企業 仙台市青葉区
No

施設・事業所名

URL

1 MBT仙台

http://www.facebook.com/mbt.sendai/

2 株式会社かんぽ生命保険 東北エリア本部

http://www.jp-life.japanpost.jp

3 株式会社 仙台銀行

http://www.sendaibank.co.jp

4 東北電力株式会社 宮城支店
5 アクサ生命保険株式会社 仙台支社

http://www.axa.co.jp

6 TKM Enzyme Spa 仙台店（株式会社OJTKM)
7 YS メンタルヘルス株式会社 仙台オフィス

http://www.mental-health.sif.jp/

8 東京海上日動火災保険株式会社 東北業務支援部 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/
9 第一生命保険株式会社 仙台総合支社
10 杜の都信用金庫

http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/

11 イオン東北株式会社

https://aeontohoku.co.jp/

12 株式会社 わかさ生活 東北支社

http://wakasa.jp/

13 日本調剤株式会社東北支店

https://www.nicho.co.jp

14 三徳化学工業株式会社

http://www.santoku-chem.com

15 マルコメ株式会社東日本支店東北営業所

http://www.marukome.co.jp

16 サントリーフーズ株式会社 東北支社

http://suntory.co.jp/area/04

17 サントリービバレッジソリューション株式会社 東北支社
18 キッチン＆フィットネス スタジオソラ

http://so-la.mystrikingly.com/

19 株式会社ネクサスソリューション

http://www.nexus-sol.co.jp

20 株式会社菊電社
21 武田薬品工業株式会社 東北支店仙台営業所

http://www.takeda.co.jp/

22 株式会社復建技術コンサルタント

http://www.fgc.jp/

23 大成株式会社仙台営業所
24 熱海建設株式会社
25 東日本コンクリート株式会社

http://www.h-con.co.jp/

26 コスモ警備株式会社

http://www.cosmokeibi.com

27 株式会社エス・キャスト仙台

http://www.scast-sendai.com

28 株式会社いきちか
29 アイアンドエス税理士法人
30 財務リスクコンサルティング株式会社
31 コセキ株式会社

http://www.koseki.co.jp

32 ティ・エス工商株式会社
33 山川建設 株式会社
34

クルマ買取＆販売 ベリーカーズ仙台店 OGATAトラストトレーディング株式会社

https://bellycars.net/

35 株式会社 盛総合設計

http://www.sakari.co.jp

36 徳和工業株式会社

http://www.tokuwakk.co.jp

37 株式会社菊地葬儀社

http://www.kikusou.co.jp

38 株式会社敬愛

http://www.keiai-pms.com

39 ベルウッド電気株式会社

http://www.bwe.co.jp/

40 住友生命保険相互会社 仙台支社

http://www.sumitomolife.co.jp

企業 仙台市青葉区
No

施設・事業所名

URL

41 飛燕株式会社
42 株式会社 玄米酵素 仙台営業所

https://www.genmaikoso.co.jp/

43 明治安田生命保険相互会社仙台支社

http://www.meijiyasuda.co.jp

44 リコージャパン株式会社 宮城支社

http://www.ricoh.co.jp/

45 株式会社仙台経済界

http://www.senkey.co.jp

46 宮川薬局

http://4193.com

47 三井住友海上火災保険株式会社 仙台支店

http://www.ms-ins.com/

48 キョウワセキュリオン株式会社 仙台事業所
49 日本生命保険相互会社 仙台支社
50 株式会社 健生

http://www.kensei-group.jp/

51 有限会社サロンド・シロー

http://www.shiro-no-mise.co.jp

52 株式会社宮城衛生環境公社

http://www.miyagi-ek.co.jp/

53 仙台ターミナルビル株式会社

http://www.stbl.co.jp/

54 ポーラテクニカ株式会社

http://polatechnica.co.jp/

55

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 東北第一生保支社

56 パノラマ観光バス株式会社
57 株式会社マザーズえりあサービス
58 ポップセンターさくら
59 有限会社すずひろ生花
60 株式会社千葉出版印刷
61 東北理水化学工業株式会社
62 有限会社エヌケイプランニング
63 一般財団法人あんしん財団 東北支局
64 株式会社オオノ

