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闘地盤補強地業

回電気 ・ 霞伎

図石材 ・ タイル

m 自動ドア

回建築金物 ・建材 ・ 加工 E' 住宅資材 ・建材 ・ 工事

田砂ッター

国硝子

国防水屋根屋上緑化 E〗内装 ・ 外装 ＇a 塗装塗料 E〗木工家具建具

田住設機器 E3 昇降機 ・ 駐車設備舞台設備 E3 冷暖房 ・ 空調関連 m 出版 ・ 教育•|T

国金属製建具

国その他

アイジー工業（株）仙台営業所
ff022-292-5405 FAX022-292-5406 

〒 983-0852 仙台市宮城野区梱岡4-12-12 L.Biz仙台5F

担当者：齋藤寿実

国

（株）アオモリバイル
ff0178-24-1115 FAX0178-47-9424 

〒 031-0072 青森県八戸市城下1-17-20

担当者：中川原利幸

’’ 

旭日工業（株）
ff022-251-3120 FAX022-252-3738 

〒 983-0826 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東2-34-20

担当者：二階堂義行

国

（有）東広告製版
ff022-225-6101 FAX022-225-6102 

〒 980-0802 仙台市青葉区二日町17-4

担当者：東成映

国

（株）イケダコーポレーション仙台営業所
00229-87-4435 FAX0229-87-4436 

〒989-6162 宮城県大崎市古） 1|駅前大通2-1-7

担当者：田中亮
口因囚

（有）イソ ップ
ff022-727-6861 FAX022-727-6860 

〒 981-0943 仙台市青葉区国見5-14-7

日'‘
担当者：小野康弘

岩倉化学工業（樹仙台営業所
云022-355-4480 FAX022-355-4481 

〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町1丁目11-1 萩野町Mピル

口囚田
担当者：伊藤年則

（株）インターセントラル仙台営業所
ff022-227-9871 FAX022-216-5847 担当者：戸羽明生

〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-7-12 グリーンウッド仙台一番町ビル5F

国

（株）ウッドワン構造システム営業部仙台分室 国日国国田
ftOS0-9000-3372 FAX022-388-6132 担当者：朽木瑞穂
〒 983-0013 仙台市宮城野区中野4-2-26

（株）エヌ・ワイ・ケイ東北営業所
ft022-797-1657 FAX022-797-1676 

〒980-0014 仙台市青葉区本町1-13-32 オーロラビ）i,902

田E
担当者：津谷正徳

（株）エフワンエヌ東北支店
ff022-352-3831 FAX022-352-3832 

〒 983-0002 仙台市宮城野区蒲5丁目9番地の3

国国
担当者：藤村昌史

（株）遠藤照明
!!022-263-4412 FAX022-263-4416 担当者：菅原英樹

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-1-30 南町通り有楽館ビルディング3F

即

大阪ガスケミカル（株） ＇ 
ff03-6661-9246 FAX03-3662-8612 担当者：小磯克也

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-6-1 日本橋本町プラザビル4F

（有）オー ツ ー El 圧
0019-631-1113 FAX019-635-3108 担当者：小野寺 一幸
〒 020-0866 岩手県盛岡市本宮5-13-16 080-6043-3558 

