
1 計量器工業部会

〒会社名 住所 電話 FAX代表者名役職

980-0014東和工機㈱ 宮城県 仙台市青葉区 本町1-10-12　Sビル4F (022)-225-4821 (022)-225-7460石山　智博代表取締役

989-3212三徳化学工業㈱宮城工場 宮城県 仙台市青葉区 芋沢字大竹新田10-2 (022)-394-2172 (022)-394-7184野口　睦郎宮城工場長執行

981-3121東芝ﾃｯｸｿﾘｭｰｼｮﾝ ｻｰﾋﾞｽ㈱東北支店 宮城県 仙台市泉区 上谷刈6-10-22 (022)-772-6080 (022)-218-4516笹川　　智支店長

981-3221㈱仙台リサイクルセンター 宮城県 仙台市泉区 根白石字福沢後1-1 (022)-278-3196 (022)-348-4733沼田　隆代表取締役

981-3206㈱ジェイネックス 宮城県 仙台市泉区 明通2丁目80 (022)-779-5515 (022)-779-5516杉目　裕一代表取締役

981-3137㈱ホクショウ 宮城県 仙台市泉区 大沢2丁目12-1 ( 022)- 375-6665 ( 022)- 375-9709中上　剛代表取締役

983-0001第一商事㈱仙台事業部 宮城県 仙台市宮城野区 港1-6-1　JFE条鋼㈱仙台製造所内 (022)-258-9351 (022)-258-9350永田　博孝代表取締役

983-0007㈱鈴正 宮城県 仙台市宮城野区 仙台港北2-6-16 (022)-258-2781 (022)-258-2782渡部　明夫代表取締役

983-0034㈱サニックス仙台 宮城県 仙台市宮城野区 扇町2-4-11 (022)-232-2374 (022)-232-2378佐藤　克己代表取締役

983-0034宮城第一メタル㈱ 宮城県 仙台市宮城野区 扇町３－１－４１ (022)-232-3595 (022)-232-3544菅原　克郎代表取締役

983-0034宮城自動車工業㈱ 宮城県 仙台市宮城野区 扇町３－７－１８ (022)-284-6161 (022)-284-0604今野　拓美代表取締役社長

983-0034仙台鈴木自動車工業㈱ 宮城県 仙台市宮城野区 扇町３－８－３４ (022)-231-9196 (022)-284-9466鈴木　勇人代表取締役

983-0034宮城車体㈱ 宮城県 仙台市宮城野区 扇町4-3-40 (022)-236-8181 (022)-236-4830佐藤　真路子代表取締役

983-0034東北中央商事㈲ 宮城県 仙台市宮城野区 扇町５－１－６ (022)-236-4357 (022)-236-4360神田　千草代表取締役

983-0034愛知時計電機㈱仙台工場 宮城県 仙台市宮城野区 扇町6-1-19 (022)-388-6788 (022)-259-2510市瀬　兼司工場長

983-8555㈱高速 宮城県 仙台市宮城野区 扇町7-4-20 (022)-259-1515 (022)-259-1505赫　規矩夫代表取締役社長

983-0035仙台ヤマトハカリ㈱ 宮城県 仙台市宮城野区 日の出町２－４－１２ (022)-236-2225 (022)-236-6592加藤　尚佐　代表取締役
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983-0043イイダ矢崎サービス㈱ 宮城県 仙台市宮城野区 萩野町１－１－２ (022)-237-2751 (022)-782-5061斎藤　愛子代表取締役社長

983-0828㈱サイコー 宮城県 仙台市宮城野区 岩切分台1-8-4 (022)-255-3150 (022)-255-9955齋藤　孝志代表取締役

983-0036㈱タツノ　東北支店 宮城県 仙台市宮城野区 苦竹２－７－３２ (050)-9000-0690 (022)-236-7782枡田　和彦支店長

983-0021㈱田中衡機工業所　東北営業所 宮城県 仙台市宮城野区 田子3-1-5 ( 022)- 388-6401 ( 022)- 388-6402坂井　常行部長

