
名　　称 スマートアクション宣言

仙台グリコ株式会社
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

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

私たちは，健康経営の実行に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社東北エンジニア
私たちは，特定健診の実施に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

山水舘
私たちは，がん検診の受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，がん検診の受診促進活動に取り組みます。（県民向け）

伊妻漁業株式会社
私たちは，特定健診の受診や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

有限会社前田衛生興業

私たちは，特定健診（職場健診）の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構
成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

Ｍｉｏテクノロジー株式会社
私たちは，従業員等への健康情報発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）

タイヤショップＩ・Ｔ・Ｏ

私たちは，健診等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

佐藤印刷株式会社
私たちは，特定健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社渋谷電気
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社石川コーポレーション
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

豊和建設株式会社
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社サトー測地
私たちは，健康経営に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

杉山工業所
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社協和特殊
私たちは，従業員の健康維持・増進の実践に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

有限会社マルテツ

私たちは，健診（検診）等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従
業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

株式会社千葉商会

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）に取り組みます。（従業員・構成員
向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

株式会社美装社
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）

古川調剤薬局鹿島台店
私たちは，職場健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康についての情報発信や講演会に取り組みます。（県民向け）

多賀城調剤薬局
私たちは，従業員の健康増進の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康情報の発信に取り組みます。（県民向け）

北町薬局
私たちは，禁煙，受動喫煙防止に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

コスモ薬局
私たちは，保健・医療活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社メディファル
私たちは，地域医療への貢献に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，地域医療への貢献に取り組みます。（県民向け）

塩竈調剤薬局
私たちは，職場健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康についての情報発信や講演会に取り組みます。（県民向け）

古川調剤薬局宮崎店
私たちは，職場健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康についての情報発信や講演会に取り組みます。（県民向け）
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南町薬局

私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動，服薬アドヒアランスの向上に取り組み
ます。（県民向け）

古川調剤薬局
私たちは，職場健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，地域住民の健康維持のサポートに取り組みます。（県民向け）

株式会社仙台銘板
私たちは，定期健診受診率100％を目指し，受診勧奨に取り組みます。（従業員・
構成員向け）

古川調剤薬局駅東店
私たちは，職場健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康についての情報発信，相談に取り組みます。（県民向け）

和光物産株式会社

私たちは，社内での分煙など禁煙環境を整えることに取り組みます。（従業員・構
成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

有限会社ケイ
私たちは，健診の勧奨，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，食に関する研究とヘルシー食品のすすめに取り組みます。（県民向け）

有限会社いこま
私たちは，特定健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

三陸飼料株式会社
私たちは，健診等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従業員・
構成員向け）

株式会社アースライフ
私たちは，社内で歯科健康診断の機会を１年に１回，費用補助を行い推奨します。
（従業員・構成員向け）

有限会社エヌケイプランニング
私たちは，特定健診に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社マルイ・スガワラ

私たちは，健診（検診）等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従
業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社宮城珠算振興会
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社ホテル一景閣
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

株式会社ニュー柏崎荘

私たちは，特定健診（職場健診）の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構
成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組・ヘルシーメニューの開発に取り組みます。（県民
向け）

古川調剤薬局　小野田店

私たちは，従業員やご家族に向けた健康情報の発信に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
私たちは，健康情報の発信や地域での講演会に取り組みます。（県民向け）

株式会社東北ライフサービス

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）に取り組みます。（従業員・構成員
向け）
私たちは，がん検診受診促進活動に取り組みます。（県民向け）

玉川電気株式会社

私たちは，健診（検診）等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従
業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

株式会社宮城運輸
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

株式会社介援隊

私たちは，健診（検診）等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従
業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

一般財団法人あんしん財団　東北支局
私たちは，働き方改革（年次有給休暇の取得，時間外労働無し）に取り組みます。
（従業員・構成員向け）

株式会社オオノ

私たちは，健診（検診）等で要精検となった方への受診勧奨及び特定保健指導の
利用勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康情報の発信と県民参加の健康づくりイベント等を実施することに
取り組みます。（県民向け）

有限会社将栄電機
私たちは，健診等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
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株式会社グッドネイバー
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康情報の発信に取り組みます。（県民向け）

日本三景交通株式会社
私たちは，生活習慣病予防の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

みっと調剤薬局
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

市名坂薬局
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，県民参加の健康づくりのイベント企画や協力に取り組みます。（県民向
け）

白石ポリテックス工業株式会社

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）の実践に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
私たちは，ホームページや広報誌等による健康情報の発信に取り組みます。（県
民向け）