http://www.hikari-pharmacy.co.jp/

65 サンドラッグ中山台店
66 サンドラッグ愛子店
67 アップル薬局 川平店
68 株式会社ハートランド みやぎ台調剤薬局
69 エイブル調剤薬局
70 株式会社藤崎

https://www.fujisaki.co.jp

71 フレンド薬局 国分町
72 アサヒ飲料株式会社 東北支社

https://www.asahiinryo.co.jp/

73 中山ヘルスマート薬局
74 WAKコンサルティング 株式会社
75 宇迦
76 Ｓｐｉｃｅ Ａｒｔ
77 WIDE FOOD 株式会社
78 株式会社三上
79 お弁当 故里
80 有限会社仙台総合会計事務所

https://www.wakssk.jp/

企業 仙台市青葉区
No

施設・事業所名

URL

81 仙台焼肉 楽亭

sendai.rakutei.com

82 森永乳業株式会社東北支店

morinagamilk.co.jp

83 株式会社 石油ガス工事

http://www.sekiyu-gas-kouji.jp

84 株式会社 ライトアップ
85 ウジエ調剤薬局 台原駅前店
86 薬の杜ふぁるま明日可薬局
87 在宅支援センターたかのはら調剤薬局
88 ピコス薬局 上杉店
89 カメイ調剤薬局 米ケ袋店
90 サン・クロレラジャパン株式会社 東北支店

https://www.sunchlorella.kyoto/

91 株式会社田村式義肢製作工業所
92 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 仙台生保支社
93 株式会社 イート

http://www.eat-inc.jp

94 有限会社 巴商事
95 株式会社 松屋
96 株式会社 光原社 仙台店
97 株式会社 コー・ワークス

co-works.co.jp

98 株式会社アイオーティドットラン

iot-run.co.jp

99 株式会社 Ｏ・Ｓ・Ｔ
100 株式会社 佐勘金物店
101 協和キリン株式会社 東北支店

https://www.kyowakirin.co.jp/index.html

102 株式会社いちたす

https://ichitasu.co.jp/

103 株式会社ジェーエーシー

https://www.jac-miyagi.com/

104 有限会社 草刈はしや
105 株式会社 佐藤ホールディングス
106 NECネットイノベーション株式会社

https://www.necnet-inn.com/

107 東日本興業株式会社
108 伊藤忠商事労働組合 東北支部
109 株式会社セントビルサービス
110 株式会社とんがらし

tongarashi0141.com

111 小野薬品工業株式会社 東北支店

https://www.ono.co.jp

112 白ゆり商事株式会社

https://shirayurisyoji.co.jp

113 EAファーマ株式会社 東北支店

https://www.eapharma.co.jp/

114 Body studio GRACE（ボディスタジオグレイス）

http://www.body-studio-grace.com

115 理研ビタミン株式会社 仙台支店

https://www.rikenvitamin.jp/

企業 仙台市宮城野区
No

施設・事業所名

URL

1 大塚製薬株式会社 仙台支店
2 カゴメ株式会社 東北支店

http://www.kagome.co.jp

3 株式会社 家和楽

http://www.yawara.club

4 ウォーキング専門店 歩楽人

http://www.furattoshoes.jp/

5 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 東北支社
6 ティーシーメディスン株式会社 東口駅前調剤薬局 http://www.tc-medicine.jp
7 株式会社渡邊塗装工業
8 日新商事株式会社
9 株式会社仙台ピアノサービス

