
９８０-８７９２ (株） かんぽ生命保険 仙台サービスセンター,宮城県,仙台市青葉区,上杉,３-２－７

９８０-８５１０ アイリスオーヤマ (株),宮城県,仙台市青葉区,五橋,２-１２－１

９８０-８４４２ イオン (株),宮城県,仙台市青葉区,中央,３-３－３

９８０-８５４６ イオン (株) 仙台フォーラス,宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-１１－１５

９８０-８６５０ 一般(財) 郵政福祉東北地方本部,宮城県,仙台市青葉区,五橋,二-４番２号

９８０-８４４３ 出光興産 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-３－１０

９８０-６１８０ 伊藤忠商事 (株) 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,２００１/２/３

９８０-８４８１ 岩谷産業 (株) エネルギー東北支社,宮城県,仙台市青葉区,花京院,１-１番１０号

９８０-８５２１ 栄光時計 (株) 仙台営業所,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１６－６

９８０-８４８７ エスパル仙台 東館,宮城県,仙台市青葉区,中央,１-１番１号

９８０-８６２１ 鹿島建設 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,二日町,１-２７

９８０-８４３３ (株) 仙台放送,宮城県,仙台市青葉区,上杉,５-８番３３号

９８０-８７９７ (株) ゆうちょ銀行 仙台支店,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１－３４

９８０-８６４０ (株) 安藤・間 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,片平,１-２－３２

９８０-８５５５ (株) 一・４・一,宮城県,仙台市青葉区,一番町,４-１１－１

９８０-６０５５ (株) ウィルコム 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-６－１

９８０-８５１５ (株) エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北,宮城県,仙台市青葉区,上杉,１-１番２号

９８０-８４５６ (株) エヌシーカード仙台,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-１０－３

９８０-８４２０ (株) エフエム仙台,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１０－２８

９８０-８６３２ (株） オフィストライ,宮城県,仙台市青葉区,大手町,５-３

９８０-８５２９ (株) 河北仙販,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１６－５

９８０-８７９７ (株) かんぽ生命 仙台支店,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１－３４

９８０-８４６６ (株) さくら野百貨店,宮城県,仙台市青葉区,中央,１-９－３３

９８０-８７７７ (株) 七十七銀行 本店,宮城県,仙台市青葉区,中央,３-３－２０

９８０-８６２２ (株) ジー・アイ・ピー,宮城県,仙台市青葉区,春日町,６番１５号

９８０-８５２０ (株) ＪＴＢ東北,宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-７－２３

９８０-８４０７ (株) ジャパンヘルスサミット,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１４－２４

９８０-８５８５ (株) 仙台リビング新聞社,宮城県,仙台市青葉区,中央,二-８番１３号

９８０-８５０１ (株) タケザワ,宮城県,仙台市青葉区,北目町,２-２８

９８０-８４４６ (株) 武富士 仙台支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,１-６－２３

９８０-８４１１ (株) 第一エージェンシー,宮城県,仙台市青葉区,本町,１-１０－２１

９８０-８４０１ (株) 東芝 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１－２９

９８０-８５２５ (株) 東北しんきんカード,宮城県,仙台市青葉区,一番町,２-５－２２

９８０-８４８６ (株) ニチレイフーズ 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,立町,２７－２１

９８０-８４５２ (株) 日本政策金融公庫 仙台支店 国民生活事業,宮城県,

９８０-８４５２ 仙台市青葉区,中央,一-６番３５号

９８０-８４５３ (株) 日本政策金融公庫 仙台支店 中小企業事業,

９８０-８４５４ (株) 日本政策金融公庫 仙台支店 農林水産事業,

９８０-８４８８ (株) 日本航空インターナショナル,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-３－１０

９８０-８５８１ (株) バイタルネット,宮城県,仙台市青葉区,大手町,１-１

９８０-８４１５ (株) 東日本放送 営業センター,宮城県,仙台市青葉区,本町,２－１５－１

９８０-８５３１ (株) 日立製作所 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,一番町,４-１番２５号

９８０-８６５２ (株) 藤崎,宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-２－１７

９８０-８６８６ (株) ベネッセコーポレーション,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-９－１

９８０-８６５１ (株) みずほ銀行 仙台支店,宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-１番１号

９８０-８５４３ (株) 三越 仙台店,宮城県,仙台市青葉区,一番町,４-８－１５

９８０-８５８３ カメイ (株),宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-１－１８

９８０-８４０５ 河合塾 仙台校,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１２－１２

９８０-８５６０ キャノンマーケティングジャパン (株) 仙台支店,

９８０-８５６０ 宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-９番１号

９８０-８４４７ キリンビールマーケティング (株) 東北統括本部,宮城県,仙台市青葉区,立町,２７番２１号

９８０-８４０３ 経済産業省 東北経済産業局,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-３－１

９８０-８６０２ 国土交通省 東北地方整備局,宮城県,仙台市青葉区,本町,３－３－１

９８０-８５７３ 国立大学法人 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構,

９８０-８５７３ 宮城県,仙台市青葉区,星陵町,２-１

９８０-８６０５ 五洋建設 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,二日町,１６－２０

９８０-８５２６ サッポロビール (株) 東北本部,宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-３－６

９８０-８５３３ サントリービア＆スピリッツ (株) 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１－９－１

９８０-８４３６ 財務省 東北財務局,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-３－１

９８０-８５４４ 社団法人 日本金属学会,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１４番３２号

９８０-８５０８ ＪＲ仙台病院,宮城県,仙台市青葉区,五橋,１-１－５

９８０-６０８８ 住友生命保険 相互会社 仙台総支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-６－１

９８０-８４３９ 積水ハウス (株) 東北シャーメゾン支店,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１６－１０

