2-Ｂ 022-766-9581

1436 大特　２６－２８１２ 通消 綜合警備保障㈱宮城支社 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-716-2700

1437 大特　２６－８５４４ 土建舗解 創和建設㈱ 秋田県横手市駅前町１３番８号 0182-32-2680

1438 大特  ２９－１９４８ 土建と 第一建設工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区榴岡一丁目６番３０号 022-296-1021

1439 大特　２７－１３８８５ 管 第一工業㈱仙台支店 仙台市青葉区郷六字龍沢３６番地２ 022-724-7299

1440 大特般　２７－４５１０ 管機消 第一工業㈱東北支店 仙台市青葉区片平一丁目５番２０号 022-264-2121

1441 大特　２９－２２１６５ 土と水 大栄建設㈱仙台支店 仙台市太白区富沢２丁目２番６号 022-244-6475

1442 青知特　２７－１００４９６

土建大左と石
屋電管タ鋼筋
舗しゅ板ガ塗 大管工業㈱ 青森県青森市大字諏訪沢字岩田５０番地４ 017-726-2100

1443 大特　２７－２１３８４ 管機水 ㈱ダイキアクシス東北支店 仙台市宮城野区宮城野一丁目１２番１５号 022-256-6577

1444 大特　２６－２５４１３ 土建と鋼舗水 大企建設㈱東北営業所 本吉郡南三陸町志津川大久保１７４番地 0226-47-1918

1445 大特　２６－３４４１ 管 ㈱大氣社東北支店 仙台市青葉区二日町１２番３０号 022-221-7800

1446 大特　２９－２４６０８ 土舗 ㈱大幸建設 仙台市宮城野区中野五丁目９番１１号 022-355-6678

1447 大特　２８-５７６ 機 ダイコー㈱仙台営業所 仙台市宮城野区苦竹三丁目６番１０号 022-782-9393

1448 大特　２７-５９８４ 電 ㈱大三洋行東北営業所 仙台市青葉区北目町２番３９号 022-797-0703

1449 大特　２９－２４７４０
土と鋼舗しゅ
園水 秦昌建設㈱仙台営業所 仙台市青葉区中山五丁目１９番１７号 022-343-7725

1450 宮知特般  ３０－９９３
土建大と石舗
水解 ㈱大愼組 柴田郡村田町大字村田字二月田１０番地の１ 0224-83-2215

1451 宮知特般　２６－４８７２ 土建と舗塗水 ㈱大伸建設 登米市中田町石森字加賀野三丁目８番地の３２ 0220-34-2547

1452 大特　２６－２７００ 建 大末建設㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１２番３０号 022-263-3730

1453 秋知般　３０－１０６５８ 土 ㈱タイセイ 秋田県大館市字沼館道上８２番地 0186-42-5550

1454 大特　２６－２８２６ 管 大成温調㈱東北支店 仙台市宮城野区榴ヶ岡１０２番地の９ 022-742-5055

1455 大特　２８－３００ 土建電管水 大成建設㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 022-225-7755

1456 大特　２８―８５１ 管 大成設備㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 022-212-4780

1457 大特  ２９－２５２２ 土建電管防解 大成ユーレック㈱ 東京都品川区西五反田七丁目２３番１号 03-3493-4941

1458 宮知般　２７－１６０１０ 建防 ㈱タイセン 富谷市富谷栃木沢5番地の１ 022-348-5842
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1459 大特　２７－６０１１ 建 ㈱大仙仙台支店 仙台市太白区柳生六丁目１番地８ 022-306-3421

1460 宮知般　２７－１６０６６ 管機 大創工業㈱ 仙台市若林区志波町１３番２３号 022-788-3341

1461 大特般　２９－２４９４ 電管消 ダイダン㈱東北支店 仙台市青葉区一番町一丁目１５番１７号 022-225-7901

1462 大特　２９－９９１４ 鋼機水 大同機工㈱仙台営業所 仙台市青葉区国分町一丁目６番１８号 022-262-4927

1463 大特　２９－１７００ 土建と舗水 大日本土木㈱東北支店 仙台市青葉区本町三丁目４番１８号 022-222-2537

1464 大特般　２６－９２７ 管消 ㈱太平エンジニアリング東北支店 仙台市宮城野区榴岡三丁目６番２２号 022-295-6366

1465 大特　２９－２５２０
土建と石鋼舗
しゅ内園水 大豊建設㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 022-224-1581

1466 宮知特　２９－１９０９ 土と解 ㈱大松 仙台市宮城野区鶴ケ谷東二丁目３５番１５号 022-287-1251

1467 宮知特般　２９－１００９ 土管水消 ㈱ダイマル 大崎市古川十日町９番２５号 0229-22-1221

1468 大特　２７－１６１８ 土と舗 大有建設㈱東北支店 宮城県仙台市若林区卸町二丁目９番１７号 022-782-5785

1469 宮知特般　２７－６５０７ 電通 ㈱大雄電工 仙台市泉区明通四丁目５番１０号 022-378-0801

1470
大阪知般　３０－１３０１６
５ 土 太陽工業ジオテクノサービス㈱ 大阪府大阪市淀川区木川東四丁目８番４号 06-6306-2135

1471 大特　２６－２６８１ 管 太洋テクニカ㈱仙台支店 仙台市青葉区堤通雨宮町２番３号 022-275-4141

1472 大特　２８－８０１５ 鋼 ㈱大和エンジニヤリング仙台営業所
仙台市若林区卸町二丁目２番１号パックス第一ビル
２階 022-355-2046

1473 大特　２８－２２６２ 土電管通水消 大和電設工業㈱ 仙台市青葉区大町二丁目５番１号 022-216-3111

1474 大特　２７－５２７９

土建大左と石
屋電管夕鋼筋
舗しゅ板ガ塗 大和ハウス工業㈱仙台支社 仙台市泉区泉中央三丁目８番地の１ 022-375-5111

1475 大特　２７－５９０３

建大左と石屋
タ鋼筋板ガ塗
防内絶具解 大和リース㈱仙台支社 仙台市太白区大野田四丁目２８番地の３ 022-249-8688

1476 大般　２９－１７９２９ と鋼 タカオ㈱東北営業所 仙台市青葉区二日町１６番１号二日町東急ビル 022-722-0216

1477 大特般　２７－５７０８ 電管消 高砂熱学工業㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 022-227-9553

1478 宮知般２７－８２９０
土建と鋼塗防
内 ㈱髙昭塗装工業所 仙台市若林区かすみ町２６番２０号 022-285-7983

1479 大特　２８-３８０ 鋼 高田機工㈱仙台営業所 仙台市青葉区一番町一丁目１番３１号 022-261-2741

1480 大特般　２９－２２１４１ 土と管井水 ㈱髙田地研 山形県寒河江市本楯三丁目１６０番地 0237-84-4355

1481 宮知般　２６－１１８４０ 内 ㈲タカハシ運動具店 仙台市若葉役大和町二丁目４番２５号 022-231-0892

1482 宮知特　２８－７３５ 建と防解 鷹觜建設㈱ 仙台市宮城野区原町四丁目６番２号 022-257-5331

1483 大特  ２５－２２９８０ 土 高橋秋和建設㈱東北支店 仙台市青葉区国分町一丁目６番９号 022-393-8353

1484 宮知特般  ２８－５１９４ 電消 ㈱高橋電気工業所 名取市大手町三丁目１番地の１０ 022-382-0638

1485 宮知特般  ２９－１６００
土と管舗しゅ
園解 髙橋土建㈱ 東松島市矢本字上河戸６５番地１ 0225-82-2247

1486 大特般　２７－１０９７４ 電消 高畑電機㈱仙台営業所 仙台市宮城野区宮千代一丁目１４番地の３ 022-284-8581

1487 大特　２６－３４４４ 土と鋼 瀧上工業㈱仙台営業所 仙台市青葉区一番町二丁目７番５号 022-267-3791

1488 大般　２８－１５７９６ 建 ㈱たくみ仙台営業所 仙台市太白区長町六丁目１６番７号 022-308-4881

1489 宮知般　２６－１７３３４ 土と ㈱タケザワ 仙台市青葉区北目町２番２８号 022-266-1585

1490 大特　２６－２７４４ 土建電管 ㈱竹中工務店東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 022-262-1711

1491 大特　２６－３１０７ 土と舗 ㈱竹中道路東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 022-263-5427

1492 大特　２６－３７５０
土建と鋼舗
しゅ水 ㈱竹中土木東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 022-221-7681

1493 宮知特　３０－８４０
土建大と鋼舗
塗水 ㈱只野組 登米市豊里町新田町１９３番地の４ 0225-76-3173

1494 宮知特　２７－２２７９
土建大と鋼舗
塗水 ㈱只野建設 登米市豊里町川前１５０番地 0225-76-3017

1495 宮知般　２７－９８６３ 土鋼塗機 (有)只埜工業 大崎市松山長尾字北門８３番地の２ 0229-55-3268

1496 宮知特般　２７－４６
土建と管鋼舗
しゅ水解 田中建設㈱ 牡鹿郡女川町浦宿浜字袖山72番地の1 0225-54-3863

1497 大特　２７－１１４８０ 土と鋼塗 田中シビルテック㈱東北支店 仙台市宮城野区出花一丁目９番３号 022-786-4077

1498 大特　２９－２４８７７
土建大と鋼舗
しゅ水解 ㈱田名部組仙台支店 仙台市若林区伊在２丁目22番12号アサノビル2Ｆ 022－762-8346

1499 宮知特般　２８－８０２ 電管鋼機水 ㈱谷工機社 仙台市若林区鶴代町１番３０号 022-236-1131

1500 大般　２８－１３０６９ 管 タニコー㈱仙台営業所 仙台市宮城野区新田東一丁目３番５号 022-236-3607
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1501 大特　３０－１５７５２ 土と園 ㈱丹勝 仙台市宮城野区日の出町三丁目３番３２号 022-235-0333