http://www.sendai-piano.jp/

10 株式会社シーエッチサービス
11 株式会社テクノカミオカ

http://www.tk-kamioka.co.jp/

12 株式会社ジェイ・クリエイター

http://www.j-creator.co.jp

13 株式会社森岡商会
14 赤帽宮城県軽自動車運送協同組合

http://miyagi.akabou.jp/profile

15 ＡＬＳＯＫ宮城株式会社

http://www.miyagi.alsok.co.jp

16 株式会社四九一アヴァン
17 小野リース株式会社

http://onol.jp

18 年金の窓口株式会社

https://nenkinmadoguchi.com/

19 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 仙台開発支社
20 アルビジア株式会社

http://www.albizia.jp

21 有限会社小野力銘木店
22 株式会社千葉商会
23 株式会社仙台銘板

http://www.s-meiban.com/

24 株式会社アースライフ

http://www.earth-life.co.jp/

25 イオン仙台幸町店
26 アップル薬局 鶴ケ谷店
27 有限会社将栄電機
28 伸和興業株式会社

http://www.shinwakk.jp/

29 株式会社ディーバイス 味のおりがみ

http://origami-lunch.co.jp

30 美容室フォーチューンキャット
31 有限会社東仙台クリーンセンター
32 株式会社和光
33 株式会社仙台左官
34 土井兄弟自動車工業株式会社株式会社
35 株式会社宮城新教育

https://www.m-shinkyouiku.com/

36 株式会社バリエコーポレーション

http://oasistime.jp/

37 株式会社仙台食品運輸
38 株式会社エイチサイン
39 株式会社キムラ 印工房キムラ
40 株式会社 サロン珠峰
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41 株式会社 郷家商会
42 有限会社 共同防災設備
43 さいわい町オレンジ薬局
44 株式会社 Revarc

www.revarc.jp

45 株式会社エコライフサポート

http://eco-ls.co.jp

46 有限会社 仙都設備設計
47

大日本印刷株式会社 情報イノベーション事業部 東日本ＣＸセンター

https://www.dnp.co.jp/

48 株式会社 タック
49 株式会社 リアルデザイン

http://www.real-design.co.jp

50 化研工業株式会社
51 株式会社仙台スイミングスクール

http://www.sendai-swimming.co.jp/

52 株式会社 星インテリア
53 ＳＯＭＰＯひまわり生命保険株式会社 仙台支社
54 ツネマツガス株式会社

www.tunematu-gas.jp/

55 セオサイクル仙台宮城野店
56 株式会社 東園生花

http://www.toenseika.co.jp

57 宮城トヨタ自動車株式会社

www.miyagi-toyota.co.jp

58 ネッツトヨタ宮城株式会社

www.netz-miyagi.co.jp

59 ネッツトヨタ仙台株式会社

http://www.netz-sendai.jp

60 SKグループ

https://kk-saikoh.co.jp

61 三洋テクニックス株式会社

http://sanyo-tec.co.jp

62 丸幸自動車工業株式会社

http://www.lotas-marukoh.co.jp/

63 株式会社 ハマオカ建装
64 守屋木材株式会社

http://www.morimoku.co.jp/

65 株式会社 レンタルシステム東北

https://gecoss.com/tohoku/index.html

66 中城建設株式会社

http://www.nakashiro.co.jp/

67 ラコリス株式会社

https://www.2011laccolith.com

68 守屋電気株式会社
69 株式会社 奥羽木工所

http://www.ohu.jp/

70 第一建設工業株式会社 仙台支店

https://www.daiichi-kensetsu.co.jp/

71 株式会社 東北マツダ
72 株式会社日昇工業
73 トータルアート株式会社

http://www.totalart.info

74 （資）山久商店
75 株式会社本間青果

http://www.honmaseika.co.jp

76 亀田製菓株式会社 東日本支店

http://www.kamedaseika.co.jp/

77 大塚食品株式会社 仙台支店

https://www.otsukafoods.co.jp/

78 株式会社センソクコンサルタント

https://sensoku.com/

企業 仙台市若林区
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1 日伸筆耕所
2 鈴木工業株式会社