983-0034㈱仙台マテリアル 宮城県 仙台市宮城野区 扇町1-6-21 (022)-788-3412 (022)-788-3413芳賀　進代表取締役

983-0036松田産業㈱仙台営業所 宮城県 仙台市宮城野区 苦竹1-6-45 (022)-236-3125 (022)-236-6293松田　芳明代表取締役

983-0014日本電気計器検定所東北支社　総務
課

宮城県 仙台市宮城野区 高砂1-29-2 (022)-786-5031 (022)-786-5032白井　照光支社長

984-0032㈱富永製作所仙台営業所 宮城県 仙台市若林区 荒井5-8-20-101 (022)-287-9311 (022)-287-9312伊藤　俊明所長

984-0002東日本冷凍㈱ 宮城県 仙台市若林区 卸町東4-3-24 (022)-288-5257 (022)-287-2111河村　和広代表取締役

984-0002(一社)宮城県タクシー協会 宮城県 仙台市若林区 卸町東三丁目2-38 (022)-288-1113 (022)-288-1114佐々木　昌二会長

984-0014ミカド電機工業㈱ 宮城県 仙台市若林区 六丁の目元町1-7 (022)-354-0844 (022)-282-2335澤田　一幸代表取締役社長

984-0001トキコシステムソリューションズ（株）東北
支店

宮城県 仙台市若林区 鶴代町３－２２ (022)-232-4353 (022)-238-4206三瓶　総一支店長

984-0015㈱仙台測器社 宮城県 仙台市若林区 卸町３－１－２４ (022)-236-1811 (022)-283-1124髙橋　栄一代表取締役

984-0015㈱寺岡システム 宮城県 仙台市若林区 卸町３－６－５ (022)-232-1235 (022)-238-9355長沢　善光代表取締役社長

984-0015日東イシダ㈱ 宮城県 仙台市若林区 卸町５－３－５ (022)-235-3561 (022)-235-3519鍋島　孝敏代表取締役社長

984-0015㈱菅野商店 宮城県 仙台市若林区 卸町2-1-12 (022)-237-4441 (022)-236-6930菅野　俊二代表取締役

984-0002㈱エヌテック 東北支店 宮城県 仙台市若林区 卸町東4-3-14 ( 022)- 288-8641 ( 022)- 287-3409村田　広之支店長

986-0844南光運輸㈱ 宮城県 石巻市 重吉町7-1 (0225)-95-4161 (0225)-22-1214内田　耕一郎代表取締役社長
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986-0853重吉興業株式会社 宮城県 石巻市 門脇字元明神10 (0225)-23-0204 (0225)-22-0216山内　ひろみ代表取締役

989-2431㈱高良 宮城県 岩沼市 相の原３－１ (0223)-22-1500 (0223)-22-1501高橋　隆助代表取締役

988-0164畠和水産㈱ 宮城県 気仙沼市 赤岩四十二20 (0226)-23-0055 (0226)-23-0056畠山　和貴代表取締役

988-0811㈱丸本建設 宮城県 気仙沼市 東八幡前276 (0226)-23-6103 (0226)-23-7273村上　惇代表取締役

985-0001塩釜地区機船漁業協同組合 宮城県 塩竈市 新浜町1-13-1 (022)-352-3232 (022)-364-1755佐藤　晴一代表取締役社長

985-0011カメイ物流サービス㈱ 宮城県 塩竈市 貞山通２－９－１ (022)-365-1131 (022)-366-4492坂下　昭一代表取締役社長

985-0011三陸運輸㈱ 宮城県 塩竈市 貞山通3-11-28 (022)-361-1921 (022)-361-1940布施　義光代表取締役社長

985-0011大郷運輸㈱ 宮城県 塩竈市 貞山通3丁目20-1 (022)- 361-0315 ( 022)- 363-3378高橋　知良代表取締役

989-0267菅野合資会社 宮城県 白石市 字不澄ヶ池46番地 (0224)-26-2819 (0224)-25-1253菅野　冨士夫代表社員

989-0731古賀オール㈱東北支店 宮城県 白石市 福岡深谷字佐久来5-11 (0224)-25-3921 (0224)-25-3926渡辺　次男取締役支店長

981-3302山田車体工業㈱仙台工場 宮城県 富谷市 三の関68-3 (022)-358-3171 (022)-358-3175木部　博司執行役員

989-5501㈱ササエイ薬局 宮城県 栗原市 若柳字川北新町16 (0228)-32-2022 (0228)-32-2042佐々木　健吾代表取締役

987-0511㈱高田商店 宮城県 登米市 迫町佐沼鉄砲丁１１ (0220)-22-3344 (0220)-34-2544髙田　浩成代表取締役
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