1502 宮知特　２８－８２ 建 ㈱丹秀工務店 仙台市若林区保春院前丁６番地の１０ 022-286-8335

1503 大特　２８－８４２７ 建内 ㈱丹青社 東京都港区港南一丁目２番７０号 03-6455-8151

1504 宮知特　２９－１６９２ 土建と舗水解 千田建設㈱ 仙台市青葉区通町一丁目３番１１号 022-234-1221

1505 宮知特般  ３０－１６９５３ 土建電管解 ㈱チバ電気システムサービス 仙台市泉区向陽台五丁目２０番８号 022-374-7464

1506 宮知特般　２６－１１０３８ 土建と塗解 ㈱千葉正工務店 登米市東和町錦織字大町８番地の1 0220-44-3121

1507 大特　２８－１３７３７ 土建と ㈱中越興業東北支店 仙台市宮城野区萩野町二丁目3番地1 022－290-9366

1508 宮知特　２８－３７３６ 管水 中央管工業㈱ 仙台市宮城野区新田三丁目２１番５号 022-237-1765

1509 大特　３０－２０１７８ 土鋼 ㈱中央コーポレーション東北営業所
仙台市太白区南大野田３－１第３エステート斎藤１０
３号室 022-346-8531

1510
山形知般　２８－１０１５２
８

土と石管鋼舗
しゅ水 ㈱中央特殊興業 山形県山形市松栄二丁目４番５１号 023-646-1313

1511 大特　２６－３４４８ 電通 中央電気工事㈱仙台営業所 仙台市青葉区中央四丁目８番１６号大泉ビル３０１号 022-263-9321

1512 大特  ２８－２４０２８ 土舗水 中鉢建設㈱東北支店 黒川郡大郷町山崎藤九郎７番地２ 022-794-8550

1513 宮知般　２８－１２２７９ と ㈱長英 岩沼市志賀字石山９番地の２ 0223-23-0667

1514 大特　２７－５７３１ 電機 ㈱千代田組東北支店 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-262-5211

1515 大特　２９－１９０７ 電 塚田電気工事㈱ 仙台市青葉区大町二丁目１３番３号 022-223-7165

1516 大特　２６－３４８４ 機水 月島機械㈱仙台支店 仙台市青葉区本町一丁目１１番２号 022-227-9267

1517 大特　２７－１３７５９ 機水 月島テクノメンテサービス㈱仙台支店 仙台市青葉区本町一丁目１１番２号 022-268-7273

1518 宮知般　２８－４７４９ 土管舗水 ㈲津田工業所 東松島市赤井字星場２７０番地２ 0225-82-3238

1519 大特　２８－２ 土建 ＴＳＵＣＨＩＹＡ㈱東北支店 仙台市青葉区二日町６番２６号 022-227-8310

1520 大特　２９－２４２１ 土建鋼 坪井工業㈱東北支店 仙台市若林区新寺四丁目９番４０号 022-298-7577

1521 大特　２４－８８８０ 機 ㈱鶴見製作所東北支店 仙台市若林区大和町四丁目９番１１号 022-284-4107

1522 宮知般　３０－０１９８９７ 機 ティーエス環境㈱ 大崎市古川諏訪二丁目９番２８号 0229-25-8305

1523 大特  ２８－６４４９ 建と屋鋼内園 ＴＳＰ太陽㈱ 東京都目黒区東山一丁目１７番１６号 03-3719-3721

1524 大特　２８－６４９ 土と電通 ㈱ＴＴＫ 仙台市若林区新寺一丁目２番２３号 022-297-5100

1525 宮知般　２９－１１８０６ 土と鋼舗塗 ディックライト㈱ 仙台市青葉区上愛子字蛇台原５０番地の１ 022-391-0177

1526 宮知般　２７－１２９６７ 電管機通 ㈱テクニカルサービス 仙台市泉区八乙女中央一丁目６番７号 022-373-0159

1527 宮知般　２７－１８９０２ 通 テクノ・マインド㈱ 仙台市宮城野区榴岡一丁目６番１１号 022-742-3331

1528 宮知般　２７－８４５９ 電管 ㈱テクノカミオカ 仙台市宮城野区扇町三丁目５番１８号 022-232-1311

1529 大特般　２９－７５３ 土と井水 ㈱テクノ長谷 仙台市青葉区支倉町２番１０号 022-222-6457

1530 大特般　２６－３１０１ 管消 ㈱テクノ菱和東北支店 仙台市青葉区一番町一丁目８番１号 022-222-5726

1531 大特　２９－２２６６４ 電管機水清 テスコ㈱ 東京都千代田区西神田一丁目４番５号 03-5244-5311

1532 宮知般　２７－２０５６１ 管機 ㈱テック・ゼロワン 仙台市青葉区北山三丁目１番１８－３０１号 022-707-8380

1533 大特　２８－１２２０
土建と管鋼防
内水解 鉄建建設㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 022-264-1323

1534 大特  ２８－１９０８９ 土 ㈱テラ仙台営業所 仙台市太白区土手内一丁目６番１３号 022-748-1877

1535 宮知般　２８－８５８７ 土と舗 寺嶋建設工業㈱ 黒川郡大郷町大松沢字於在家屋敷１１番地 022-359-3152

1536 大般　２７－２３９２７ 通 ㈱テレコム東北支店 仙台市泉区泉中央三丁目１８番地４ 022-344-7189

1537 大特  ２７－４９４０
土建と電鋼塗
通解 電気興業㈱仙台支店 仙台市青葉区二日町１４番１５号 022-722-1205

1538 宮知特　２７－５９０９ 電 ㈱電気工事平間組 仙台市青葉区五橋一丁目４番２４号 022-214-5811

1539 大特　２９－２４６７ 機水 ㈱電業社機械製作所東北支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目５番２２号 022-290-7754

1540 大特般　２７－６１１３ 電管機 ㈱電巧社仙台支店 仙台市若林区二軒茶屋1番2号 022-291-4523

1541 大特  ２６－２０８２１
土と石鋼舗
しゅ塗水 樋下建設㈱仙台営業所 仙台市青葉区国分町三丁目４番３３号 022-748-4660

1542 大特　２８－３１５０ 土と 東亜グラウト工業㈱東北支店 仙台市宮城野区日の出町二丁目２番１号 022-237-3041
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1543 大特　２９－２４２９

土建と石電管
鋼舗しゅ塗園
水解 東亜建設工業㈱東北支店 仙台市青葉区中央二丁目８番１３号 022-262-6511

1544 宮知般　２９－１４９２７ 土と清 ㈱東一興業 仙台市青葉区国見ヶ丘二丁目２４番地の７ 022-277-0467

1545 宮知般　２７－２０１９４
土と鋼舗しゅ
水 ㈱冬夏 遠田郡美里町南小牛田字石神32番地5 0229-25-4760

1546 大特般  ２８－２３９６ 土と鋼塗機水 東開工業㈱仙台営業所
仙台市青葉区栗生四丁目１７番１号マロンセブンB
１０１号 022-355-5391

1547 大特般　２７－１３７１ 電消 東海電機㈱仙台営業所 仙台市太白区郡山字上野3番3 022-246-0111

1548 大特　２８－１１９１５ 建と園 東海物産㈱ 三重県四日市市高角町2997番地 059-326-3931

1549 宮知特　２８－９１７ 土としゅ 東華建設㈱ 塩竈市新浜町二丁目１５番１号 022-362-1137

1550 大特　２９－２０２２０

土建と石屋夕
鋼舗塗防内水
解 東急建設㈱東北支店 仙台市青葉区国分町三丁目６番１号 022-217-9625

1551 大般　２９－２５２１
土建管鋼しゅ
塗水 ㈱東京久栄 東京都中央区日本橋三丁目１番１５号 03-3271-3111

1552 大般　２７－４３４１ 電機 東京計器㈱仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 022-295-5910

1553 大特　２４－２６５３ と鋼 東綱橋梁㈱仙台営業所 仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 022-263-3720

1554 大般　２９－２４５５１ 園 東興産業㈱ 東京都千代田区岩本町一丁目１０番５号 03-3862-5921

1555 大特　２５－２５１３６ 電通 ㈱東光高岳東北支社 仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１８号 022-298-2688

1556 大特　２６－２６５７ 電通 東光電気工事㈱東北支社 仙台市青葉区上杉六丁目２番２３号 022-234-2121

1557 宮知般　２６－５９７７ 建防 東江防水㈱ 仙台市若林区沖野二丁目７番１号 022-285-1191

1558 宮知特　２９－１２７２０ 土建舗防 同事建設㈱ 仙台市太白区富沢字鍛冶屋敷16（51Ｂ-51Ｌ） 022-307-4384

1559 大特  ２８－１３１９５ 電機通 東芝インフラシステムズ㈱東北支社 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 022-264-7531

1560 大特　２９－３３５７ 機 東芝エレベータ㈱東北支社 仙台市宮城野区榴岡四丁目２番３号 022-298-1084

1561 大特　２７－２３７１２ 電通 東芝通信インフラシステムズ㈱東北営業所 仙台市青葉区本町二丁目１番２９号 022-217-3750

1562 大特　２９－３５１５ 電管 東芝プラントシステム㈱東北支社 仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 022-264-7498

1563 大特　３０－５１８６ 電 東芝ライテック㈱東北営業部 仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 022-264-7281