９８０-８４３１ 積水ハウス不動産東北 (株),宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１６番１０号

９８０-８６３７ 仙台家庭裁判所,宮城県,仙台市青葉区,片平,１-６－１

９８０-８６３６ 仙台簡易裁判所,宮城県,仙台市青葉区,片平,１-６番１号

９８０-８４０２ 仙台北 税務署,宮城県,仙台市青葉区,上杉,１-１－１

９８０-８６３８ 仙台高等裁判所,宮城県,仙台市青葉区,片平,１-６番１号

９８０-８４３０ 仙台国税局,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-３－１仙台合同庁舎

９８０-８７０１ 仙台市青葉区役所,宮城県,仙台市青葉区,上杉,１-５－１

９８０-８６７１ 仙台市役所,宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-７－１

９８０-８４１４ 仙台商工会議所,宮城県,仙台市青葉区,本町,２-１６番１２号

９８０-８６３９ 仙台地方裁判所,宮城県,仙台市青葉区,片平,１-６－１

９８０-８７９８ 仙台逓信病院,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-５－１

９８０-８７１１ 仙台中郵便局,宮城県,仙台市青葉区,一番町,２００１/３/３

９８０-８４８４ 仙台パルコ,宮城県,仙台市青葉区,中央,１-２番３号仙台マークワン

９８０-８４５０ 仙台パルコ２,宮城県,仙台市青葉区,中央,３-７番５号

９８０-８６０１ 仙台法務局,宮城県,仙台市青葉区,春日町,７番２５号仙台第３法務総合庁舎

９８０-８４８５ 仙台マークワン,宮城県,仙台市青葉区,中央,１-２番３号仙台マークワン

９８０-８５６１ 全国健康保険協会 宮城支部,宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-６－１

９８０-８４２９ 全国土木建築国民健康保険組合 仙台健康支援室,

９８０-８４２９ 宮城県,仙台市青葉区,上杉,１-４－２０

９８０-８６７０ 大正製薬 (株) 北日本支店,宮城県,仙台市青葉区,五橋,２-１－１０

９８０-８５６５ 東急建設 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-６－１

９８０-８４６０ 東京海上日動火災保険 (株),宮城県,仙台市青葉区,中央,２－８－１６

９８０-８４０８ 東北管区警察局,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-３番１号

９８０-８５１１ 東北学院大学,宮城県,仙台市青葉区,土樋,１-３－１

９８０-８４２６ 東北厚生局,宮城県,仙台市青葉区,花京院,１-１番２０号
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９８０-８５７５ 東北大学 (医学部等）,宮城県,仙台市青葉区,星陵町,２-１

９８０-８５７７ 東北大学 (本部事務機構等）,宮城県,仙台市青葉区,片平,２-１－１

９８０-８５７８ 東北大学 (理学部・薬学部等）,宮城県,仙台市青葉区,荒巻,字青葉６－３

９８０-８５７２ 東北大学 農学部・環境科学研究科・災害科学国際研究所・国際集積エレクトロニクス研究

９８０-８５７２  開発センター,宮城県,仙台市青葉区,荒巻,字青葉４６８－１

９８０-８５７６ 東北大学 文学部・文学研究科,宮城県,仙台市青葉区,川内,１-２７

９８０-８５７９ 東北大学（工学研究科・工学部等）,宮城県,仙台市青葉区,荒巻,字青葉６－６

９８０-８５７４ 東北大学医学部附属病院,宮城県,仙台市青葉区,星陵町,１-１

９８０-８５５０ 東北電力 (株),宮城県,仙台市青葉区,本町,１-７－１

９８０-８５５１ 東北電力ネットワーク (株),宮城県,仙台市青葉区,本町,１-７－１

９８０-８４４５ 東北電力ネットワーク (株) 仙台電力センター,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-１－６

９８０-６１６１ 東北ミサワホーム (株),宮城県,仙台市青葉区,中央,１-３－１

９８０-８７３３ 日本年金機構 仙台北年金事務所,宮城県,仙台市青葉区,宮町,２００４/３/２１

９８０-８４２１ 日本年金機構 仙台北年金事務所,宮城県,仙台市青葉区,宮町,２００４/３/２１

９８０-８４６１ 日本年金機構 仙台広域事務センター,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-６番１号

９８０-８４３５ 日本放送協会 仙台放送局,宮城県,仙台市青葉区,本町,２－２０－１

９８０-８７０３ 日本生命保険 相互会社 仙台支社,宮城県,仙台市青葉区,上杉,１-６－１１

９８０-８７９７ 日本郵便 (株) 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１－３４

９８０-８７９３ 日本郵便 (株) 東北支社 郵便事業本部（三種）,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-１－３４

９８０-８５３４ 東日本興業 (株),宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-７－１

９８０-８５４５ 日立キャピタル (株) 東北法人支店,宮城県,仙台市青葉区,中央,４-２－１６

９８０-８４４１ 富士通 (株) 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,３－２－２３

９８０-８４７７ ホテルメトロポリタン仙台,宮城県,仙台市青葉区,中央,１-１－１

９８０-８５８７ 松下電器産業 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-１－１１

９８０-８５６６ 丸善雄松堂 (株) 仙台支店,宮城県,仙台市青葉区,一番町,二-１０番１７号

９８０-８４５８ 丸紅 (株) 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,２-９番１０号

９８０-８６０８ 三井住友建設 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,花京院,２-１－１４

９８０-８５７１ 三菱商事 (株) 東北支社,宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-６－１