ウォルブロー株式会社

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）等に取り組みます。（従業員・構成
員向け）
私たちは，受動喫煙防止，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向
け）

たかぎ薬局　清水店
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）

ゴリラガードギャランティ株式会社

私たちは，中小企業だからこそできる新しい形の健康経営の実践と従業員の健
康増進に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，積極的に講演会，広報誌，ホームページ等による情報発信に取り組み
ます。（県民向け）

株式会社藤崎

私たちは，従業員の健康増進を目的に階段利用・歩行の推奨に取り組みます。
（従業員・構成員向け）
私たちは，みやぎ２１健康プランの３項目の健康づくりのイベント実施に取り組み
ます。（県民向け）

フレンド薬局　国分町
私たちは，ハートヘルスプラザとして心と身体の健康情報発信に取り組みます。
（県民向け）

アサヒ飲料株式会社　東北支社
私たちは，日々健康を意識した活動に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する研究，商品開発に取り組みます。（県民向け）

KousoSpaMasha 発酵喫茶店

私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，発酵食ヘルシーなど健康を意識したメニューの提供・キレイと健康を
叶える活動に取り組みます。（県民向け）

伸和興業株式会社

私たちは，健康維持・増進の実践，特定保健指導の実施や利用勧奨に取り組みま
す。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

恵愛接骨院
私たちは，いつでもどこでも誰でも出来る健康体操に取り組みます。（従業員・構
成員向け）

株式会社ディーバイス　味のおりがみ

私たちは，社員への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，減塩，ヘルシーメニュー（低カロリーメニュー）の開発・提供に取り組み
ます。（県民向け）

WAKコンサルティング　株式会社
私たちは，健康経営に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，ホームページによる健康情報の発信に取り組みます。（県民向け）

宇迦
私たちは，健康づくりに関する研究・商品開発に取り組みます。（県民向け）

株式会社　八島
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

有限会社　AHアベ電工
私たちは，がん検診の受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，がん検診受診促進活動に取り組みます。（県民向け）

和田建築
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，がん検診受診促進活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社　ハギカワ
私たちは，作業員の健康維持・増進の実践に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社　亀山運送
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）
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日和冷蔵　株式会社

私たちは，特定健診（職場健診）の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構
成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

株式会社　吉田潜建
私たちは，特定健診の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，保健・医療活動に取り組みます。（県民向け）

松栄商事　株式会社
私たちは，健康経営に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

株式会社　大もり屋本店
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

理容佐藤
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

ミナト通信システム
私たちは，検診に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに取り組みます。（県民向け）

株式会社　阿部製缶鉄工
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

有限会社　丸道タイヤ商会

私たちは，特定健診（職場健診）の実施・特定保健指導の実施に取り組みます。
（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社　渡波マリンモータース

私たちは，特定健診（職場健診）の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構
成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社　山下住建

私たちは，特定健診（職場健診）の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構
成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

ヒノケン　株式会社
私たちは，従業員，ご家族を対象としたスポーツイベント等の実施に取り組みま
す。（従業員・構成員向け）

株式会社　涌澤組

私たちは，健診（検診）等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従
業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

有限会社　白光電機
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社　サンユープロス
私たちは，階段利用・歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

しゃぶ亭こまち
私たちは，従業員の健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

株式会社　丸久組
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

株式会社　松倉
私たちは，健康診断・がん検診の受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向
け）

横江コンクリート　株式会社
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社　恵巧建
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

優伊建築設計　株式会社
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社　鎌田林業土木
私たちは，職場健診１００％に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，休肝日を週一回とる事に取り組みます。（県民向け）

漢方薬カワシマ

私たちは，健康診断の受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，ホームページや広報誌等による健康情報の発信に取り組みます。（県
民向け）

有限会社　若松煙火製造所
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社　山藤運輸
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）



名　　称 スマートアクション宣言

有限会社　スタジオアート
私たちは，階段利用歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社　ヒラサワ事務器
私たちは，階段利用，歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社　坂口組
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社　パートナーズ
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）

三浦電気
私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）の実践に取り組みます。（従業員・
構成員向け）

株式会社　倉元
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

有限会社　ODK
私たちは，健康経営（従業員の健康維持）に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

自然薬のイシン薬局
私たちは，健康維持の情報とアドバイスに取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，健康づくり，血流測定による未病のうちに改善に取り組みます。（県民
向け）

株式会社アプト
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社渥美商事運輸

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）の実践に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

有限会社東仙台クリーンセンター
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社和光
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