1564 宮知般　２９－１１６８９ 電 東條テレコム㈱ 仙台市若林区卸町東三丁目３番２９号 022-288-5971

1565 大特般　２７－９１４７ 電管機 東新工機㈱ 仙台市青葉区上杉一丁目１３番３８号 022-262-5611

1566 宮知特　２７－７２４９ 土と舗 同心興業㈱ 宮城県東松島市小松字上砂利田４０番地１ 0225-82-5137

1567 宮知般　２８－３ 通消 東通インテグレート㈱ 仙台市若林区卸町二丁目１１番地の５ 022-232-4491

1568 大般特　２６－３５０２
土建と鋼舗塗
水 東鉄工業㈱東北支店 仙台市青葉区中央三丁目１０番１９号 022-222-8641

1569 宮知般　２６－１２８７ 電通 東部電話工事㈱ 仙台市若林区六丁の目元町12番1号 022-390-1225

1570 宮知般　３０－１８３５１ 電通 ㈱ＴＯＨＯ 仙台市太白区柳生二丁目２８番地４ 022-302-3305

1571 宮知般　２９－１１７８８ 土管舗水消 ㈱東邦管工 東松島市矢本字北浦６番地２ 0225-82-3060

1572 大特　２７－４４５０ 電通 東邦電気工業㈱東北支店 仙台市宮城野区五輪二丁目１４番２０号 022-256-8551

1573 大般　２６－６８０１ 電消 東北浅野防災設備㈱ 仙台市若林区六丁の目南町１番１０号 022-352-3799

1574 宮知般　２７－１３２４２ 土と鋼舗 東北アメニティ施設㈱ 仙台市宮城野区鉄砲町中４番地の２ 022-292-2401

1575 宮知般　２９－１６００６ 通 東北インテリジェント通信㈱ 仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 022-799-4201

1576 宮知特　２７－２０５１１ 土と鋼塗水 東北化工建設㈱ 仙台市若林区六丁の目元町８番１号 022-288-0489

1577 宮知般　２９－７５３５ 土管 東北環境整備㈱ 仙台市青葉区水の森三丁目４１番６号 022-278-1684

1578 宮知般　２６－７９５３ 機 ㈱東北機水 仙台市若林区六丁の目南町５番３７号 022-288-8115

1579 宮知特　２８－２７４７ 建 東北共栄建設㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目２番４７号 022-224-2135

1580 宮知般　２８－１１３０５ 電 ㈱東北共立 仙台市太白区八本松二丁目１０番１１号 022-246-2591

1581 宮知般　２８－１６２４１ 土と舗水 東北銀山建設㈲
気仙沼市岩月千岩田86-4シーサイドビレッジ岩月
Ⅰ-106号 0226-48-5833

1582 宮知特　２９－９１４８ 土建と舗解 東北黒沢建設工業㈱ 仙台市若林区卸町東四丁目４番２８号 022-288-5996

1583 宮知般　２７－９９６３ 電 東北計測サ－ビス㈱ 仙台市若林区卸町三丁目１番２４号 022-236-4188

1584 大般　２７-２３７１４ 電管機 東北公営事業㈱ 仙台市泉区根白石字町東２６番地の１ 022-725-3790
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1585 宮知特般　２６－８０９６ 土と鋼舗塗 ㈱東北三恵 仙台市太白区柳生四丁目４番１４号 022-241-6696

1586 宮知特般 ３０－１５２９１ 管消 東北三建サービス工事㈱ 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-223-9316

1587 宮知般　２９－１１６０６ 土と舗塗 ㈱東北サンノー 仙台市泉区根白石字経壇河原５番１ 022-376-6121

1588 宮知特  ２７－１３１９０
土建と管鋼舗
しゅ塗水 東北重機工事㈱ 塩竈市北浜四丁目１４番６０号 022-364-2120

1589 宮知般  ２７－８４７０ 消 東北ゼネラル防災㈱ 仙台市宮城野区岩切字今市東３０１番地 022-255-1501

1590 宮知特般  ２７－１７５６２ 土と石舗園 ㈱東北造園 仙台市宮城野区西宮城野3番8号 022-291-7339

1591 宮知般　２８－８８５３ 井 ㈱東北地質 仙台市泉区七北田字大沢柏５６番地の３ 022-373-5025

1592 宮知特　２６－１７３６２ 鋼 東北鉄骨橋梁㈱ 仙台市青葉区本町二丁目１４番２７号 022-221-7511

1593 宮知般　２８－１１４９０ 電通 東北テレビ工事㈱ 仙台市宮城野区東仙台六丁目２３番１号 022-296-0701

1594 大特般  ２７－１０４８８

土建と屋電管
タ鋼舗塗内機
通水消 東北電機鉄工㈱ 山形県酒田市大浜一丁目４番５７号 0234-33-9111

1595 宮知般　２６－６１７９ 電消 東北電子機器㈱ 仙台市宮城野区中野５丁目４番地６ 022-258-7395

1596 宮知般　２６－１２８８７ 電通 東北特機サービス㈱ 仙台市若林区大和町二丁目１番１０号 022-284-0354

1597 宮知特　２５－１８２４４
土建と電管鋼
塗機水 東北ドック鉄工㈱ 塩竈市北浜四丁目１４番１号 022-364-1127

1598 大特　２７－６７４９ 土と舗塗 東北ニチレキ工事㈱大崎営業所 大崎市鹿島台木間塚字姥ヶ沢８７番１ 0229-56-3211

1599 大特　２９－８８５１ 土管機水 東北藤吉工業㈱ 仙台市若林区蒲町１８番１号 022-286-4431

1600 宮知般　２７－１３１１５ 機 ㈱東北舞台工業 仙台市青葉区上愛子字北原道上４０番地の１１ 022-392-0684

1601 大特　２７－５８ 土と管井水 東北ボーリング㈱ 仙台市若林区六丁の目元町６番８号 022-288-0321

1602 宮知般　２９－１３３３８ タ清 東北窯炉㈱ 宮城郡利府町神谷沢字新宮ヶ崎１番１ 022-396-3777

1603 宮知特般　２６－１６３３６
土と石鋼舗井
水 ㈱東北リアライズ 仙台市太白区大野田五丁目２０番地の７ 022-226-7630

1604 大特　２８－１２１１８ 土と舗園 東北緑化環境保全㈱女川支社 牡鹿郡女川町塚浜字前田１ 0225-54-3042

1605 宮知般　２８－２７５１ 建防 東北レヂボン㈱ 仙台市宮城野区幸町三丁目１１番１０号 022-297-2185

1606 宮知特般　２９－９５８５ 土と園 ㈱東北ロンテック 仙台市青葉区折立一丁目１４番１５号 022-226-0351

1607 宮知特　２８－１０４９２ 土建大 銅谷建設㈱ 仙台市青葉区上杉一丁目１７番１８号 022-262-5568

1608 宮知特　２７－２０６０３ 管 銅谷設備㈱ 仙台市青葉区大手町５番３６号 022-261-4961

1609 宮知般  ２８－１２５０４ 管 東陽エンジニア㈱ 仙台市宮城野区田子三丁目１９番５５号 022-259-2177

1610 宮知特　２９－１６２６０ 建大と鋼内解 ㈱東洋環境開発 仙台市青葉区小田原六丁目７番１号 022-265-7632

1611 大特  ３０－１７３０５ 電通 ㈱東洋技研 仙台市太白区長町南三丁目８番８号 022-246-9211

1612 大特　２９－２４０５

土建大と石鋼
舗しゅ塗内水
解 東洋建設㈱東北支店 仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 022-222-2281

1613 大般　２９－１９５９ 具 東洋シヤッター㈱仙台営業所 仙台市泉区泉中央二丁目７番１号－１０３号 022-772-2281

1614 大特　２７－４６１０ 電管機通 東洋電機製造㈱ 東京都中央区八重洲一丁目４番１６号 03-5202-8132

1615 大特般　２８－６９１ 管消 東洋熱工業㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 022-264-2181

1616 宮知特　２７－５０３０ 土と園 東洋緑化㈱ 仙台市青葉区柏木一丁目１番８号ポラリスビル２Ｆ 022-274-1873

1617 宮知般　２７－１１１２７ 土と舗塗 道路企画工業㈱ 仙台市宮城野区鶴ヶ谷五丁目９番地の４ 022-252-3766

1618 大般特　３１－１８１９３ 土と舗園 東和スポーツ施設㈱ 京都府京都市左京区北白川下池田町７９番地１ 075-702-1177

1619 宮知般　２８－１１５０３ 管 トーエイライニング㈱ 仙台市宮城野区岩切字鴻巣南８８番地４号 022-396-8401

1620 大特　２９－１５７４ 電 ㈱トーエネック東北支社
仙台市青葉区本町二丁目１番８号（第一広瀬ビル４
階） 022-265-6366

1621 大特般　２９－１５９７５ 土管機水 ㈱トーケミ　東部支店 東京都台東区台東一丁目19番2号 03-5817-2031

1622 宮知般　２９－１２８３２ 防 トージョウリホーム㈱ 仙台市若林区六丁の目北町１５番４３号 022-287-0436

1623 大特　２７－１８８０５ 建内 ㈱トータルメディア開発研究所
東京都千代田区紀尾井町３番２３号（謄本上は台東
区） 03-3221-5558

1624 大特　２８－５４３ 土と鋼水 ドーピー建設工業㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目７番１７号 022-225-4756

1625 大特　２９－２４５３６ 塗防 ＴＯＨＯ㈱東北支店 仙台市青葉区本町二丁目５番１号 022-222-5927

1626 大特  ２７－３８８７
土と石鋼舗
しゅ塗水解 徳倉建設㈱東北支店 仙台市青葉区国分町一丁目８番１３号 022-265-7156
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1627 大特般　２７－１６５０３
土建大左と電
タ塗防具 戸大建設工業㈱ 神奈川県座間市さがみ野二丁目５番２２号 046-257-3411