９８０-８４７８ 三菱マテリアル (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,中央,２-１－７

９８０-８４１０ 宮城県 警察本部,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-８－１

９８０-８６３１ 宮城県 仙台第二高等学校,宮城県,仙台市青葉区,川内澱橋通,１

９８０-８６３３ 宮城県医師会,宮城県,仙台市青葉区,大手町,１-５

９８０-８４２３ 宮城県教育庁,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-８－１

９８０-８４２２ 宮城県市町村職員 共済組合,宮城県,仙台市青葉区,上杉,１-２－３

９８０-８４４８ 明治安田生命保険 相互会社 仙台支社,宮城県,仙台市青葉区,中央,２－１０－３０

９８０-８４８０ 森永乳業 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,中央,２-２－１０

９８０-８５８８ 杜の都信用金庫,宮城県,仙台市青葉区,国分町,３-１－２

９８０-８５０５ りんかい日産建設 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,北目町,６番８号

９８０-８５７０ 宮城県庁,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-８－１

９８０-８５８０ 東日本旅客鉄道 (株) 仙台支社,宮城県,仙台市青葉区,五橋,１-１－１

９８０-８６６０ (株) 河北新報社,宮城県,仙台市青葉区,五橋,１-２－２８

９８０-８６５６ (株) 仙台銀行,宮城県,仙台市青葉区,一番町,２-１－１

９８０-８６７７ (株) 宮城テレビ放送 事業局,宮城県,仙台市青葉区,一番町,４-６－１

９８０-８６６１ 東北労働金庫,宮城県,仙台市青葉区,北目町,１－１５

９８０-８７０７ 日本銀行 仙台支店,宮城県,仙台市青葉区,一番町,３-４－８

９８０-８７９５ 東北総合通信局,宮城県,仙台市青葉区,本町,３-２－２３

９８０-８７９４ 仙台貯金事務センター,宮城県,仙台市青葉区,一番町,１-３－３

９８１-８５７７ 一般(財) 消防試験研究センター 宮城県支部,

９８１-８５７７ 宮城県,仙台市青葉区,堤通雨宮町,４－１７

９８１-８５２５ (株) 奥村組 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,堤通雨宮町,２-２５