http://www.suzukitec.co.jp

3 株式会社 サトー技建

http://www.sgiken.co.jp

4 株式会社エムケーレックス
5 仙台日新自動車株式会社
6 東北テレメディア開発株式会社

http://www.telemedia.co.jp

7 株式会社リブレ
8 クラシタス株式会社

http://curasitasu.co.jp

9 有限会社髙橋写真製版

http://www.takahan.com

10 株式会社佐藤部品

http://www.sato-parts.co.jp

11 株式会社アルファス計装

http://www.alfas.co.jp/

12 株式会社佐元工務店

http://www.samoto.co.jp

13 原シャッター工業 株式会社
14 株式会社 庄定

http://www.shotei.co.jp

15 ミズノ株式会社 仙台営業所

http://corp.mizuno.com/jp/

16 株式会社 愛工大興

http://www.ai-taikoh.co.jp/

17 株式会社宮城公害処理

http://www12.plala.or.jp/miyakoh/index.html

18 株式会社プレスアート

https://www.pressart.co.jp

19 株式会社仙台シティエフエム

https://www.pressart.co.jp

20 弘進ゴム株式会社
21 株式会社仙台鉾田モーター商会

http://hokotamotor.jp/

22 株式会社協神
23 株式会社デュランティス
24 株式会社東北ライフサービス
25 玉川電気株式会社
26 イオンスタイル仙台卸町
27 荒町調剤薬局
28 ミント調剤薬局
29 フレンド薬局 南小泉
30 つるみ薬局 古城店
31 つばさ薬局 若林店
32 マリーン調剤薬局 荒井店
33 荒井駅前オレンジ薬局
34 有限会社 吉田工業所
35 エス・オート仙台
36 有限会社成和堂印店
37 千葉アルミ建材店
38 株式会社佐藤兄弟商会
39 有限会社大友印刷
40 大成印刷株式会社

http://www.tohoku-life.co.jp/
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No

施設・事業所名

URL

41 ヘルスマートフタミ薬局
42 タイム薬局
43 株式会社 庄子畳店
44 三明機材工業株式会社

http://www.senmax.net/sanmeikizai/

45 田中産業 株式会社

https://tanakaindustry.jp/

46 株式会社クリエイトワン

createone.jp

47 東北アイホー調理機株式会社
48 有限会社 秋武工業
49 イワタニセントラル東北 株式会社
50 株式会社 ジャパンビバレッジ東北

http://www.jbinc.co.jp

51 株式会社 鐘崎

https://www.kanezaki.co.jp/

52 株式会社エム・エフ・ティ仙台

http://mft-sendai.com/

53 サンドラッグ南小泉薬局
54 株式会社コウリョウ
55 太子食品工業株式会社

http://www.taishi-food.co.jp

56 株式会社インターディメンションズ

https://interdim.co.jp/

57 株式会社東北ターボ工業 宮城支店

https://t-turbo.co.jp/

企業 仙台市太白区
No

施設・事業所名

URL

1 同事建設株式会社

http://www.dohzi.co.jp

2 ミズノスポーツサービス株式会社

https://www.mizuno-sports-service.co.jp/

3 株式会社 ホテル佐勘

http://www.sakan-net.co.jp

4 株式会社FIT-R 健幸工房

http://fit-r.com/

5 株式会社ルネサンス スポーツクラブ・ルネサンス仙台長町南 http://www.s-re.jp
6 株式会社やまさん
7 有限会社クラスタ
8 永楽交通株式会社

http://www.s-eiraku.jp/

9 有限会社東北ピットイン
10 有限会社 鴻巣
11 有限会社 かざま

http://www.recycle-kazama.jp

12 株式会社 渡辺建材
13 株式会社 STトラスト

http://www.st-trust.com

14 有限会社ＢＲＵＣＥ ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ

http://www.cyberdream.com/

15 株式会社杜の都交通
16 伝統建築研究所
17 ペットショップつづき
18 サンドラッグあすと長町店
19 おりーぶ薬局 長町南店
20 おりーぶ薬局 たいはっくる店
21 おりーぶ薬局 南大野田店
22 つばさ薬局 長町店
23 有限会社松本工建
24 株式会社 yuzuki
25 オトア薬局
26 りっち調剤薬局
27 株式会社 皆栄
28 株式会社 丸鶴 やまびこの湯