1628 大特　２７－３８００ 土建電管水 戸田建設㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目３番６号 022-222-1273

1629 大特　２９－１４００ 土建水解 飛島建設㈱東北支店 仙台市青葉区柏木一丁目１番５３号 022-275-9954

1630 宮知特　２９－１１１３２ 土と井 土木地質㈱ 仙台市泉区本田町１３番３１号 022-375-2626

1631 大特　２７－５１２０ 機 巴工業㈱仙台営業所 仙台市青葉区一番町二丁目８番１５号 022-223-4711

1632 大特　２７－４６０７ 建鋼 ㈱巴コーポレーション東北支店 仙台市若林区大和町二丁目２８番１２号 022-235-7871

1633 大特　２６－２３４８１ 土と鋼 トライアン㈱仙台営業所
仙台市泉区市名坂原田１００番地１号スコアビル２０
５ 022-779-7113

1634 大特  ２７－５６５８ 土管機井水 ドリコ㈱東北支店 仙台市青葉区二日町１２番３０号 022-748-4028

1635 大特　２８－６４７ 電機水 ㈱酉島製作所仙台支店 仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 022-223-3971

1636 大特 ２６－５１０１ 建 ㈱内藤ハウス仙台営業所
仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１号シエロ仙台東
口ビル４０２ 022-253-7023

1637 長知特　２８－１１１２２ 機 ㈱長崎イシガキ 長崎県長崎市勝山町３７番地 095-818-3221

1638 宮知特　３０－１８３５０ 建と 中城建設㈱ 仙台市宮城野区幸町二丁目２３番１号 022-297-1611

1639 大特　３０－２０５８７ 土と鋼塗 ㈱ナカセン東北営業所
仙台市青葉区栗生五丁目１６番１０番　セジュール
映２０１号 022-393-6985

1640 宮知特般  ２９－４６７６ 土と通水 中田建設工業㈱ 仙台市泉区小角字大明神５番地の１ 022-348-2348

1641 兵知特　２８－１０８２０９
土建と管舗園
水解 ㈱中田工務店 兵庫県神戸市垂水区名谷町２３０番地の６ 078-705-3030

1642 大般　２７－５９２７ 管 ㈱中西製作所東北支店 仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番地の９ 022-352-0651

1643 大特　２７－４５５０ 建 ㈱ナカノフドー建設東北支社 仙台市青葉区一番町二丁目９番２２号 022-222-8551

1644 宮知般　２７－１１０９８ と塗防 ㈱中目工業 仙台市泉区南中山三丁目３１番地の１１ 022-379-3128

1645 大特　２７－４１０１ 土電塗 ㈱ナカボーテック東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 022-262-6060

1646 大特　２９－２４７１０ 通 ㈱中松商会仙台営業所 仙台市若林区舟丁１６番地 022-215-0701

1647 大特般　２７－１７１７７ 土と塗防 ㈱ナカムラ仙台支店 仙台市青葉区栗生二丁目１番１１号 022-281-8820

1648 宮知般   ２８－５５４５ 土管機水 ㈱中村設備工業所 登米市豊里町新田町４２番地 0225-76-3217

1649 大特　２８－２１７３７ 建大 ㈱ナガワ仙台支店
仙台市青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタ
ワー２３階 022-217-2415

1650 大般　２７－４９３０ 機 ナショナルエレベーター工業㈱ 仙台市青葉区上愛子字松原４７番地の１２ 022-392-8080

1651 大特般　２６－２０８２０

土建大左と石屋タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗
防内絶具水 那須建設㈱仙台支店 仙台市青葉区水の森四丁目２番１号 022-303-3233

1652 大般特　２７－４６８８ 具 ナブコシステム㈱くりこま営業所 栗原市築館字三峰１番 0228-24-7390

1653 大特　２８－１９７８９ 土舗水 奈良建設㈱仙台支店 仙台市青葉区錦町一丁目２番１０号 022-395-8580

1654 大特般　２７－４６５０ 建電管機 ナラサキ産業㈱ 東京都中央区入船三丁目３番８号 03-6732-7357

1655 大特２７－２９９０ 鋼 ㈱楢崎製作所仙台営業所 仙台市青葉区中央三丁目２番１号 022-221-2391

1656 宮知般　２６－３９０３ 鋼機 ㈱成田鋼業 仙台市若林区中倉二丁目２４番５号 022-235-5555

1657 大特　２７－５２３７ 管消 ㈱西原衛生工業所東北支店 仙台市青葉区上杉五丁目３番３６号 022-262-2151

1658 大特　２７－１１５６５ 管機水清 ㈱西原環境東北営業所 仙台市青葉区二日町３番１０号 022-713-7521

1659 大特　２６－３６７２ 管 ㈱西原ネオ東北支店 仙台市泉区七北田字町４７ 022-776-7401

1660 大特　２８－１１００

土建大左と石
屋電管夕鋼舗
しゅ塗防内水 西松建設㈱東北支店 仙台市青葉区大町二丁目８番３３号 022-261-8958

1661 大特　２６－２５５６０ 土舗しゅ ㈱西村組 北海道紋別郡湧別町栄町１３３番地１ 01586-5-2111

1662 大特　２６－２８３９ と舗 ニチレキ㈱宮城営業所 仙台市宮城野区港一丁目１番２２号 022-388-8101

1663 宮知特  ２６－１７２９６
土と石鋼舗
しゅ塗園水 日建工業㈱ 仙台市青葉区二日町１６番９号 022-221-4576

1664 宮知般  ２７－１１１４４ 防 日研産業㈱ 仙台市泉区南光台南一丁目１３番６号 022-251-9101

1665 大特  ２９－１６６７３ 通 日興通信㈱仙台支店 仙台市青葉区本町一丁目１２番７号 022-263-2551

1666 大般　２９－２９８１ 土と舗塗 日綱道路整備㈱東北支店 仙台市青葉区上愛子字平治１８番地の２ 022-392-1425

1667 大特　２６－２９７９ 土と井水 ㈱日さく仙台支店 仙台市太白区長町六丁目４番４７号 022-208-7531
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1668 宮知般　２９－１９４５０
土建と石管鋼
舗しゅ機水解 ㈱日新クリエーション 登米市迫町佐沼字萩洗一丁目２番地８ 0220-23-9101

1669 大特　２６－１８６７３ 土しゅ 日神建設㈱ 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-721-3382

1670 大特般  ２６－２９８３ 管消 日新設備㈱仙台支店 仙台市青葉区本町二丁目１３番４号 022-225-5631

1671 大特　２９－１８８２ 電 日新電機㈱東北支店 仙台市青葉区中央二丁目９番２７号 022-221-6516

1672 大特般  ２８－１３９８９ 電機消 日信防災㈱東北支店 仙台市青葉区中央二丁目１１番２３号 022-261-8375

1673 大特般　２７－６３５ 建 日成ビルド工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区高砂一丁目２４番４号 022-388-7515

1674 大特  ２７－１０７１５ 土建 ㈱仁田工務店 岩手県一関市新大町１２４番地 0191-23-2740

1675 大特般　２６－２９４２ 通消 ニッタン㈱東北支社 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-266-6111

1676 大特　２７－１２５７ 内 ㈱日展東京支店 東京都台東区東上野六丁目２１番６号 03-3847-2060

1677 大般　２８－１６７０４ 機 日東イシダ㈱ 仙台市若林区卸町五丁目３番５号 022-235-3561

1678 大特　２７－３７８０ 鋼機 日東河川工業㈱東北営業所 仙台市青葉区大町二丁目８番２７号 022-225-6366

1679 大特　２７－５９５５

建大左と石屋
タ鋼筋板ガ塗
防内具解 日東工営㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目８番１５号 022-266-3411

1680 大特　２５－１５８９ 通 日東通信㈱ 仙台市青葉区堤町三丁目１番１５号 022-273-9211

1681 大特般　２８－２１１
土と石鋼舗
しゅ塗井水 日特建設㈱東北支店 仙台市太白区富沢南一丁目１８番地の８ 022-243-4439

1682 大特　２８－３０４ 通 日本アンテナ㈱放送機器営業部 東京都荒川区西尾久七丁目４９番８号 03-3893-5237

1683 大特　２８－３１６ 機 日本オーチス・エレベータ㈱東北支店 仙台市青葉区一番町一丁目３番１号 022-225-5721

1684 大特　２８－８３１４ 土通 日本コムシス㈱東北支店 仙台市若林区清水小路８番地３６号 022-723-2168

1685 大特　２６－２３３３７ 土と鋼 日本鉄塔工業株式会社　仙台営業所 仙台市青葉区一番町一丁目４番３０号 022-222-6277

1686 大特　２７－５５２６ 通 日本電気㈱東北支社 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-267-8750

1687 大特　２６－２９９５ 電管通消 日本電設工業㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目９番２３号 022-221-5505