９８１-８５３３ (株) 錢高組 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,柏木,１-１－７

９８１-８５１１ (株) 東日本放送,宮城県,仙台市青葉区,双葉ケ丘,２-９－１

９８１-８５５０ 学校法人 東北文化学園大学,宮城県,仙台市青葉区,国見,６-４５－１６

９８１-８５５８ 学校法人 東北薬科大学,宮城県,仙台市青葉区,小松島,４-４－１

９８１-８５４３ 学校法人 南光学園 東北高等学校 小松島キャンパス,

９８１-８５４３ 宮城県,仙台市青葉区,小松島,４-３－１

９８１-８５５７ 学校法人 宮城学院,宮城県,仙台市青葉区,桜ケ丘,９-１－１

９８１-８５０２ 仙台高等学校,宮城県,仙台市青葉区,国見,６-５２－１

９８１-８５２２ 東北福祉大学,宮城県,仙台市青葉区,国見,１-８－１

９８１-８５２３ 東北福祉大学 ステーションキャンパス,宮城県,仙台市青葉区,国見,１-１９－１

９８１-８５５２ 東北文化学園専門学校,宮城県,仙台市青葉区,国見,６-４５－１６

９８１-８５５１ 東北文化学園大学 東北科学技術短期大学,

９８１-８５５１ 宮城県,仙台市青葉区,国見,６-４５－１６

９８１-８５４０ 飛島建設 (株) 東北支店,宮城県,仙台市青葉区,柏木,１-１－５３

９８１-８５０１ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 仙台病院,

９８１-８５０１ 宮城県,仙台市青葉区,堤町,三-１６番１号

９８１-８５６３ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 東北労災病院,

９８１-８５６３ 宮城県,仙台市青葉区,台原,４-３－２１

９８１-８５５６ 野崎印刷紙業 (株) 仙台支店,宮城県,仙台市青葉区,柏木,１-２－３２

９８１-８５７０ 朴沢学園明成高等学校,宮城県,仙台市青葉区,川平,２-２６－１

９８１-８５４５ 宮城県 教職員組合,宮城県,仙台市青葉区,柏木,１-２－４５

９８１-８５６０ 宮城県 高等学校教職員組合,宮城県,仙台市青葉区,柏木,１-２－４５

９８１-８５１０ 宮城県 仙台北県税事務所,宮城県,仙台市青葉区,堤通雨宮町,４番１７号

９８１-８５０５ 宮城県 仙台地方振興事務所,宮城県,仙台市青葉区,堤通雨宮町,４番１７号

９８９-３２９２ (株） 大江設計,宮城県,仙台市青葉区,南吉成,３-１番７号

９８３-８５２３ ＮＴＴファイナンス (株),宮城県,仙台市宮城野区,榴岡,４－２－３

９８３-８５５５ (株) 高速,宮城県,仙台市宮城野区,扇町,７-４－２０

９８３-８５５６ (株) サトー商会,宮城県,仙台市宮城野区,扇町,５-６－２２

９８３-８５０１ (株) 日産サティオ宮城,宮城県,仙台市宮城野区,扇町,５-１０番６号

９８３-８５３３ (株) 菱食 仙台支社,宮城県,仙台市宮城野区,扇町,５-１２－１５

９８３-８５６７ コカ・コーラ ボトラーズジャパン (株),宮城県,仙台市宮城野区,扇町,１-１－３３

９８３-８５６０ 新宮城日野自動車 (株),宮城県,仙台市宮城野区,扇町,１-７－３６

９８３-８５２０ 仙台医療センター,宮城県,仙台市宮城野区,宮城野,２-１１－１２

９８３-８５４３ 仙台工業高等学校,宮城県,仙台市宮城野区,東宮城野,３-１

９８３-８５１３ 仙台市ガス局,宮城県,仙台市宮城野区,幸町,５-１３－１

９８３-８５０７ 仙台労働基準監督署,宮城県,仙台市宮城野区,鉄砲町,１

９８３-８５１７ テクノ・マインド (株),宮城県,仙台市宮城野区,榴岡,１-６番１１号

９８３-８５３６ 東北医科薬科大学 医学部,宮城県,仙台市宮城野区,福室,１-１５番１号



９８３-８５３７ 東北運輸局,宮城県,仙台市宮城野区,鉄砲町,１-仙台第４合同庁舎

９８３-８５６５ 東北学院中学・高等学校,宮城県,仙台市宮城野区,小鶴字高野,１２３番１

９８３-８５１１ 東北福祉大学 仙台駅東口キャンパス,

９８３-８５１１ 宮城県,仙台市宮城野区,榴ケ岡,二-５番２６号

９８３-８５１２ 東北薬科大学病院,宮城県,仙台市宮城野区,福室,１-１２番１号

９８３-８５０２ 東洋製罐 (株) 仙台工場,宮城県,仙台市宮城野区,港,２-４－１

９８３-８６３９ トヨタカローラ宮城 (株),宮城県,仙台市宮城野区,苦竹,２-６－１０

９８３-８５５２ トラスコ中山 (株) プラネット東北,宮城県,仙台市宮城野区,扇町,２-１－２３

９８３-８５５１ 独立行政法人 産業技術総合研究所 東北センター,

９８３-８５５１ 宮城県,仙台市宮城野区,苦竹,４-２番１号

９８３-８５２２ 三井食品 株式會社 東北支社,宮城県,仙台市宮城野区,扇町,１-１番４１号

９８３-８５０４ 宮城県 社会保険診療報酬支払基金,宮城県,仙台市宮城野区,榴岡,５-１－２７

９８３-８５７０ 宮城トヨタ自動車 (株),宮城県,仙台市宮城野区,日の出町,２-３－７

９８３-８５８５ 宮城労働局,宮城県,仙台市宮城野区,鉄砲町,１-仙台第４合同庁舎

９８３-８５４５ ユアサ商事 (株) 東北支社,宮城県,仙台市宮城野区,原町苦竹,字館前４０－２

９８３-８６２２ (株) ユアテック,宮城県,仙台市宮城野区,榴岡,４-１－１

９８３-８６０１ 仙台市宮城野区役所,宮城県,仙台市宮城野区,五輪,２-１２－３５

９８４-８５０５ アイビー (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,５-３－１２

９８４-８６４２ 青葉化成 (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,１-５－６

９８４-８５７０ イシグロ (株) 仙台支店,宮城県,仙台市若林区,卸町東,３-２－１０

９８４-８５６０ ＮＴＴ東北病院,宮城県,仙台市若林区,大和町,２-２９－１

９８４-８６６９ かねへい食品 (株) 仙台支店,宮城県,仙台市若林区,卸町,１-４－４

９８４-８５１２ (株） エスエスケイ 仙台支店,宮城県,仙台市若林区,卸町東,２-１－１

９８４-８５４３ (株） カネタ田畑,宮城県,仙台市若林区,卸町東,４-１－５

９８４-８５６７ (株） 協和エクシオ 東北支店,宮城県,仙台市若林区,新寺,１-２－７

９８４-８５６８ (株) ＴＴＫ 中倉ビル,宮城県,仙台市若林区,中倉,２-２－２３

９８４-８５７５ (株） 中北電機,宮城県,仙台市若林区,卸町東,４-３－２７

９８４-８５５３ (株） 橋本総業,宮城県,仙台市若林区,卸町東,４-４－３６

９８４-８５４５ (株） ユーメディア,宮城県,仙台市若林区,土樋,１０３

９８４-８５５０ (株) 東機工,宮城県,仙台市若林区,六丁の目元町,８番６号

９８４-８５２５ (株) 五十嵐商会,宮城県,仙台市若林区,卸町,５-１－４

９８４-８６８０ (株) 植松商会,宮城県,仙台市若林区,卸町,３-７－５

９８４-８６６８ (株) 菊重,宮城県,仙台市若林区,卸町,３-６－７

９８４-８５１８ (株) 廣済堂 仙台情報センター,宮城県,仙台市若林区,舟丁,２-１８

９８４-８５７７ (株) サンケー,宮城県,仙台市若林区,卸町東,１-１－３８

９８４-８６６６ (株) 瀬戸屋,宮城県,仙台市若林区,卸町,２-１５－７

９８４-８５５５ (株) 仙台水産,宮城県,仙台市若林区,卸町,４-３－１

９８４-８５５８ (株) ＴＴＫ,宮城県,仙台市若林区,新寺,１-２－２３

９８４-８５８４ (株) 東流社,宮城県,仙台市若林区,卸町東,３-４－１３

９８４-８５１６ (株) プレスアート,宮城県,仙台市若林区,土樋,１０３

９８４-８６８６ (株) 山善 東北支社,宮城県,仙台市若林区,卸町,３-７－７

９８４-８６８８ (株) 渡辺海苔店,宮城県,仙台市若林区,卸町,１-６－４

９８４-８５５２ カメイ (株） 宮城支店,宮城県,仙台市若林区,卸町,５-３－７

９８４-８５３９ 社団法人 日本自動車連盟 宮城支部,宮城県,仙台市若林区,卸町,３-８番１０５号

９８４-８５３８ 社団法人 日本自動車連盟 東北本部,宮城県,仙台市若林区,卸町,３-８番１０５号

９８４-８５１１ 杉本商事 (株) 東北営業所,宮城県,仙台市若林区,卸町東,１-９－２８

９８４-８５０１ 仙台市立病院,宮城県,仙台市若林区,清水小路,３-１

９８４-８５２２ 仙都魚類 (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,４-３－１

９８４-８５４０ タツミ産業 (株） 東北事業部,宮城県,仙台市若林区,卸町東,５-６－２５

９８４-８５３０ ダイト薬品 (株),宮城県,仙台市若林区,荒井東,２００１/１/１０

９８４-８５０３ 東北電力 (株) 仙台南営業所,宮城県,仙台市若林区,沖野,２-５－１０

９８４-８６５４ 東北ナショナル設備建材 (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,３-６－３