（株）オカムラ東日本支社 国
ff022-712-1531 FAX022-712-1536 担当者：大場宗一

〒980-0013 仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア12F

（株）オギノ 国
ff024-546-6700 FAX024-546-6500 担当者：荻野誠也
〒 960-8152 福島県福島市鳥谷野字岩田35-1

（株）Otias D日田
ff0237-4 7-4884 FAX0237-4 7-4887 担当者：深瀬起ー

〒999-3737 山形隈東根市大字若木字七窪5555-8

（株）ガーデンニ賀地 因
四022-392-4128 FAX022-392-3184 担当者：有賀英夫
〒 989-3124 仙台市青葉区上愛子字遠野原34-1

開螢（株）
0018-824-2233 FAX018-864-6888 

〒 010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反170-191

国国国
担当者：小林啓仁

元旦ピュ ーティ工業（株）東北支店
ft022-728-3031 FAX022-728-3032 

〒 981-0941 仙台市膏葉区堤通雨宮町2-3TR仙台ビル3F

国細
担当者：三國宏輔

（株）キムラ
ffO 1 9-635-1251 FAX01 9-634-1 935 

〒 020-0866 岩手県盛岡市本宮6-8-8

m四国四皿
担当者．大星戚

（株）金華工業商会
ff022-284-5028 FAX022-284-5025 

〒 983-0034 仙台市宮城野区扇町3-6-1

担当者：本田 賢一

国

クマリフト（株）仙台営業所
ff022-288-6000 FAX022-288-0800 

〒 984-0011 仙台市若林区六町の目西町1-18

担当者：八木橋渡

国

栗原木工（株）
ft022-284-0055 FAX022-284-8055 

〒 983-0035 仙台市宮城野区日の出町1-6-30

口国国
担当者：栗原英悦

クリヤマジャパン（株）
ff022-263-6951 FAX022-263-6953 

〒980-0014 仙台市青葉区本町1-11-1 HF仙台本町ピル7階

日回
担当者：酒井隆年

黒沢建設（株）仙台営業所
ff022-262-8422 FAX022-262-8446 担当者：松尾彰
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-8-10 あいおいニッセイ同和損保仙台一番町ビル 

田

（株）ゴール仙台営業所
ff022-263-7851 FAX022-263-7861 

〒 980-0802 仙台市青葉区二日町7-14 二日町大友ビル4F

担当者：佐藤輝明

回

コクヨ東北販売（株）
ff022-217-6594 FAX022-266-0232 

〒 980-0021 仙台市言葉区中央2-9-10 セントレ東北10F

担当者：小川公一

国

小松ウォール工業（株）仙台支店 国
ff022-788-2181 FAX022-788-2188 担当者：真壁太一

〒 983-0035 仙台市宮城野区日の出町1-6-10 

（株）サムシング仙台支店 ’’ 
ff022-721-3649 FAX022-721-3650 担当者：佐々木洋秋
〒980-0013 仙台市膏葉区花京院2-1-14 花京院ビルディング7F

三協立山（株） 三協アルミ社東北支店
ff022-231-1861 FAX022-231-1864 

〒 984-0002 仙台市若林区卸町東1-7-26

因口国国
担当者：南雲明広

（株）サンゲツ東北支社 日国
ff022-287-3765 FAX022-287-2995 担当者：石神輝也
〒 984-0031 仙台市若林区六丁目字南98-1

三晃金属工業（株）東北支社 因
ft022-217-6680 FAX022-217-6684 担当者：白砂実
〒 980-0801 仙台市育葉区木町通1-8-28 三栄木町通ビル4F

（株）サンシバ複層
ff022-382-1 051 FAX022-382-1 052 

〒 989-2411 宮城県名取市本郷字焼野141-4

担当者：大久保良一

田

（株）三窓
云018-824-2951 FAX018-865-4379 

〒 010-0956 秋田県秋田市山王臨海町3-37

担当者：菅原良徳

国

（株）三洋工業東北システム
ff022-284-6211 FAX022-231-6477 

〒 983-0034 仙台市宮城野区扇町5-9-31

担当者：岩永抗一

E-

三和シャッター工業（株）東北事業部
ft022-238-3807 FAX022-238-3806 

〒 983-0034 仙台市宮城野区扇町1-1-45

国国田
担当者：福原俊一

（株）シェルター

ft023-647-5200 FAX023-647-5250 

〒 990-2473 山形県山形市松栄1-5-13

担当者：早坂勇人

因

鹿闇（株）
ft023ー633-3535 FAX023-633-3538

〒 990-0071 山形県山形市流通セ ン タ ー 3-7-1

担当者：鹿間裕志

ロ

昭石化工（株）
ff022-771-1040 FAX022-218-9209 

〒 981-3133 仙台市泉区泉中央1-22-2 高保壱番館 201

担当者：高柳徹

国

シリカジャバンGP（株）
ft022-767-6529 FAX022-774-1453 

〒 981-0135 宮城県宮城郡利府町菅谷台4-2-11-702

国口因
担当者：未吉幹夫

（株）セキノ興産仙台店
ff022-236-3531 FAX022-236-3945 

〒 984-0002 仙台市若林区卸町東1-5-20

担当者：大友剛史

国

（株）総合資格 田
ff022-217-8421 FAX022-217-8425 担当者：伊東知英
〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-17 仙台ピルディング駅前館3F

大建工業（株）東北支店 E〗E〗
ff022-762-8980 FAX022-762-8391 担当者：川村和司
〒983-0852 仙台市宮城野区梱岡3-4-1 アゼリアヒルズピル1F 