1688 大特　２８－３１５２ 消 日本ドライケミカル㈱東北支店 仙台市青葉区一番町三丁目７番１号 022-224-1061

1689 大特　２８－２３１ 土と鋼舗水解 ㈱日本ピーエス東北支店 仙台市青葉区支倉町４番３４号マルキンビル 022-223-5835

1690 大特般　２７－９１７８ 電管 日本ビルコン㈱東日本事業本部東北支社 仙台市宮城野区若竹四丁目２番２０号 022-349-8121

1691 大特　２９-９９７ 電通 日本リーテック㈱東北ビルインフラ支社 仙台市宮城野区岩切分台一丁目８番地６ 022-369-4570

1692 宮知特　２７－５６１４ 電 二瓶電工㈱ 大崎市鹿島台広長字内ノ浦７３番地の２ 0229-56-2322

1693 大特　２８－５６０ 機 日本エレベーター製造㈱仙台営業所 仙台市宮城野区榴岡一丁目6番3号 022-742-2031

1694 大特般  ２８－９７２０ 土と井 日本基礎技術㈱東北支店 仙台市若林区荒井六丁目２番地１２ 022-287-5221

1695 大特般　２６－１００４６ 建電管機 ㈱日本空調東北 仙台市太白区郡山五丁目１４番１７号 022-246-9701

1696 大特　２７－２１２９２ 建 日本建設㈱仙台支店
仙台市青葉区一番町四丁目７番１７号小田急仙台
ビル内 022-224-0091

1697 大特　２９－１０６８ 土と
日本高圧コンクリート㈱ＰＣ事業部東北支
社 仙台市青葉区本町二丁目３番１０号 022-262-6531

1698 大特　２９－１０００
土建と電管鋼
舗しゅ園水 日本国土開発㈱東北支店 仙台市青葉区中央三丁目２番１号 022-262-2103

1699 大特　２９－１５１２ 鋼
日本車両製造㈱輸機・インフラ本部営業第
二部地域グループ仙台営業所 仙台市若林区六丁の目西町8番1号 022-288-2538

1700 大特  ２８－１５６２２ 土建 日本住宅㈱ 岩手県盛岡市津志田中央一丁目３番２８号 019-638-0511

1701 大特般　２７－５０５８ 土と園 日本植生㈱仙台営業所 仙台市青葉区栗生四丁目５番３号 022-391-9761

1702 大特　２９－２１０２ 管 日本設備工業㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目８番１５号 022-262-6765

1703 大特　２８－６５８７ 土と舗 日本体育施設㈱東北支店 仙台市泉区みずほ台１０番４ 022-771-4077

1704 大般　２６－８８９５ 管 日本調理機㈱東北支店 仙台市宮城野区扇町七丁目２番２３号 022-258-8711

1705 大特　２５－１７７７７ 土水 日本ノーディッグテクノロジー㈱東北支店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-722-3744

1706 大特　２７－４０５７ 土と鋼塗 日本ハイウエイ・サービス㈱仙台支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目１２番１２号 022-256-7181

1707 大特  ２７－４７６５ 鋼 日本ファブテック㈱仙台営業所 仙台市青葉区国分町二丁目１４番２４号 022-223-9088

1708 大特　２８－１８１ 土と舗
日本フィールドシステム㈱東北支店宮城営
業所 仙台市青葉区栗生四丁目５番３号 022-392-0652

1709 大特　２７－４２５５ 通 日本無線㈱東北支社 仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 022-781-6171
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1710 大特　２８－４３ 建電管 日本メックス㈱東北支店 仙台市宮城野区溜岡四丁目２番８号 022-297-5981

1711 大特  ２７－４１１１ 土と舗 日本ロードメンテナンス㈱仙台営業所 仙台市太白区郡山字原田５番地１ 022-246-2172

1712 宮知般　２９－２１１７６ 土 ニューホー高圧洗浄㈱ 仙台市宮城野区扇町三丁目9番10号 022-256-3423

1713 宮知特般　２８－５５５５ 管消 熱研プラント工業㈱ 仙台市宮城野区五丁目８番４号 022-253-7931

1714 大特　２６－２３２９４ 電通 ネットワンシステムズ㈱ 東京都千代田区丸の内二丁目７番２号ＪＰタワー 03-6256-0600

1715 大特般　２７－５２２９ 電機通消 能美防災㈱東北支社 仙台市青葉区本町一丁目２番２０号 022-221-2695

1716 宮知特　２８－５６７

土建大左と石
屋タ鋼筋舗
しゅ板ガ塗防 野口建設㈱ 栗原市築館源光１２番２４号 0228-22-2102

1717 宮城知特  ２６－１３５４ 土と舗水解 ㈱野口重機 栗原市築館字照越寺沢６５番地１ 0228-22-2874

1718 大特　２７－４９４７
土と鋼舗しゅ
水 ㈱ノバック東北支店 仙台市青葉区中央三丁目１０番１９号 022-227-1461

1719 大特　２９－１０５９ 建鋼内 ㈱乃村工藝社 東京都港区台場二丁目３番４号 03-5962-1171

1720 宮知般　２７－８０３７ 電消 ㈱迫防災 登米市迫町佐沼字大網２０４番地の８ 0220-22-8001

1721 宮知特般　２７－７５０７
土と管舗園水
解 ㈱橋本道路 東松島市大曲字寺沼３番地５ 0225-83-1201

1722 宮知特　２８－５９７

土建大と屋鋼
筋舗塗防内水
解 長谷川建設㈱ 仙台市宮城野区新田一丁目１６番１４号 022-284-0168

1723 大特　２９－２２２４ 土と舗園 長谷川体育施設㈱東北支店 仙台市青葉区木町通一丁目５番１号 022-726-2311

1724 大特  ２６－９５６４ 電通
パナソニックシステムソリューションズジャパ
ン㈱東北社 仙台市青葉区一番町二丁目４番１号 022-212-3701

1725 大特  ２８－１４２８０ 電通
パナソニックＥＳエンジニアリング㈱北海道・
東北支店 仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 022-225-5819

1726 宮知特般　２９－５６６１ 土管水消 ㈱羽根川設備工事 仙台市若林区卸町東三丁目３番１０号 022-287-5577

1727 大特般　２８－３１６９ 土電管通消 隼電気㈱ 仙台市若林区大和町五丁目３０番２２号 022-284-8823

1728 大特　２８－９８０２ 建解 はりま建設㈱仙台支店 仙台市青葉区上杉五丁目８番４７号 022-265-7563

1729 宮知特　２９－９２７
土建と管鋼舗
しゅ塗内園水 春山建設㈱ 岩沼市相の原二丁目９番２３号 0223-22-5711

1730 大特　２９－１２７１

土建大左と石
屋電管タ鋼筋
舗しゅ板ガ塗 ㈱ピーエス三菱東北支店 仙台市青葉区一番町一丁目８番１号 022-223-8121

1731 宮知般　２６－１７２４６ 土と ㈱ＢＷＭ 仙台市青葉区大町二丁目10番14号 022-796-9377

1732 大特　２６－１８２６２ 通 東日本電信電話㈱宮城事業部 仙台市若林区五橋三丁目２番１号 0225-96-0035

1733 大特　２５－２９１８
土建と鋼筋舗
塗水 東日本コンクリート㈱ 仙台市青葉区一番町二丁目２番１３号 022-225-4421

1734 大特般 ３０－１８１４２ 電通消 東日本通信機器㈱ 宮城郡七ヶ浜町遠山五丁目６番１５号 022-367-4133

1735 大特般　２８－２４４２３
土建と管鋼舗
塗園水 東野建設工業㈱ 岩手県盛岡市加賀野二丁目８番１５号 019-653-3388

1736 宮知特般　２９－１６６５０ 土と解 ㈱光 仙台市太白区長町南二丁目１１番１号 022-304-5889

1737 宮知般　２７－１７６１９ ガ具 ㈱光 大崎市古川沢田字中河原２番地１ 0229-28-3773

1738 宮知般　２７－１０３９３ 電消 久光電気㈱ 登米市迫町北方字石打坂６番地１ 0220-22-4240

1739 大特　２７－４６５８
土と鋼舗しゅ
水 ㈱久本組東北支店 仙台市青葉区北目町２番３９号 022-797-1657

1740 大特　２７－６０５６ 建電管内通 ㈱日立システムズ東北支社 仙台市青葉区本町二丁目１５番１号 022-227-6464

1741 大特　２７－４７０２
土電管鋼機通
水 ㈱日立製作所東北支社 仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 022-223-2603

1742 大特　３０－３３９５

土建電管タ鋼
舗しゅ塗機水
清 日立造船㈱東北支社 仙台市青葉区中央一丁目６番３５号 022-712-6066

1743 大特 ２７－５５７０ 電管機 ㈱日立ビルシステム東北支社 仙台市青葉区一番町三丁目１番１号 022-222-1321

1744 大特  ２７－５２８７ 土電管塗機水 ㈱日立プラントサービス東北支店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-263-3288

1745 宮知般　２８－２１０１１ 機水 ㈱ビッグエンジニアリング 多賀城市下馬四丁目17番17号 022-766-9088

1746 大特　２８－６３６６ 電通 ヒビノアークス㈱
東京都港区海岸三丁目９番１５号ＬＯＯＰ－Ｘビル１
２階 03-6812-2871

1747 大特　２７－３９３１ 電管 日比谷総合設備㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目２番８号 022-297-5825

1748 宮知般　３０－１８２４５
土と石舗しゅ
園解 ㈱ビホロ 牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿７５番地の５ 0225-50-1110

1749 宮知般　２８－５０２１ 板ガ具 ㈱平塚アルミ工業 仙台市若林区卸町東四丁目３番１５号 022-288-7461

1750 大特　２９－１４３４
土建と鋼舗塗
防水解 ㈱平野組築館営業所 栗原市築館藤木２番１８号第一ビル 0228-22-2855

1751 宮知特　２６－１３２５４ 土建と解 ㈱ビルド 仙台市太白区長町南一丁目８番１８号 022-308-3788
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1752 宮知般　２８－１１５１２ 電管機 ㈱ファーストテクノ 仙台市太白区富沢南二丁目１番地の２ 022-246-1023

