
特定計量器の修理事業者 （令和４年３月３１日）

事業者名 工場又は事業場の所在地 事業の区分

1 イイダ矢崎サービス株式会社 仙台市宮城野区萩野町1-1‐2 タクシーメーター

2 東北中央商事有限会社 仙台市宮城野区扇町5-1‐6 タクシーメーター

3 杜南自動車商事株式会社 仙台市太白区鹿野2-20-1 タクシーメーター

4 ミカド電機工業株式会社 仙台市若林区六丁の目元町1-7 タクシーメーター

5 株式会社気仙沼飯田電精機 気仙沼市上田中2-4-4 タクシーメーター

質量計 第一類

質量計 第二類 

分銅等

ホッパースケール

自動補足式はかり

充填用自動はかり

コンベヤスケール

その他の自動はかり

質量計 第一類

質量計 第二類

質量計 第一類

質量計 第二類

質量計 第一類

質量計 第二類

質量計 第一類

質量計 第二類

分銅等

ホッパースケール

自動補足式はかり

充填用自動はかり

コンベヤスケール

その他の自動はかり

質量計 第一類

質量計 第二類

ホッパースケール

自動補足式はかり

充填用自動はかり

コンベヤスケール

質量計 第一類

質量計 第二類

13 宮城自動車工業株式会社 仙台市宮城野区扇町3-7-18 自重計

仙台市宮城野区中野4-10-14

刈田郡蔵王町字小金田18-8

15 仙台鈴木自動車工業株式会社 仙台市宮城野区扇町3-8-34 自重計

16 株式会社菅原自動車整備工場 石巻市門脇字築山1-2-74 自重計

8 株式会社高速

11 株式会社寺岡システム

仙台市宮城野区扇町7-4-20

9
東芝テックソリューションサービス
株式会社

仙台市泉区上谷刈6-10-22

10 仙台ヤマトハカリ株式会社 仙台市宮城野区日の出町2-4-12

石巻市大街道西1-7-54

仙台市若林区卸町3-6-5

6 日東イシダ 株式会社

仙台市宮城野区扇町4-1-33

気仙沼市本郷13-10

7 株式会社仙台測器社

仙台市若林区卸町5-3-5

仙台市若林区卸町3-1-24

12 東和工機株式会社 大崎市岩出山東川原151‐1

14
いすゞ自動車東北株式会社
　　　　　　　　　　サービスセンター

自重計
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特定計量器の修理事業者 （令和４年３月３１日）

事業者名 工場又は事業場の所在地 事業の区分

仙台市宮城野区日の出町3-7-45

岩沼市空港南4-1‐1

大崎市古川沢田字立海道68

仙台市宮城野区扇町1-7-36

大崎市古川沢田字新貝沼53-12

柴田郡大河原町東新町21-1

水道メーター 第一類

水道メーター 第二類

21 コモタ株式会社 仙台市太白区富沢南1‐18‐7 自動車等給油メーター

22 株式会社三桂商会 仙台市青葉区北目町3‐6 圧力計 第二類

23 株式会社東機貿 仙台市若林区中倉3-9-15 血圧計 第一類

24 株式会社イヤサカ 仙台市宮城野区大梶10‐23 濃度計 第一類

濃度計 第一類

濃度計 第二類

濃度計 第三類

濃度計 第一類

濃度計 第二類

濃度計 第三類

濃度計 第一類

濃度計 第二類

濃度計 第三類

濃度計 第一類

濃度計 第二類

濃度計 第三類

自動車等給油メーター

小型車載燃料油メーター

30 加茂川啓明電機株式会社 仙台市太白区西中田5-13-13 濃度計 第一類

31 株式会社後藤モータース 登米市南方町銭金壇7-8 自重計

騒音計

振動レベル計

33 さくら観光株式会社 仙台市宮城野区仙台港北2-2-15 タクシーメーター

34 沼倉オート株式会社 東松島市大曲堰の内南65-5 自重計

35 株式会社菅野自動車 気仙沼市松川333-1 自重計

36 菅原自動車株式会社 気仙沼市松川前143 自重計

37 東日本自動車株式会社 宮城県石巻市浦屋敷南6-6 自重計

38 東日本産業株式会社 宮城郡利府町しらかし台6-2-11 濃度計 第一類

39 ブルームビルド株式会社 黒川郡大和町杜の丘3-2-6 分銅等

40 有限会社登米自動車整備工業 登米市寺池鶴ヶ埣372 自重計

29 有限会社宇佐美共栄社 名取市本郷字大門161

仙台市太白区南大野田25-13リオンサービスセンター株式会社32

27 アナテックサービス株式会社 仙台市宮城野区港5-1-1

28 株式会社堀場テクノサービス 仙台市泉区泉中央4-21-8

25 美和電気工業株式会社 仙台市太白区大野田5-3-4

26 東北計測サービス株式会社 仙台市若林区卸町3-1-24

大崎市古川荒谷字新芋川133-15

自重計

自重計

20 仙台市水道局 仙台市若林区卸町2-3-1

19 宮城日野自動車株式会社

三菱ふそうトラック・バス株式会社18

17 宮城車体株式会社 自重計
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特定計量器の修理事業者 （令和４年３月３１日）

事業者名 工場又は事業場の所在地 事業の区分

41 有限会社志津川モータース 本吉郡南三陸町志津川平井田85-2 自重計

質量計 第一類

質量計 第二類

圧力計 第一類

圧力計 第二類

43 株式会社島津アクセス 仙台市青葉区本町2-9-5 濃度計 第一類

質量計 第一類

ホッパースケール

充填用自動はかり

コンベヤスケール

自動補足式はかり

その他の自動はかり

ホッパースケール

充填用自動はかり

自動補足式はかり

自動補足式はかり

充填用自動はかり

その他の自動はかり

ホッパースケール

充填用自動はかり

自動補足式はかり

その他の自動はかり

48 のむら産業株式会社 仙台市宮城野区宮城野1-6-8 充填用自動はかり

質量計 第一類

質量計 第二類

充填用自動はかり

質量計 第一類

コンベヤスケール

充填用自動はかり

自動補足式はかり

51 株式会社千葉測機 仙台市太白区東中田四丁目21-1 質量計 第一類

特定計量器の指定製造事業者 （令和４年３月３１日）

事 業 者 名 工場又は事業場の所在地 事業の区分

水道メーター 第一類

水道メーター 第二類

49 株式会社タイガーカワシマ 大崎市古川字上古川9-1

50 NASCO株式会社 仙台市若林区伊在2-1-1

46 東北産機システム株式会社 仙台市宮城野区平成2-11-4

47 株式会社サタケ 仙台市若林区六丁の目南町2-20

44 株式会社クボタ計装 仙台市若林区六丁の目西町3-24

45 グレインマシナリー東日本株式会社 仙台市若林区六丁の目南町2-20

42 東日本旅客鉄道株式会社 宮城郡利府町利府字新谷地脇

1 愛知時計電機株式会社 仙台市宮城野区扇町6-１‐１９
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