９８４-８５８５ 日本たばこ産業 (株) 仙台支店,宮城県,仙台市若林区,五橋,３-４－１２

９８４-８５１９ 東日本電信電話 (株) 宮城支店,宮城県,仙台市若林区,五橋,３-２－１

９８４-８６７５ 馬淵 (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,２-７－５

９８４-８６７０ マルホン (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,２-８－４

９８４-８５６１ 宮城県 仙台第一高等学校,宮城県,仙台市若林区,元茶畑,４

９８４-８５１０ 矢崎総業 (株) 仙台支社,宮城県,仙台市若林区,大和町,４-１７－１

９８４-８５５７ ヤンマーグリーンシステム (株) 東北支店,宮城県,仙台市若林区,六丁の目西町,８番１号

９８４-８５８０ 陸上自衛隊 霞目駐屯地,宮城県,仙台市若林区,霞目,１-１－１

９８４-８６０１ 若林区役所,宮城県,仙台市若林区,保春院前丁,３-１

９８４-８５３３ 渡辺パイプ (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,３-８－４

９８４-８６７６ ワタヒョウ (株),宮城県,仙台市若林区,卸町,３-４－２

９８４-８６０３ (株) ホクエツ,宮城県,仙台市若林区,卸町東,１-１－５２

９８４-８５５１ 宮城鋼具 (株) 仙台営業所,宮城県,仙台市若林区,古城,３-２６－１

９８０-８６６８ 東北放送 (株),宮城県,仙台市太白区,八木山香澄町,２６－１

９８２-８５５１ 仙台南税務署,宮城県,仙台市太白区,柳生,２-２８－２

９８２-８５１０ (株) トーキン,宮城県,仙台市太白区,郡山,６-７番１号

９８２-８５２１ (株) ユニパル,宮城県,仙台市太白区,八木山香澄町,Jan-３５

９８２-８５１１ 北日本電線 (株),宮城県,仙台市太白区,鈎取,字向原前６－２

９８２-８５６６ 国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所,

９８２-８５６６ 宮城県,仙台市太白区,あすと長町,４-１番６０号

９８２-８５５５ 国立療養所 西多賀病院,宮城県,仙台市太白区,鈎取本町,２-１１－１１

９８２-８５２３ (財) 広南会 広南病院,宮城県,仙台市太白区,長町南,４-２０－１

９８２-８５４４ 社会福祉法人 ありのまま舎,宮城県,仙台市太白区,西多賀,４-１９－１

９８２-８５８５ 仙台市水道局,宮城県,仙台市太白区,南大野田,１-２９

９８２-８６０１ 仙台市太白区役所,宮城県,仙台市太白区,長町南,３-１－１５

９８２-８５０２ 仙台市立病院,宮城県,仙台市太白区,あすと長町,１-１番１号

９８２-８５０１ 仙台赤十字病院,宮城県,仙台市太白区,八木山本町,２-４３－３

９８２-８５３１ 仙台南年金事務所,宮城県,仙台市太白区,長町南,２００１/３/１

９８２-８５７７ 東北工業大学 香澄町校舎,宮城県,仙台市太白区,八木山香澄町,Jan-３５

９８２-８５８８ 東北工業大学 二ツ沢校舎,宮城県,仙台市太白区,二ツ沢,６

９８２-８７９８ 東北郵政研修センター,宮城県,仙台市太白区,八木山本町,２-１１－１

９８１-３２８７ 泉パークタウン タピオ,宮城県,仙台市泉区,寺岡,６-５－１

９８１-８５８５ 学校法人 三島学園,宮城県,仙台市泉区,虹の丘,１-１８－１

９８１-３２９７ 仙台泉プレミアム・アウトレット,宮城県,仙台市泉区,寺岡,２００６/１/１

９８１-３１８９ 泉区役所,宮城県,仙台市泉区,泉中央,２-１－１

９８１-３１８８ (株) バイタルネット,宮城県,仙台市泉区,八乙女,３-３－１



９８１-３１９５ 新日本法規出版 (株),宮城県,仙台市泉区,加茂,１-４８－２

９８１-３１９３ 東北学院 大学泉キャンパス,宮城県,仙台市泉区,天神沢,２-１－１

９８１-３１８０ 東北電力 (株) 仙台北営業所,宮城県,仙台市泉区,八乙女,４-５－１

９８１-３１８５ 東北電力ネットワーク (株) 仙台北電力センター,

９８１-３１８５ 宮城県,仙台市泉区,八乙女,４-５－１

９８１-３１９２ 宮城県 運転免許センター,宮城県,仙台市泉区,市名坂,字高倉６５

９８１-３１９４ みやぎ生活協同組合,宮城県,仙台市泉区,八乙女,４-２－２

９８１-３２８０ アルプス電気 (株) 中央研究所,宮城県,仙台市泉区,明通,３-３１-

９８１-３２９２ (株) 日本セラテック,宮城県,仙台市泉区,明通,３-２４－１

９８１-３２９５ 東北国分 (株),宮城県,仙台市泉区,明通,３-２１－２