1753 宮知般　２６－１９０８５ 建屋タ鋼内 フェニーチェ東北ホーム㈱ 名取市杜せきのした二丁目２番地の３ 022-393-9671

1754 大特　２９－１２５３
土建大と鋼筋
舗具水解 ㈱深松組 仙台市青葉区北山一丁目２番１５号 022-271-9211

1755 大特　２６－３０５７ 土建水解 ㈱福田組東北支店 仙台市青葉区大町二丁目１０番１４号 022-722-1810

1756 大特　２６－２３４８５
土建と屋舗塗
防内解 ㈱藤井工業東北支店 仙台市若林区河原町一丁目６番２３号 022-302-7288

1757 大特　２９－７０１７ 管 フジクリーン工業㈱東北支店 仙台市青葉区国分町一丁目６番９号 022-212-3339

1758 大特　２７－１９０４４ 園 ㈱富士グリーンテック東北営業所 仙台市青葉区一番町三丁目３番２０号 022-738-9073

1759 大特　２７－１０５４７ 建電管タ機 富士建設工業㈱ 新潟県新潟市北区島見町３３０７番地１６ 025-255-4161

1760 大特　２７－４０００ 土建と ㈱冨士工東日本支店 仙台市青葉区二日町１６番１５号 022-281-9031

1761 大特　２９－１９７９６ 土建水 ㈱フジタ東北支店 仙台市青葉区国分町二丁目１４番１８号 022-224-1946

1762 東知特般　２７－７９９０７ 電機通 ㈱富士ダイナミクス 東京都目黒区青葉台一丁目２８番９号 03-3793-5411

1763 大特　２６－３２１８ 土と舗水 フジタ道路㈱東北支店 仙台市太白区西多賀一丁目２０番３号 022-355-6221

1764 大特　２７－４６６１ 通 富士通㈱東北支社 仙台市青葉区中央三丁目２番２３号 022-264-2134

1765 大特　２７－１８９７６ 通 ㈱富士通エフサス東日本本部 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１丁目１１番２０号 048-649-2200

1766 大特　２７－５８２８ 通
㈱富士通ゼネラル東北情報通信ネットワー
ク営業部 仙台市宮城野区扇町三丁目５番５号 022-239-5171

1767 大特　２９－１７４１１ 電通
富士通ネットワークソリューションズ㈱東北
支店 仙台市青葉区中央三丁目２番２３号 022-263-6940

1768 大特般　２７－４４２２ 電通 ㈱富士通マーケティング東北支社 仙台市青葉区中央三丁目２番２３号 022-263-4511

1769 大特　２７－２３６８８ 電機通 富士電機㈱東北支社 仙台市青葉区一番町一丁目９番１号 022-225-5351

1770 宮知特　２７－１４８８ 電 ㈱富士電工 大崎市古川南新町７番４６号 0229-22-2648

1771 宮知般　２９－４６６３ 通消 フジ電子興業㈱ 仙台市太白区鈎取本町一丁目６番１号 022-244-7738

1772 大特　２９－２３０１ 土と鋼舗水 ㈱富士ピー・エス東北支店 仙台市青葉区大町一丁目１番８号 022-713-8131

1773 大特　２６－３４０７ 電管 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱東日本支社 仙台市青葉区一番町二丁目７番１７号 022-722-5330

1774 宮知般　２７－１３９９１ 消 ㈱富士防災 仙台市青葉区荒巻神明町２番１５号 022-725-3241

1775 宮知特般　２９－１４９８
土建大と管鋼
舗塗防水解 ㈱藤山工務店 大崎市田尻沼部字新富岡５７番地の１ 0229-39-1234

1776 大特　２７－３７８１
土建電管鋼
しゅ機水 ㈱フソウ東北支店 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-222-9613

1777 宮知特般  ３０－１５２５３ 電管機通消 ㈱扶桑エンジニアリング 仙台市太白区上野山一丁目３番２０号 022-307-1310

1778 大特　２７－５０８７ 通 扶桑電通㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 022-225-0055

1779 大特般　２６－３４５０ 電通 福興電気㈱ 仙台市若林区東七番丁１５番地 022-222-5213

1780 大特　２９－１８６８ 土としゅ水 ㈱不動テトラ東北支店 仙台市青葉区国分町一丁目６番９号 022-262-3411

1781 大特　２６－２１１４１ 鋼塗機水 古河産機システムズ㈱東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目７番１７号 022-221-3532

1782 大般　２８－８８８ 電通消 ㈱古川ポンプ製作所 大崎市古川中里一丁目１０番２９号 0229-22-0396

1783 大般　２７－１０５６６ 具 フルテック㈱仙台支店 仙台市若林区大和町四丁目６番４３号 022-782-2411

1784 宮知般　２８－１３４１９ 建管 ㈱フロムアーツ 仙台市若林区若林2丁目3番9号 022-355-9260

1785 大般　２８－１５２４４ 内具
文化シャッターサービス㈱東北サービス支
店 仙台市若林区荒井東二丁目３番地の８ 022-287-1488

1786 宮知般　２６－１３９８８ 建大塗防内 ㈲ペイント・プランニング 登米市豊里町二ツ屋２５９番地の１ 0225-76-2567

1787 宮知特般　２８－１３７２１ 電機通消 ベルウッド電気㈱ 仙台市青葉区宮町一丁目５番２６号 022-264-3201

1788 大特　２９－２２５３０ 土管鋼水 ㈱ベルテクノ 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目２１番２０号 052-857-9001

1789 宮知般　２５－１１６３１ 建 辺見建築 東松島市大塩字前峯２番地３ 0225-82-3772

1790 大特般　２７－１８３３０ 鋼機 ㈱豊国エンジニアリング東北営業所 仙台市青葉区堤通雨宮町３番地３５号 022-273-1371

1791 青知般　２６-１００４８２ 土しゅ水 豊産管理㈱ 青森県青森市大字大野字前田２１番地１１ 017-729-3711

1792 大特般　２７－４２９２ 電消 ホーチキ㈱東北支社 仙台市青葉区国分町二丁目１４番１８号 022-261-7221

1793 宮知特　２６－３１５７ 土管水消 ㈱北栄工業所 仙台市青葉区国見三丁目３番１７号 022-271-7259
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1794 大特般　２８－１９４０９
建大左屋タ鋼
防内 ㈱北洲 富谷市成田九丁目２番地２ 022-348-3011

1795 大特般　３０－１８０８２ 電通 北信テレネックス㈱東北出張所 仙台市宮城野区中野四丁目１番地の１８ 022-290-3739

1796 宮知特　２７－５８６３ 建 北都ハウス工業㈱ 仙台市太白区ひより台２５番１５号 022-244-2451

1797 大般  ２８－２４２９７ 電機 ㈱北都プラント仙台営業所 仙台市若林区荒井七丁目２番地の３ 022-781-6133

1798 宮知般　２７－１１１４５ 土と園 北部造園土木㈱ 仙台市宮城野区岩切二丁目８番２５号 022-255-4821

1799 宮知特般　２６－１１８４３ 建管水消 ㈱北陵建設 大崎市古川稲葉字大江向１８７番地の１ 0229-24-2866

1800 宮知特　２９－１５２４７ 管 ホシザキ東北㈱ 仙台市青葉区昭和町２番３８号 022-728-9511

1801 宮知特　２８－２５３ 土と舗園解 星造園土木㈱ 仙台市宮城野区二の森７番３３号 022-297-1171

1802 北海知特　２６-２０５０２ 土と鋼舗塗 北海道化工建設㈱ 北海道札幌市白石区東札幌四条二丁目1番６号 011-822-2314

1803 宮知般　２７－６７３８ 電 堀内電気㈱ 仙台市太白区長町七丁目１８番９号 022-248-5053

1804 大特　２７－１４８０１ 土と舗しゅ ㈱堀口組仙台支店 仙台市太白区西中田五丁目２４番２２号 022-242-9991

1805 宮知特般　２６－４４６９ 建塗防 ㈱堀越 仙台市宮城野区中野三丁目５番地の２２ 022-258-6768

1806 宮知般　２９－１２７６８ 土と園 ㈱ホロニック 仙台市泉区根白石字経檀河原５番５ 022-379-7560

1807 大特　２９－２４７５
土建と鋼鋪
しゅ水解 ㈱本間組東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 022-222-5244

1808 大特　２８－１５４３３ 土舗 本間道路㈱東北営業所
仙台市青葉区本町一丁目１１番１号ＨＦ仙台本町ビ
ルディング５Ｆ 022-222-5770

1809 大特  ２９－２２４２１ 建電管機絶 ㈱前川製作所 東京都江東区牡丹三丁目１４番１５号 03-3642-8181

1810 大特　２８－７７４ 電鋼機水 前澤工業㈱東北支店 仙台市宮城野区榴岡三丁目４番１号 022-298-7611

1811 大特　２９－２６５５

土建大左と石
屋タ鋼筋舗
しゅ板ガ塗防 前田建設工業㈱東北支店 仙台市青葉区二日町４番１１号 022-225-8326

1812 大特２６－２０８３４ 建と解 ㈱前田産業東京支店 東京都港区海岸二丁目６－３０MSビル３階 03-6206-6690

1813 大特　２８－２１３ 土と 前田製管㈱仙台支店 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-263-2626

1814 大特　２４－２２１８ 土建と管舗水 ㈱増岡組東京支店 東京都千代田区鍛冶町一丁目５番７号 03-5294-8580

1815 大特　２６－３３５４ 土建 松井建設㈱東北支店
仙台市青葉区一番町三丁目１番１号仙台ファースト
タワー 022-263-1521

1816 大特　２６－２９９２
土と石鋼舗
しゅ水 松尾建設㈱仙台支店

仙台市青葉区本町一丁目６番２３号ムサシノ仙台ビ
ル８０２号 022-714-6191

1817 宮城知特  ２９－１１６２
土建大と管舗
園水解 ㈱松川土木 黒川郡大衡村大衡字河原５１番地１ 022-345-0529

1818 大特　２７－４１００ 土建 ㈱松村組東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-711-7860