新みやぎ農業協同組合

私たちは，職員への健康情報の発信と特定保健指導の実施，利用勧奨に取り組
みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，組合員やその家族，地域住民の健康寿命の延伸のため，食と農を通し
たくらしの活動に取り組みます。（県民向け）

WIDE FOOD 株式会社
私たちは，職員への健康情報の発信と特定保健指導の実施と利用勧奨に取り組
みます。（従業員・構成員向け）

有限会社成和堂印店
私たちは，階段利用・歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

有限会社かまた屋
私たちは，減塩，ヘルシーメニューの開発・提供に取り組みます。（県民向け）

有限会社松本工建
私たちは，健診等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従業員・
構成員向け）

赤坂建設株式会社
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

お弁当　故里
私たちは，食育活動に取り組みます。（県民向け）

合同会社羯磨商事
私たちは，ボーリング競技を通じて日常運動量の確保，健康増進に取り組みま
す。（県民向け）

雪ヶ谷精密工業株式会社
私たちは，従業員の健康診断の受診率１００％を目指す事に取り組みます。（従業
員・構成員向け）

かまた家具製作所
私たちは，階段利用，歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

ラ・エピ
私たちは，階段利用，歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社村傳家具店
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）

有限会社成澤商店
私たちは，健康的な食事の提供に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社岩金組
私たちは，職場での毎朝のストレッチに取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止に取り組みます。（県民向け）

株式会社バリエコーポレーション
私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）の実践に取り組みます。（従業員・
構成員向け）

有限会社高周工務店
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，がん検診受診促進活動に取り組みます。（県民向け）



名　　称 スマートアクション宣言

株式会社まつむら婚礼写場
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

株式会社てづくり介護
私たちは，毎日テレビ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社加美自動車学校
私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社亀久屋
私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）

ブリヂストンBRM株式会社　仙台事業所
私たちは，社員の皆さんが健康的で，働き易い環境を整備する「健康経営」に取
り組みます。（従業員・構成員向け）

仙台焼肉　楽亭
私たちは，健康．ヘルシーメニューの開発と提供に取り組みます。（県民向け）

株式会社キムラ　印工房キムラ
私たちは，特定健診（職場健診）の実施や受診勧奨に取り組みます。（従業員・構
成員向け）

ニット工房編む～る
私たちは，健診等で要精検となった方への受診勧奨に取り組みます。（従業員・
構成員向け）

県北圧送

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）の実践に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
私たちは，ホームページや広報誌等による健康情報の発信に取り組みます。（県
民向け）

株式会社　ミナトタクシー

私たちは，従業員の健康管理には充分気を付けて体調管理に取り組みます。（従
業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の運動に取り組みます。（県民向け）

株式会社　コシロ
私たちは，階段利用，歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）

麺丼処　祝屋
私たちは，階段利用，歩行の推奨に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，減塩，ヘルシーメニューの開発・提供に取り組みます。（県民向け）

大宮クリーニング店
私たちは，受動喫煙防止のための環境整備に取り組みます。（従業員・構成員向
け）
私たちは，健康づくりに関する教育活動に取り組みます。（県民向け）

株式会社ジャパントレーディング　ガジェット買取
キング

私たちは，職場でのラジオ体操に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

日本クリーンオイル　株式会社
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）

株式会社　マルセイ
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）

明治合成　株式会社
私たちは，健診（検診）等で要精検となった方へ受診勧奨に取り組みます。（従業
員・構成員向け）

千代和楽　株式会社
私たちは，従業員への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

とりふじ弁当
私たちは，健康経営の実践，がん検診の受診勧奨に取り組みます。（従業員・構成
員向け）

株式会社　サロン珠峰

私たちは，健康経営（従業員の健康維持・増進）の実践に取り組みます。（従業員・
構成員向け）
私たちは，ヘルスケアビジネス　ヘルスツーリズム等の展開に取り組みます。（県
民向け）

ビューティーサロン　CREEK
私たちは，従業員等への健康情報の発信に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，受動喫煙防止の取組に取り組みます。（県民向け）

愛犬美容室　リトルピピ　（株式会社　リトルピピ）

私たちは，健康経営の実践に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，ホームページや広報誌等による健康情報の発信に取り組みます。（県
民向け）

森永乳業株式会社東北支店

私たちは，人間ドック，インフルエンザ予防接種，歯科検診等の各種検診の受診
推奨。健康に関する社内セミナーの実施に取り組みます。（従業員・構成員向け）
私たちは，乳製品の普及を通じて，県民の健康維持・増進のサポートに取り組み
ます。（県民向け）