９８１-３２９３ 東北セミコンダクタ (株),宮城県,仙台市泉区,明通,３-３－１

９８１-３２９６ 凸版印刷 (株) 東北事業部,宮城県,仙台市泉区,明通,３-３０

９８１-３２８１ 独立行政法人 地域医療機能推進機構 仙台病院,

９８１-３２８１ 宮城県,仙台市泉区,紫山,２-１－１

９８１-３２８８ プルデンシャル生命保険 (株),宮城県,仙台市泉区,紫山,２-１－５

９８６-８５０１ 石巻市役所,宮城県,石巻市,穀町,１４番１号

９８６-８５２２ 石巻赤十字病院,宮城県,石巻市,蛇田,字西道下７１-

９８６-８５８５ (株) 遠藤商会,宮城県,石巻市,松並,２-１４－４

９８６-８５０７ (株) 七星社,宮城県,石巻市,南光町,２-２２０－１

９８６-８５４０ 大興水産 (株),宮城県,石巻市,魚町,２-７－４

９８６-８５２５ 中村工業 (株),宮城県,石巻市,築山,１-９番３１号

９８６-８５５５ 日本製紙 (株) 石巻工場,宮城県,石巻市,南光町,２-２－１

９８６-０１９５ 宮城県 石巻市 河北総合支所,宮城県,石巻市,相野谷,字旧会所前１２－１

９８６-８５８０ 石巻専修大学,宮城県,石巻市,南境,字新水戸１

９８５-８５２１ 塩釜ガス (株),宮城県,塩竈市,港町,一-５番１７号

９８５-８５２２ 塩竈港運送 (株),宮城県,塩竈市,貞山通,１-６－３８

９８５-８５０１ 塩竈市役所,宮城県,塩竈市,旭町,１-１

９８５-８５０４ 塩釜商工会議所,宮城県,塩竈市,港町,１-６番２０号

９８５-８６０１ 塩釜税務署,宮城県,塩竈市,旭町,１７－１５

９８５-８５１０ 志波彦神社・鹽竈神社,宮城県,塩竈市,一森山,１-１

９８５-８５０７ 第二管区海上保安本部,宮城県,塩竈市,貞山通,３-４－１

９８５-８６０７ 東北ドック鉄工 (株),宮城県,塩竈市,北浜,４-１４－１

９８５-８５１１ マルブン食品 (株),宮城県,塩竈市,新浜町,３-１６－１５

９８５-８５０６ 宮城厚生協会 坂総合病院,宮城県,塩竈市,錦町,５-１６

９８５-８５０２ ヤマトモ水産食品 (株),宮城県,塩竈市,新浜町,３-１３－３

９８８-８５５５ 気仙沼市観光キャラクター「海の子ホヤぼーや」,

９８８-８５５５ 宮城県,気仙沼市,八日町,２００１/１/１

９８８-８５０２ 気仙沼市教育委員会,宮城県,気仙沼市,魚市場前,１番１号

９８８-８５０１ 気仙沼市役所,宮城県,気仙沼市,八日町,１-１－１

９８８-０３９３ 気仙沼市 本吉総合支所,宮城県,気仙沼市,本吉町津谷舘岡,１０

９８８-０３９２ 小宮山印刷工業 (株) 宮城工場,宮城県,気仙沼市,本吉町猪の鼻,１６９－７

９８９-０２９２ 白石市役所,宮城県,白石市,大手町,１-１

９８９-０２９３ 仙南信用金庫,宮城県,白石市,沢端町,１－４５

９８９-０２９４ ＮＥＣインフロンティア東北 (株),宮城県,白石市,旭町,６-１

９８９-０２９６ セコム工業 (株) 宮城第一物流センター,

９８９-０２９６ 宮城県,白石市,福岡深谷,字南沖８番１５

９８９-０２９５ セコム工業 (株) 宮城第二物流センター,

９８９-０２９５ 宮城県,白石市,福岡深谷,字南沖８番１

９８１-１２９４ イオンモール名取エアリ,宮城県,名取市,,杜せきのした５-３-の１

９８１-１２９８ (株) バイタルネット名取物流センター,宮城県,名取市,下余田,字鹿島１０-

９８１-１２９５ 尚絅学院大学,宮城県,名取市,ゆりが丘,４-１０－１

９８１-１２９２ 名取市役所,宮城県,名取市,増田,字柳田８０

９８１-１２９３ 宮城県立 がんセンター,宮城県,名取市,愛島塩手,字野田山４７－１

９８１-１５９６ アイリスオーヤマ (株),宮城県,角田市,小坂,字上小坂１番

９８１-１５９５ アルプス電気 (株） 通信デバイス事業部 角田工場,

９８１-１５９５ 宮城県,角田市,角田,字西田６－１

９８１-１５９２ 角田市役所,宮城県,角田市,角田,字大坊４１

９８１-１５８１ (株) ケーヒン角田第一事業所,宮城県,角田市,梶賀,字高畑南２１３

９８１-１５８２ (株) ケーヒン角田第二事業所,宮城県,角田市,佐倉,字宮谷地３-

９８１-１５８３ (株) ケーヒン電子事業所,宮城県,角田市,佐倉,字宮谷地４-３号

９８１-１５９３ ＪＡみやぎ仙南農業協同組合 角田支店,宮城県,角田市,角田,字町２９

９８５-８５３８ 王子コンテナー (株),宮城県,多賀城市,宮内,１-５－１

９８５-８５５５ ソニー (株） 仙台テクノロジーセンター,宮城県,多賀城市,桜木,２００３/４/１

９８５-８５３１ 多賀城市役所,宮城県,多賀城市,中央,２-１－１