大光電機（株）仙台支店
云022-284-5611 FAX022-284-5615 

〒 984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-22

担当者：瀧澤宏

細

高島（株）東北営業所
ff022-222-111 5 FAX022-222-111 6 

〒 980-0803 仙台市青葉区国分町3-4-33 仙台定禅寺ビル4F

＂口因田
担当者：岡田英幸

高田産商（株）
ff0247-33-3101 FAX0247-33-2142 

〒 963-6131 福島県東白川郡棚倉町中居野96-1

E"3回日El田
担当者：園井利幸

タカラスタンダード（株）東日本直需支社営業部第三営業部
ft022-386-2005 FAX022-386-1404 

〒981-1241 宮城県名取市高舘熊野堂字余方上5-11

担当者：大矢浩平

田

（株）タケナカ
ff017-739-8888 FAX017-773-8174 

〒030-0142 青森市野木字野尻37-734

担当者：佐藤秀明

’’ 

（株）竹原屋本店
ff023-685-2356 FAX023-685-2357 

〒 990-2251 山形県山形市立谷川2-851-4

担当者：五十嵐慶三

回

田島ルーフィング（株）仙台営業所
C022-222-6413 FAX022-263-5610 

〒980-0021 仙台市青葉区中央1-6-35 東京建物仙台ビル6F

口回因
担当者：但木英子

タニコー（株）仙台営業所
ff022-236-3607 FAX022-236-3676 

〒 983-0039 仙台市宮城野区新田東1-3-5

担当者：吉田卓郎

田

チャネルオリジナル（株）仙台営業所 日目口B囚囚日因田田
ft022-716-0187 FAX022-224-2215 担当者：濱本佑児
〒980-0014 仙台市青葉区本町2-1-29JRE 仙台本町ホンマビル3F