1819 大特　２７－５６２７ 電 ㈱松村電機製作所東北支店 仙台市青葉区五橋一丁目６番２号KJビルディング 022-221-7791

1820 大特般　３０－２０６１４ 電管 ㈱馬渕工業所 仙台市太白区郡山四丁目１０番２号 022-247-0181

1821 宮知般  ２９－１６７９１ 電通 ㈱マリンテクノサービス 仙台市泉区八乙女中央一丁目６番１５号 022-771-2361

1822 大特　２６－１０３２６
土建と鋼舗園
解 丸か建設㈱ 加美郡加美町字赤塚３７番地 0229-63-2101

1823 大特　２８－２４４２０
土と石鋼舗塗
水解 丸勘建設㈱宮城営業所 仙台市宮城野区福室二丁目８番１７号８０２号室 022-781-7530

1824 大特　２９－３５９７ 土鋼機水 ㈱丸島アクアシステム東北支店 仙台市宮城野区榴岡三丁目７番３５号 022－380-1200

1825 大般  ２８－１４０３４ 管 ㈱マルゼン東北営業所 仙台市宮城野区原町二丁目３番４３号 022-299-0511

1826 大特  ２９－１１５９１

土建大と石屋
タ鋼舗しゅ防
内水解 ㈱丸高仙台支店

仙台市青葉区木町通二丁目１番３３号伊澤竹に雀
ビル２階 022-276-2811

1827 青知特　２８－３０００１９ 土と マルハチ建設工業㈱ 青森県八戸市大字河原木字海岸１６番地４ 0178-21-1670

1828 大特　２８－９３１ 電 丸茂電機㈱仙台営業所 仙台市青葉区二日町３番１０号グラン・シャリオビル 022-263-0221

1829 宮知特般　２８－３１８０ 土電管舗塗水 ㈱三浦組 仙台市泉区七北田字東裏１１８番地の１ 022-372-5511

1830 大特　２９－２２３５３ 土建 ミサワホーム㈱ 東京都新宿区西新宿二丁目４番１号 03-3349-8070

1831 大特　２６－４３９４ 土舗園 美津濃㈱東京支店 東京都千代田区神田小川町三丁目１番 03-3233-7235

1832 宮知般　２７－１６２３２ 電 ㈱みずほ電設工業 仙台市太白区西中田五丁目１７番１６号 022-741-7544

1833 大特　２７－４２４５ 鋼機水 ㈱ミゾタ仙台支店 仙台市青葉区二日町８番６号 022-224-8340

1834 大特　２８－２００

土建大と石屋
電管タ鋼舗
しゅ板ガ塗防 三井住友建設㈱東北支店 仙台市青葉区花京院二丁目１番１４号 022-225-6777

1835 大特　２９－９２５０ 鋼
株式会社三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング
東北営業所 仙台市青葉区一番町二丁目７番１７号 022-262-3066
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1836 大般　２８－１６９９１ 電通
ミツイワ㈱ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ本部東北支
店 仙台市青葉区一番町2丁目8番10号 022-266-6220

1837 大特　２７－５１７８ 機清 三菱化工機㈱東北営業所 仙台市青葉区郷六字屋敷４番２２号 022-302-2622

1838 大特　２９－６９７０ 機水清
三菱重工環境・化学エンジニアリング㈱東
北支店 仙台市青葉区花京院二丁目１番６５号 022-212-3971

1839 大特　２６－３１８０ 電機通 三菱電機㈱東北支社 仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 022-216-4566

1840 大特般　２７－４３７９ 電管通 三菱電機システムサービス㈱北日本支社 仙台市宮城野区中野一丁目５番地の３５ 022-353-7805

1841 大特　２７－５３３５ 電管機 三菱電機ビルテクノサービス㈱東北支社 仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 022-224-1221

1842 大特　２８－９７７７ 電通
三菱電機プラントエンジニアリング㈱東日
本本部東北支社 仙台市青葉区花京院一丁目１番２０号 022-216-4702

1843 大特　２７－５０４０
土建と電管機
井水 三菱マテリアルテクノ㈱栗原事業所 栗原市鴬沢南郷北沢向３番地４ 0228-55-2076

1844 宮知般　２ ９－１４９２２ 土と園 ㈲ミドリ企画 仙台市宮城野区福室四丁目２番３５号 022-254-3363

1845 大特般　２６－２５７２８ 建管機水 ㈱南東北クボタ 仙台市若林区荒井東一丁目２番地の４ 022-349-4038

1846 宮知特般　２８－１７６７５ 管機 三益工業㈱ 仙台市宮城野区銀杏町３７番３号 022-237-7541

1847 大特  ２９－２４７３７
土石鋼舗しゅ
塗水解 宮内組㈱気仙沼営業所 気仙沼市古町二丁目6番34号グリーンコーポ101号 0226-25-9547

1848 宮知特　２６－６２４４ 土と舗 宮城グレーダ㈱ 登米市中田町宝江新井田字南新田４０９番地 0220-34-3145

1849 宮知特  ２９－２１６２ 土建 宮城建設㈱ 栗原市栗駒中野上野原南２０番地 0228-45-2261

1850 宮知特　２８-４２１ 土と園 ㈱宮城県林業開発センター 仙台市青葉区上杉二丁目４番４６号 022-264-1189

1851 宮知般　２９－１６７１３ 土としゅ水解 ㈱宮城公害処理 仙台市若林区三本塚字荒谷８５番地 022-289-8222

1852 宮知特　２８－９５５０ 建 宮城相扶㈱ 仙台市青葉区立町２７番２１号 022-265-2835

1853 宮知般　２７－０１３１４０ 電管消 ㈱宮城電気サービス 東松島市大曲字堺堀１３５番地３４ 0225-82-3580

1854 宮知特　２６－３２２５ 土と園 宮十造園土木㈱ 仙台市青葉区八幡三丁目２番７号 022-225-4002

1855 大特　２６－３４７６ 鋼 宮地エンジニアリング㈱仙台営業所 仙台市青葉区五橋一丁目４番２４号 022-265-2777

1856 宮知般　２９－１１６１７ 電通消 ㈱ミヤツー 仙台市太白区山田本町１６番１号 022-245-0240

1857 宮知般　２９－１１９０７ 土建と内具 ㈱ミヤックス 仙台市泉区寺岡一丁目１番地の３ 022-777-5888

1858 大特  ２９－２２２７ 建タ機 ㈱宮本工業所 富山県富山市奥田新町１２番３号 076-441-2201

1859 大特　２７－５４００ 土電通 ㈱ミライト東北支店 仙台市太白区長町五丁目３番２０号 022-369-7300

1860 大特般　２９－３９４３ 電機通 美和電気工業㈱東北支社 仙台市太白区大野田五丁目３番地の４ 022-249-8111

1861 大特　２７－９２７５ 土と園 むつみ造園土木㈱仙台支店 仙台市太白区山田上ノ台町１１番１号 022-243-0088

1862 北知特般　２８－渡３０３
土建と管舗水
解 ㈱村上建設 北海道函館市大川町６番６号 0138-42-6846

1863 宮知般　２９－１９２７３ 土水 村上建設工業㈱ 仙台市若林区若林七丁目２番８号 022-385-7512

1864 宮知特般　２７－４５９ 電消 村上電業㈱ 登米市迫町佐沼字錦９５番地 0220-22-2046

1865 宮知般  ２７－１１１７９ 管 村上冷熱興業㈱ 仙台市若林区卸町東一丁目３番１１号 022-783-1021

1866 大特　３０－３９２５
土建と鋼舗
しゅ内水 村本建設㈱東北支店 仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 022-711-5370

1867 大特般　２７－３７９５
建大と電鋼内
園 ㈱ムラヤマ 東京都江東区豊洲三丁目２番２４号 03-6221-0808

1868 大般　２７－２６１１ 通 明星電気㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１番１号 022-262-3721

1869 大特　３０－２５１１１ 電 ㈱明電エンジニアリング東北支店 仙台市若林区六丁の目元町８番８号 022-288-0001

1870 大特　２６－３５６３ 土電機通水 ㈱明電舎東北支店 仙台市青葉区中央四丁目６番１号 022-227-3231

1871 大特　２７－２１２６９ 土鋼水 明和工業㈱仙台営業所 仙台市太白区長町七丁目１番２３号 022-308-0055

1872 大特  ２8－１７１４９ 電機通水清 メタウォーター㈱東北営業部
仙台市青葉区一番町一丁目9番1号仙台トラストタ
ワー 022-225-5354

1873 宮知般　２９－１４７６０ 電通消 ㈱メディア・ライフ 仙台市若林区卸町２丁目４番地の９ 022-782-6660

1874 宮知特般　２９－１２６０
土電管鋼機水
消 本山振興㈱ 仙台市青葉区昭和町６番１０号 022-234-6221

1875 大特　２７－２４０４ 土建 ㈱森組東北営業所 仙台市青葉区本町二丁目１４番２６号 022-722-8552

1876 宮知般　２７－１０２００
土と石管鋼舗
しゅ水解 ㈱森商事 岩沼市押分字南谷地８６番地の４ 0223-22-3719

1877 大特般　２７－５５１０ 電機 ㈱守谷商会東北支店 仙台市青葉区一番町四丁目６番１号 022-225-6861
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1878 都知特　２９－６７７６ 電管機水 森永エンジニアリング㈱ 東京都港区港南三丁目８番１号 03-5796-9802