９８５-８５３７ 東北学院大学 多賀城キャンパス,宮城県,多賀城市,中央,１-１３－１

９８５-８５３５ 東北電機製造 (株),宮城県,多賀城市,宮内,２-２－１

９８５-８５３３ 東洋刃物 (株) 多賀城工場,宮城県,多賀城市,宮内,２-４－１

９８５-８５５１ 日立建機 (株) 東北支社,宮城県,多賀城市,明月,２-３－１

９８５-８５５０ 宮城職業能力開発促進センター,宮城県,多賀城市,明月,二-２番１号

９８５-８５８９ みやぎ復興パーク,宮城県,多賀城市,桜木,３-４－１

９８５-８６５５ 陸上自衛隊 多賀城駐屯地 業務隊,宮城県,多賀城市,丸山,２-１－１

９８９-２４８３ 医療法人 南東北病院,宮城県,岩沼市,里の杜,１-２－５

９８９-２４８０ 岩沼市役所,宮城県,岩沼市,桜,１-６－２０

９８９-２４９６ (株) ヰセキ東北,宮城県,岩沼市,下野郷,字新南長沼１－２

９８９-２４９３ (株) キタセキ,宮城県,岩沼市,相の原,３-１－６

９８９-２４８１ スズキ病院,宮城県,岩沼市,里の杜,３-５－５

９８９-２４８４ 東洋ゴム工業 (株) 仙台工場,宮城県,岩沼市,吹上,３-５－１

９８９-２４９２ 日本製紙 (株) 岩沼工場,宮城県,岩沼市,大昭和,１-１

９８７-０５９５ 登米市役所,宮城県,登米市,迫町佐沼,字中江２-６－１

９８７-０５９３ みやぎ登米農業協同組合,宮城県,登米市,迫町佐沼,字中江三-９－１

９８７-０５９２ 一般社団法人 登米市観光物産協会,

９８７-０５９２ 宮城県,登米市,登米町寺池,目子待井３８１－１

９８７-０７９２ 登米市 登米総合支所,宮城県,登米市,登米町寺池,目子待井３８１－１

９８９-４６９２ 国立療養所 東北新生園,宮城県,登米市,迫町新田,字上葉ノ木沢１

９８９-４７９２ 登米市 石越総合支所,宮城県,登米市,石越町,字愛宕８１

９８７-２１９５ 伊藤ハムディリー (株),宮城県,栗原市,高清水来光沢,２０

９８７-２２９３ 栗原市役所,宮城県,栗原市,築館薬師,１-７－１

９８７-２２９２ 築館税務署,宮城県,栗原市,築館伊豆,３-１番１０号



９８７-２３９２ 栗原市 一迫総合支所,宮城県,栗原市,一迫真坂,字清水田河前５

９８７-２５９２ 栗原市役所 花山総合支所,宮城県,栗原市,花山本沢北ノ前,７７

９８７-２５９３ 国立 花山青少年自然の家,宮城県,栗原市,花山,字本沢沼山６１－１

９８９-４５９２ 栗原市 瀬峰総合支所,宮城県,栗原市,瀬峰,下藤沢１１８－１

９８９-５３９２ 栗原市 栗駒総合支所,宮城県,栗原市,栗駒岩ケ崎,円鏡寺後１５５

９８９-５４９２ 栗原市役所 鶯沢総合支所,宮城県,栗原市,鶯沢,南郷辻前７４－１

９８９-５５９２ 栗原市 若柳総合支所,宮城県,栗原市,若柳川南,戸ノ西４

９８９-５６９３ 栗っこ農業協同組合,宮城県,栗原市,志波姫堀口,見渡２－１

９８９-５６９２ 栗原市 志波姫総合支所,宮城県,栗原市,志波姫沼崎,堰畑１４３

９８１-０３９４ 鮫ヶ浦水曜日郵便局,宮城県,東松島市,宮戸字観音山,５-

９８７-１３９５ 大崎市 松山総合支所,宮城県,大崎市,松山千石,字広田３０

９８７-１３９３ (株) 一ノ蔵,宮城県,大崎市,松山千石,字大欅１４

９８９-６１９３ (株） 柳川商店,宮城県,大崎市,古川駅東,２-２－３

９８９-４１９２ 大崎市役所 鹿島台総合支所,宮城県,大崎市,鹿島台平渡,字上戸下２６－２

９８９-６１８１ アルプス電気 (株） 古川工場,宮城県,大崎市,古川中里,６-３－３６

９８９-６１８３ 大崎市民病院,宮城県,大崎市,古川穂波,三-８番１号

９８９-６１８８ 大崎市役所,宮城県,大崎市,古川七日町,１-１

９８９-６１９２ 東北電力 (株) 宮城県北営業所,宮城県,大崎市,古川中里,１-４番１１号

９８９-６１８２ 東北電力ネットワーク (株) 古川電力センター,

９８９-６１８２ 宮城県,大崎市,古川中里,１-４番１１号

９８９-６１９５ 日本年金機構 古川年金事務所,宮城県,大崎市,古川駅南,２-４－２

９８９-６１８５ 古川税務署,宮城県,大崎市,古川旭,６-２－１５

９８９-６３９２ ＹＫＫ ＡＰ (株) 東北事業所,宮城県,大崎市,三本木,字吉田１

９８９-６４９２ 大崎市 岩出山総合支所,宮城県,大崎市,岩出山,字船場２１

９８９-６４９３ 日東電工 (株) 東北事業所,宮城県,大崎市,岩出山下野目,字砂田１０１

９８９-６８９２ 大崎市 鳴子総合支所,宮城県,大崎市,鳴子温泉,字新屋敷６５

９８１-３３９２ 富谷市役所,宮城県,富谷市,富谷,坂松田３０

９８９-０８９２ 蔵王町役場,宮城県,刈田郡蔵王町,大字円田,字西浦北１０