（株）畏府製作所仙台営業所
0022-264-0311 FAX022-264-0309 

〒980-0012 仙台市青葉区錦町1丁目4番6号

El国
担当者：奥田文人

（株）D.C.Tアイ
ff022-388-7530 FAX022-388-7533 

〒 983-0012 仙台市宮城野区出花1-15-3

回口Ei
担当者：鈴木龍

帝国器材（株）福島営業所
ft0243-66-2511 FAX0243-66-2512 

〒 964-0202 福島県二本松市針道字赤泥根29

ティンバラム（株）

担当者：佐久間昭一

因口
ft018-875-2151 FAX018-875-5458 担当者：菊池和文
〒 018-1794 秋田県南秋田郡五城目町大川大川字ウッフケ141-1 

国

（株）デ コスタイル
ft022-212-9201 FAX022-212-9202 

〒 980-0014 仙台市青葉区本町2-9-8 日宝本町ビル801

（株）デザイン企画
ff019-661-8623 FAX019-661-8629 

〒020-0103 岩手県盛岡市西松園三丁目20-3

（株）天童木工
ft023ー653-3121 FAX023-653-3454

〒 994-8601 山形県天童市乱Jl|1-3-10

（株）TO KO
ff022-395-7471 FAX022-395-7472 

〒 980-0803 仙台市青葉区国分町3-11-5 日宝勾当台西ピル801

（株）東京エ コール青森営業所
ft017-761-2285 FAX017-761-7610 

〒038-0031 青森市大字三字丸山393-271

（株）東北シンドウ
ff022-237-8001 FAX022-238-5666 

〒 983-0035 仙台市宮城野区日の出町3-4-11

東北ポール（株）
ft022-263-5254 FAX022-227-6773 

〒 980-0804 仙台市青葉区大町二丁目15-28 腹崎大町ビル

東北ポール（株）青森営業所
ff017-722-4258 FAX017-773-2931 

〒030-0804 青森市長島2T目25-1 太陽生命青森ピル5F

東リ（株）盛岡営業所
乞1019ー632-6211 FAX019-632-6212 

〒 020-0838 岩手県盛岡市津志田中央3丁目27-57

（株）東和
ft018-864-4561 FAX018-864-4564 

〒 010-0921 秋田県秋田市大町2-7-26

回口国
担当者：菊池弘道

国
担当者：高橋邦夫

国
担当者：村山繁弘

回
担当者：福田英之

国
担当者：三ツ橋賢

国
担当者：天池英司

’’ 
担当者：相川英二

＂ 
担当者：寺山健康

因
担当者：高田健吾

日囚囚
担当者：野口久榮

東和電材（株）
0017-739-9281 FAX017-739-9149 

〒030-0852 青森市大字大野字前田72-1

回田
担当者：柳谷文男

トーソー（株）東北ブロック
ft022-288-8415 FAX022-287-3110 

〒984-0012 仙台市若林区六町の目中町31-35

国田
担当者：佐藤浩

TOTO（株）東北支社
ft0570-013301 FAX022-773-1002 

〒 981-3112 仙台市泉区八乙女2丁目2-2

担当者：田中宏之

記

中村物産（有）
ft022-308-5250 FAX022-308-5218 

〒 982-0024 仙台市太白区砂押南町1-4 誠和ビル2F

闘口
担当者：大石真

ナブコシステム（株）仙台支店
ff022-783-8725 FAX022-231-2725 

〒 983-0039 仙台市宮城野区新田東1T目16-3

国国
担当者：及川弘行

日建学院【（株）建築資料研究社】
ff022-267-5001 FAX022-267-0819 

〒980-6007 仙台市青葉区中央4-6-1 SS30ビル7F

担当者：渡辺敏幸

Ei 

日新工業（株）仙台営業所
ff022-263-0315 FAX022-263-0316 

〒980-0803 仙台市青葉区国分町2-14-24 仙台松井 ピル4F

担当者：高橋澗

国

（株）日進産業
ft022-287-9131 FAX022-287-9132 

〒984-0032 仙台市若林区荒井 5-8-20

口国囚
担当者：泉澤智

ニッタイ工業（株） 日
ff022-234-5602 FAX022-234-5603 担当者：星敦史
〒981-8003 仙台市泉区南光台3-6-20 プティメゾン旭ヶ丘103

（株）ノザワ仙台支店
ff022-225-7986 FAX022-217-3734 担当者：畠中昭敏
〒980-0811 仙台市青葉区一番町二T目8-15 太陽生命仙台ビル6F

国

..,. Hナソニック（株） エレクトリ ックワークス社 口回田田田
ft022-261-2318 FAX022-225-4857 担当者：岡本俊一

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-4-6 仙台本町三井ビルディング内4F

ピーエス（株）仙台営業所
ft022-211-5431 FAX022-211-5434 

〒980-0822 仙台市青葉区立町20-11

担当者：菊池照彦

国

（株）ビジネスセンター 国国国
!!022-297-3710 FAX022-297-3729 担当者：工藤昌彦
〒983-0046 仙台市宮城野区西宮城野1-10 ビジネスセンタービル 1F 

（株）日立ビルシステム東日本支社
ff022-222-1329 FAX022-222-0241 担当者：高倉広
〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-1-1 仙台ファーストタワー 20F

国

（株）フェイス 国
ff022-265-4733 FAX022-265-4734 担当者：吉宮由李子
〒980-0023 仙台市青葉区北目町2-39 東北中心ビル1F

福井コンピュ ータアーキテクト（株） 田
!!0570-039-291 FAX022-762-8113 担当者：堤崇
〒983-0864 仙台市宮城野区名掛T205-1 広瀬通SEビル2F

（株）不ニサッシ東北 国
ff022-222-4250 FAX022-222-4254 担当者：三浦直樹
〒980-0021 仙台市青葉区中央2-9-27 プライムスクエア広瀬通9F

フジテック（株） 北日本支社東北支店 国
ft022-222-0271 FAX022-222-0290 担当者：千葉拓弥
〒980-0811 仙台市膏葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー 6F

富士塗料興業（株）
ff022-232-0221 FAX022-232-0223 

〒984-0015 仙台市若林区卸町3-1-17

担当者：高橋知 大

＇ 

（株）フジマック仙台営業部
!!022-788-4431 FAX022-788-4435 

〒984-0048 仙台市若林区白萩町23-13

担当者：大沼慎一

田

フルテ ック（株）仙台支店
ft022-782-2411 FAX022-782-2412 

〒984-0042 仙台市若林区大和町4-6-43

国国田
担当者：八木好浩

（株）豊和仙台営業所
ff022-207-5511 FAX022-207-5512 

〒984-0038 仙台市若林区伊在1-1-5

担当者：湯浅穣

E〗

（株）北洲建設・資材事業部仙台支店
ft022-237-5711 FAX022-237-5720 

〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-3-20

口囚田
担当者：岩舘和彦

ホシザキ東北（株）
ff022-728-9508 FAX022-728-9519 

〒981-0913 仙台市青葉区昭和町2-38

担当者：井上和宏

田

北海道バーケ ット工業（株）仙台営業所
ff022-219-3621 FAX022-219-3624 

〒 981-0932 仙台市音葉区木町9-5

担当者：村上徹

国

（株）松村電機製作所東北支店
0022-221-7791 FAX022-267-6892 

〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2 KJビルディング10F

担当者：元臼弘和

国

ヤマキ工業（株）東北営業所 日回
ff022-214-0555 FAX022-216-4488 担当者：松本義弘
〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-23 仙台いちょう坂ハルヤマ ピル5F