1879 大特　２６－１５８１１ 土鋼水 森松工業㈱東北支店 仙台市青葉区柏木一丁目４－３７ 0263-40-2120

1880 大特　２５－２０６０７ 土建水 ㈱森本組東北支店 仙台市青葉区一番町二丁目１番２号 022-721-0708

1881 宮知般　２８－６５１
土建大と石舗
内園具解 守屋木材㈱ 仙台市宮城野区原町六丁目１番１６号 022-257-3101

1882 宮知特　２８－５８４
土建大と舗内
解 ㈱八重樫工務店 柴田郡大河原町字新南２０番地の５ 0224-52-1736

1883 大特般  ２７－７４８１
土と電管鋼舗
塗通園 矢木コーポレーション㈱ 長野県長野市真島町川合２０３６番地 026-283-7000

1884 宮知特　２９－２２１９ 土と舗水解 八嶋建設㈱ 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字寺東１１番地の１ 022-343-2206

1885 大特　２８－８８６ 電 ㈱安川電機東北営業所 仙台市若林区清水小路６番１号 022-265-6111

1886 大特　２８－１６９２８ 土 ヤスダエンジニアリング㈱仙台営業所 仙台市太白区富沢一丁目３番３１号 022-243-5888

1887 大特  ２８－２７１４ 土と鋼塗水 矢田工業㈱仙台支店 仙台市青葉区春日町１０番１２号 022-223-0514

1888
山形知特般  ３０－１０１
６５１

土建大左と石
屋電管タ鋼筋
舗しゅ板ガ塗 山形建設㈱ 山形県山形市清住町一丁目２番１８号 023-644-5208

1889 宮知特  ２７－１５７ 土 山川建設㈱ 仙台市青葉区福沢町9番13号 022-222-3521

1890 宮知特　２８－２３８３
土建と舗内水
解 山庄建設㈱ 本吉郡南三陸町歌津字皿貝６１番地２ 0226-36-2077

1891 宮知特　２９－１２６１ 管機 ㈱ヤマダ技研 仙台市若林区鶴代町２番４８号 022-236-6131

1892 大特　２７－２４２３ 土電管鋼機水 ㈱ヤマト東北支店 大崎市古川駅東一丁目５番１１号 0229-29-9336

1893 岩知特般　２８－２９２９ 土舗 大和建設㈱ 岩手県花巻市金矢第１地割２８番地 0198-27-3611

1894 宮知特　２８－１６１２７ 土と ヤマト建設工業㈱ 仙台市若林区沖野3丁目1番1号 022-258-6938

1895 宮知特　２９－１１８１９ 土としゅ解 大和工業㈱ 仙台市宮城野区扇町七丁目３番４３号 022-258-6561

1896 大特  ２８－３８４ 通 ヤマハサウンドシステム㈱仙台営業所 仙台市若林区舟丁１６番地小林ビル 022-796-0061

1897 大特  ２９－１５７５９ 建内 ㈱ヤマムラ仙台支店 仙台市泉区実沢字中山南３１番地５ 022-343-7080

1898 宮知特般　２８－１０４１４ 土管水消 山元工業㈱ 仙台市青葉区堤町一丁目９番１２号 022-271-2291

1899 宮知般　２９－１３５８４
土と石管鋼舗
しゅ水消 ㈲山裕設備工業 牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿６６番地の２ 0225-54-3385

1900 大特  ２７－２１５６１

土建大左と石屋タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗
防内絶具水 山和建設㈱仙台営業所 仙台市泉区七北田字大沢小松１６番地７ 022-776-2356

1901 宮知般　２７－１５５５３ 土と舗水 ㈲矢本工業 東松島市矢本字蜂谷前61番地6 0225-83-6053

1902 大特　２９－０２４７３９
土建と電管鋼
機 ヤンマーアグリジャパン㈱ 大阪府大阪市北区鶴野町１番９号 06-6376-6433

1903 大特般　２５－２０４７３ 電管機 ヤンマーエネルギーシステム㈱仙台支店 仙台市宮城野区中野三丁目１番地の５ 022-258-4366

1904 大特　２９－１２７２ 電 ㈱雄電社仙台支店 仙台市青葉区木町通二丁目１番５５号　藤野屋ビル 022-272-2541

1905 大特般　２７－１３７２７ 電管機通 ㈱有電社東北支店 仙台市青葉区二日町１８番２５号 022-224-1457

1906 大特　３０－１７８８５ と ㈱ユートス 岩沼市中央四丁目１１番１０号 0223-25-6020

1907 大特般　２７－４１８２ 土と園 陽光建設㈱ 仙台市太白区西多賀三丁目８番１０号 022-307-1066

1908 宮知特般　３０－１５６１８
建屋電管塗防
消 陽光ビルサービス㈱ 仙台市青葉区上杉二丁目３番７号 022-265-5787

1909 大特　２７－１８７４７ 電機通 横河ソリューションサービス㈱東北支店 仙台市太白区富沢一丁目９番５号 022-243-4441

1910 大特　３０-２２２２３ 土鋼 ㈱横河ブリッジ仙台営業所 仙台市青葉区中央三丁目２番１号 022-267-2621

1911 大特　２９－１１５６
土と鋼舗しゅ
塗水 吉川建設（株）東北支店 仙台市太白区西中田六丁目２－６ 022-797-3495

1912 大特  ２６－２７９１ 土しゅ水 ㈱吉田組東北支店 仙台市青葉区上杉一丁目１６番８号 022-302-3561

1913 宮知特　３０-３１８３ 土建と舗園水 ㈱吉田工務店 黒川郡大和町宮床字新小路６１番地 022-346-2257

1914 宮知般  ２６－６２２６ 電通 吉田電設㈱ 宮城県塩竃市２０番２３号 022-362-0650

1915 大特　２８－８５８
土と石鋼舗
しゅ水 寄神建設㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１１番１号 022-224-5872

1916 大特  ２７－５２００ 電 ㈱四電工東北営業所
仙台市青葉区大町一丁目４番１号明治安田生命仙
台ビル３階 022-217-7181

1917 大特　２６－３６６０
土と石鋼舗塗
水 ライト工業㈱東北統括支店 仙台市宮城野区榴岡四丁目１３番１５号 022-295-6555

1918 宮知特　２７－１９１８９
土と石鋼舗
しゅ塗水 ライブディック㈱ 仙台市太白区茂庭字中ノ瀬東13番地の5 022-393-9750
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1919 大特　２６－１０４７０ 建電管内 ㈱ラックランド仙台営業所 仙台市若林区卸町二丁目1番４号イーストンビル６階 022-788-0331

1920
山形知般　２４－１０００９
１ 電 ㈱リード・ライテック 山形県山形市泉町１３番８号 023-623-4242

1921 宮知般  ２７－１８７６３ 電通 ㈱リーフテック 宮城郡利府町花園三丁目１７番地４ 022-369-3069

1922 大般　２７－４７５９ 内具 ㈱ＬＩＸＩＬ鈴木シャッター東北・北海道支店 仙台市泉区八乙女中央一丁目１番２３号 022-745-0757

1923 北知特般  ２９－１４２３７ 土と管鋼機水 ㈱りけん 北海道札幌市北区新川四条十三丁目７番２６号 011-768-7247

1924 宮知般　２７－１７６２４
土と石鋼舗
しゅ水解 ㈲リサイクルセンター宮城 登米市迫町北方字舟橋前１０番地１ 0220-21-5645

1925 大特　２７－５７００ 土電機水 理水化学㈱仙台支店 仙台市青葉区北目町１番１８号 022-211-7001

1926 大特般　２９－１００６ 管消 菱機工業㈱仙台支店 仙台市宮城野区扇町五丁目９番１３号 022-232-3711

1927 大特　２９－２３１５
土建タ鋼舗
しゅ内水 りんかい日産建設㈱宮城営業所 仙台市青葉区北目町６番８号 022-225-3317

1928 大特　２８－２６３９１ タ機 ㈱炉研 秋田県秋田市寺内神屋敷１１番１８号 018-846-6455

1929 大特　２９－１６４８ 電 六興電気㈱東北支店 仙台市青葉区本町一丁目１３番２２号 022-266-2430

1930 宮知特　２７－１６７４５ 土鋼塗 ㈱ＹＡＰ 仙台市若林区卸町五丁目１番地の７ 022-290-0890

1931 宮知般　２７－１２１８３ 土園 ㈲若寿造園興業 遠田郡涌谷町小塚字石坂山122番地 0229-43-3526

1932 宮知特般  ３０－６２０７
土建と管鋼舗
水解 我妻建設㈱ 大崎市古川小野字馬場２５番地の１ 0229-28-2639

1933 宮知特般　２８－２２２ 電機通 ㈱和賀電気 遠田郡涌谷町字田町裏８３番地1 0229-42-3831

1934 宮知特　２７－８１８ 土舗 若葉建設㈱ 仙台市若林区卸町東五丁目２番２３号 022-288-8671

1935 宮知特般　２７－６２０３ 電消 若林電気工事㈱ 仙台市若林区卸町三丁目６番１２号 022-788-1255

1936 宮知般　２７－４８０９ 電 和田電気工事㈱ 塩竈市北浜一丁目４番２６号 022-366-7461

1937 宮知特般　２８－３０３７ 土と管舗解 ㈱渡辺建設 登米市中田町石森字境堀７１番地 0220-34-3010

1938 宮知般特　２６－６２４２ 土と管鋼舗解 ㈱渡辺店 仙台市太白区富田字上野東１７番地の２ 022-245-2165

1939 大特　２９－１９５５７ 建 渡辺パイプ㈱ 東京都中央区築地五丁目６番１０号 03-3549-3071

1940 宮知般　２９－１６５２５ 防 ㈲菅原防水工業 仙台市泉区寺岡二丁目７番１１号 022-777-7668

100 宮知特  ２８－１９１３４ 土舗水解 ㈱ケーユーケー 仙台市宮城野区中野五丁目４番２ 022-766-9915

153 宮知般　２７－２０４３５ と解電 ㈱SHIN LINE 仙台市若林区六丁の目西町８番１ 022-355-2292
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