９８９-０９９８ 宮城蔵王観光 (株),宮城県,刈田郡蔵王町,遠刈田温泉,

９８９-０９９８ 字倉石岳国有林３１１林班ホ小班内

９８９-０５９２ 七ヶ宿町役場,宮城県,刈田郡七ヶ宿町,字関,１２６

９８９-１２９２ 大河原税務署,宮城県,柴田郡大河原町,大谷,字末広１２－１

９８９-１２９５ 大河原町役場,宮城県,柴田郡大河原町,字新南,１９

９８９-１２９３ (株) 菓匠三全,宮城県,柴田郡大河原町,大谷,字保料前１８-

９８９-１３９４ スポーツランドＳＵＧＯ,宮城県,柴田郡村田町,大字菅生,字狢石６－１

９８９-１３９３ 東北特殊鋼 (株）,宮城県,柴田郡村田町,大字村田,字西ケ丘２３

９８９-１３９２ 村田町役場,宮城県,柴田郡村田町,大字村田,字迫６

９８９-１６９２ 柴田町役場,宮城県,柴田郡柴田町,船岡中央,２-３－４５

９８９-１６９３ 仙台大学,宮城県,柴田郡柴田町,船岡南,２-２－１８

９８９-１６９５ 東北リコー (株),宮城県,柴田郡柴田町,大字中名生,字神明堂３－１

９８９-１６９４ 陸上自衛隊 船岡駐屯地,宮城県,柴田郡柴田町,大字船岡,字大沼端１－１

９８９-１７９５ 山崎製パン (株) 仙台工場,宮城県,柴田郡柴田町,槻木白幡,２-９－１

９８９-１５９２ 川崎町役場,宮城県,柴田郡川崎町,大字前川,字裏丁１７５－１

９８１-２１９２ 丸森町役場,宮城県,伊具郡丸森町,字鳥屋,１２０

９８９-２３９３ 亘理町役場,宮城県,亘理郡亘理町,字悠里,１

９８９-２２９２ 山元町役場,宮城県,亘理郡山元町,浅生原,字作田山３２-

９８５-８５７７ 七ヶ浜町役場,宮城県,宮城郡七ヶ浜町,東宮浜,字丑谷辺５－１

９８１-３４９４ (株) ジェーシーアイ 本部 工場,宮城県,黒川郡大和町,松坂平,２-５－２

９８１-３４９５ 日本トーカンパッケージ (株) 仙台工場,

９８１-３４９５ 宮城県,黒川郡大和町,松坂平,８-２番

９８１-３４９６ 富士写真フィルム (株) 電子映像事業部,

９８１-３４９６ 宮城県,黒川郡大和町,松坂平,１-６-

９８１-３４９７ 富士フイルムオプティクス (株) 大和工場,

９８１-３４９７ 宮城県,黒川郡大和町,松坂平,１-６-

９８１-３６８６ (株) エーコープ宮城,宮城県,黒川郡大和町,吉岡,字北原西７２

９８１-３６９８ (株) バイタルネット 宮城物流センター,

９８１-３６９８ 宮城県,黒川郡大和町,小野,字明通４０-の７

９８１-３６８２ 公立黒川病院,宮城県,黒川郡大和町,吉岡,字西桧下６０

９８１-３６８１ セレスティカ・ジャパン (株),宮城県,黒川郡大和町,吉岡,字雷神２

９８１-３６８０ 大和町役場,宮城県,黒川郡大和町,吉岡,字町裏１６

９８１-３６８８ 東北理工専門学校,宮城県,黒川郡大和町,宮床,字牛喰２０

９８１-３６８５ 宮城県 黒川高等学校,宮城県,黒川郡大和町,吉岡,字東柴崎６２

９８１-３２９８ 宮城大学,宮城県,黒川郡大和町,学苑,１番

９８１-３６８４ 陸上自衛隊 大和駐屯地,宮城県,黒川郡大和町,吉岡,字西原２１－９

９８１-３５９２ 大郷町役場,宮城県,黒川郡大郷町,粕川,字西長崎５－８

９８１-３６９２ 大衡村役場,宮城県,黒川郡大衡村,大衡,字平林６２

９８１-３６９７ (株) 本山製作所,宮城県,黒川郡大衡村,大衡,字亀岡５－２

９８１-４２９３ (株) 秋山食品,宮城県,加美郡加美町,字一本杉,７

９８１-４２９２ 加美町役場,宮城県,加美郡加美町,字西田三番,５

９８１-４２９４ 宮城県 中新田高等学校,宮城県,加美郡加美町,字一本柳南,２８

９８１-４３９２ 加美町役場 小野田支所,宮城県,加美郡加美町,字長檀,Feb-７５

９８７-０１９５ アルプス電気 (株) 涌谷工場,宮城県,遠田郡涌谷町,字渋江,２３０

９８７-０１９２ 涌谷町役場,宮城県,遠田郡涌谷町,字新町裏,１５３－２

９８７-８６０３ (株) 瀬川勝雄商店,宮城県,遠田郡美里町,青生,字柳原１０－１

９８７-８６０８ (株) 瀬川本店,宮城県,遠田郡美里町,北浦,字新原５

９８７-８６０５ (株) 丸協,宮城県,遠田郡美里町,北浦,１-１

９８７-８６０７ (株) 渡辺採種場,宮城県,遠田郡美里町,南小牛田,字町屋敷１０９

９８７-８６０２ 美里町役場,宮城県,遠田郡美里町,北浦,字駒米１３

９８６-２２９２ 女川町役場,宮城県,牡鹿郡女川町,女川浜,字女川１３６

９８６-２２９３ 東北電力 (株) 女川原子力発電所,宮城県,牡鹿郡女川町,塚浜,字前田１

９８６-０７９２ 南三陸町役場,宮城県,本吉郡南三陸町,志津川,字塩入７７-