（株）YAMAGIWA東日本営業部
ft03-5418-9061 FAX03-5418-3990 

〒105-0014 東京都港区芝3-16-13

担当者：大木弘仁

圏

山二建設資材（株）
ff018-826-0332 FAX018-826-0302 

〒010-1415 秋田県秋田市御所野湯本3-1-5

Dm四国因即匹Ei
担当者．佐藤 有

（株）LIXIL
ft022-7 45-07 46 FAX022-7 45-07 49 

〒981-3135 仙台市泉区八乙女中央1-1-23

日因田
担当者：齋藤孝志

リリカラ（株）東北支店
0022-288-3185 FAX022-288-3195 

〒983-0004 仙台市宮城野区岡田西町3-10

担当者：三浦淳

国

リンナイ（株）東北支社
U022-288-3251 FAX022-288-3252 

〒984-0038 仙台市若林区伊在3-1-2

担当者：磐井傑

国

Y KKAP（株）
ft022-224-4134 FAX022-263-4124 

〒980-0014 仙台市青葉区本町2-9-7 仙台YF ピル4階
担当者：渡辺聡

国
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https://www.igkogyo.co.jp/
https://jidaisho.jp/
http://www.azuma-p.jp/index.html
https://iskcorp.com/
https://iwakura-chem.co.jp/
https://www.i-central.co.jp/
https://www.woodone.co.jp/
https://www.nyk-tank.co.jp/
https://fonen.co.jp/
https://www.endo-lighting.co.jp/
https://www.ogc.co.jp/
Owner
長方形

https://www.okamura.co.jp/
http://www.ogino1950.com/greeting.html
https://otias-inc.jp/
https://www.nigachi.co.jp/
http://www.kaihatsu-net.co.jp/
https://www.gantan.co.jp/
https://www.kimuranet.jp/
https://www.kinka-k.co.jp/
https://www.kumalift.co.jp/
https://www.kuriyama.co.jp/
https://www.kurosawakensetu.co.jp/
https://www.goal-lock.com/
https://www.kokuyo.co.jp/
https://www.komatsuwall.co.jp/
https://www.s-thing.co.jp/
https://www.st-grp.co.jp/
https://www.sangetsu.co.jp/
https://www.sankometal.co.jp/
http://www.sanshiba.jp/
https://www.city.akita.akita.jp/wp/database/sp/detail.php?id=1852
http://www.sanyo-industries.co.jp/tohoku-sys/index.html
https://www.sanwa-ss.co.jp/
https://shelter.inc/
http://www.sikama.co.jp/
https://www.shosekikako.co.jp/
https://www.silicajapan.com/
http://www.sekino.co.jp/
https://www.shikaku.co.jp/
https://www.daiken.jp/
https://www.lighting-daiko.co.jp/
https://www.tak.co.jp/
https://tds-takada.co.jp/
https://www.takara-standard.co.jp/
https://takenaka-g.com/
http://www.takeharaya.co.jp/
https://tajima.jp/
https://www.tanico.co.jp/
https://www.channel-o.co.jp/
https://www.chofu.co.jp/
http://www.dct-i.co.jp/
https://teikokukizai.co.jp/
https://timberam.co.jp/
http://design-kikaku.com/
https://www.tendo-mokko.co.jp/
https://www.toko-ss.co.jp/
https://www.tokyo-ecole.co.jp/
http://www.shindo-kogyo.co.jp/
http://www.tohokupole.co.jp/
http://www.tohokupole.co.jp/
https://www.toli.co.jp/
https://www.akitanet.jp/towa/
http://www.towa-denzai.com/
https://www.toso.co.jp/
https://jp.toto.com/
http://nakamura-jishin.com/
https://www.nabcosystem.co.jp/
https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx
https://www.nisshinkogyo.co.jp/
https://www.gaina.co.jp/
https://www.nittai-kogyo.co.jp/
https://www.nozawa-kobe.co.jp/
https://panasonic.co.jp/ew/
https://ps-group.co.jp/
https://www.hbs.co.jp/
http://faith-1.co.jp/index.php
https://archi.fukuicompu.co.jp/
https://www.fujisash.co.jp/
https://www.fujitec.co.jp/
http://fujitoryo.co.jp/
https://www.fujimak.co.jp/
https://www.fulltech1963.com/
https://www.kk-howa.co.jp/
https://www.hokushu.net/kenzai/
https://www.hoshizaki-tohoku.co.jp/
http://www.parquet.co.jp/
https://www.matsumuradenki.co.jp/
https://www.yamakikogyo.co.jp/
https://www.yamagiwa.co.jp/
https://www.yamani-ks.co.jp/
https://www.lixil.co.jp/
https://www.lilycolor.co.jp/
https://www.rinnai.co.jp/
https://www.ykkap.co.jp/