https://spa-yamabiko.jp

29 北都ハウス工業株式会社

http://www.hokuto-house.co.jp

30 株式会社アルバ・リンクス
31 有限会社 志貴野薬品
32 有限会社 南インター総業

http://www5.plala.or.jp/minamiinter/

33 フジテクノシステム株式会社

www.fuji-ts.co.jp/

34 サンドラッグあすと長町薬局
35 大和リース株式会社 仙台支社

https://www.daiwalease.co.jp/

36 ライブディック株式会社

http://www.lbdc.co.jp/

37 有限会社 渡辺銅器店

http://watanabedouki.com

38 マスヤ・スチール工業株式会社
39 株式会社太長会
40 株式会社エルニード東北

http://elknead.co.jp/

企業 仙台市泉区
No

施設・事業所名
1 伊那食品工業株式会社 仙台営業所

URL
http://www.kantenpp.co.jp

2 株式会社マルシンク
3 乗馬クラブクレイン仙台泉パークタウン
4 株式会社Mizkan 東北支店

http://www.mizkan.co.jp

5 株式会社 バイタルネット
6 みやぎ生活協同組合

http://www.miyagi.coop/

7

http://www.s-re.jp

株式会社ルネサンス スポーツクラブ＆スパ・ルネサンス仙台南光台

8 株式会社ルネサンス スポーツクラブルネサンス仙台泉中央 http://www.s-re.jp
9 クレアホームコンサルティング株式会社

http://creahome-c.jp/

10 株式会社アネスティ
11 O・T・テクノリサーチ株式会社

http://ottr.co.jp/index.php

12 株式会社 ミヤックス
13 凸版印刷株式会社東日本事業部
14 株式会社フィリップス・ジャパン

https://www.philips.co.jp/

15 サンドラッグ高森店
16 株式会社グッドネイバー
17 八乙女薬局
18 市名坂薬局

http://www.sunlifecommunity.co.jp/

19 ゴリラガードギャランティ株式会社

https://gorillagg.com/

20 仙台いずみ調剤薬局
21 つばさ薬局 泉店
22 みらい調剤薬局 やかた店
23 マスカット調剤薬局
24 恵愛接骨院

http://keiaisekkotuin.com/

25 ユニコン株式会社
26 赤坂建設株式会社
27 ススムタクシー
28 ベルコ宇佐美代理店
29 株式会社オルト（オルトスポーツクラブ）

ortho-sportsclub.com

30 ウエノ設備株式会社
31 かきの木薬局
32 株式会社 仙台リサイクルセンター

http://www.kk-src.co.jp/

33 株式会社N.athletics
34 五十嵐内科クリニック
35 サントリービバレッジサービス株式会社 東北営業本部 https://www.sbv.suntory.co.jp/
36 株式会社 STORY IN STONE

http://www.storyinstone.co.jp

37 株式会社 南光台金物

www.nankoudai-kanamono.co.jp

38 コスモスケア株式会社

http://www.cosmoscare.jp

39 株式会社 エルエスシー
40 株式会社 白寿生科学研究所 仙台支店

https://www.hakuju.co.jp/

企業 仙台市泉区
No

施設・事業所名

URL

41 SoL SorriSo

https://solsorriso.com

42 宮城ノーミ株式会社

http://www.m-nohmi.co.jp/

企業 県外
No

施設・事業所名

URL

1 株式会社ディーエイチシー

https://top.dhc.co.jp/company/jp/cp.html

2 小林製薬株式会社

https://www.kobayashi.co.jp/

3 株式会社 日本健康経営

https://www.nihon-kenkokeiei.co.jp/

