業種

会社名

会社概要

（株）亀山鉄工所

当社は建築設備向けやプラント設備向けの金属加工製品の設計から製造、メンテナンスなど
のアフターサービス、エンジニアリング事業や建築設備関連工事なども東日本を中心に行っ
ています。輻射熱を利用した新しい冷暖房エアージェットフローシステムや再生可能エネル
ギーの蓄熱利用から温泉余剰熱の廃熱回収、温度成層式蓄熱・貯湯システム開発を通じた
省エネ技術にも取組んでいます。

メーカー
・製造

東北厚生興業（株）

義肢装具等補装具を病院等に出向き、採型、適合、及び製作を行う。ほとんどが自社での
オーダーメイド製品である。

メーカー
・製造

日東イシダ（株）

業務用計量機器の製造・販売・保守サービス

株式会社プレスアート

1975年の創刊以来、仙台・宮城で暮らす幅広い読者に支持され続けているタウン情報誌「せ
んだいタウン情報 S-style」や東北の上質な情報を求める層にリーチする大人向けの情報誌
「Kappo 仙台闊歩」などの雑誌メディアの発行により醸成されてきた「ブランド力」、ブラッシュ
アップを続ける「編集力」、顧客ニーズに柔軟に応える「対応力」の３つの力を結集した事業を
展開しています。
グループ会社の(株)ユーメディア、(株)仙台シティエフエムとグループ企業各社が持つリソース
を最大化し地元メディアの強みを活かしたプロモーション提案を行っています。

株式会社ユーメディア

私たちの事業は印刷製造業から始まり、「地域と会社のために、もっとさまざまな分野でお客
様の課題を解決できる会社になろう」と事業領域や活動エリアを広げてきました。
民間企業や自治体、官公庁、学校などのお客様と地域の課題に向き合い、印刷・Web・イベン
ト・動画など多彩なメディアと手法を通じて解決し、未来をともに創造します。
グループ会社の(株)プレスアートと(株)仙台シティエフエムをあわせ3社で構成されている私た
ちユーメディアグループは、自己を「コミュニケーションデザインカンパニー」と定義し、
前例のない仕事にも果敢に挑戦しています。社員一人ひとりの情熱やアイデアをチームワー
クで束ねながら、事業領域を広げてきた、こうした実績を礎に、新たな価値を創造すべく今日
も挑戦を続けています。

メーカー
・製造

匠ソリューションズ株式会社

■Solution Section ： IoT、ICTの製品開発・販売。LSI開発の受託業務
■Jewlinge Section ：縫製製品の開発製造販売。ECサイトの運営（特に女性用商品開発に
特化）

建設
・インフラ

（株）アトマックス

新設及び改修工事の施工管理、既存設備のメンテナンスと技術提案

メーカー
・製造

メーカー
・製造

メーカー
・製造

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

一般住宅、RC、SRC造新築、古民家再生、リニューアル工事など
（株）阿部和工務店
建築・土木に関する工事全般

（株）石井土木

路、河川、橋梁といった公共事業の土木施工を中心に、施工管理・安全管理・工程管理・予算
管理といった土木施工全般の事業を行っております。大手ゼネコンの１次協力業者としての
役割もあり、大型工事物件に携わってさらに高度な安全管理・工程管理・原価管理が求めら
れており、技術者としてのスキルアップが図れ、高度な交渉能力、関係業者との調整能力、外
注業者への差配が対人関係・人間関係を高めております。

奥山工業（株）

舗装工事業をメインにあらゆる土木工事を行っている企業です。公共道路の整備改築並びに
民間造成工事も手掛け、近年は公園整備、スポーツ施設の改修にも力を入れております。

空気調和・給排水衛生・上下水道・ガス設備・消火設備の関する設計・施工を
（株）金華工業商会
行っている。また各種設備のメンテナンスも承っております。

空調企業（株）

お客様の様々なニーズにお応えするため、工事・メンテナンス・販売の３部門を設け、業務用
空調設備に関しての一貫したサービスを提供しております。工事部門は、エアコン、空調関連
機器の各種設備設置工事。メンテナンス部門は、既存設備の点検やメンテナンス、修繕。販
売部門は、フィルターや空調関連機器を販売しております。お客様は主に官公庁やインフラ、
複合商業施設、メーカー等が中心で安定した取引実績を有しております。

業種

会社名

会社概要

クラシタス（株）

・戸建住宅、マンションの総合リフォーム
・戸建住宅、アパートの新築工事
・社屋、病院、学校等のリニューアル工事
・寺社仏閣新築・改修工事
・不動産仲介、買取再販事業

（株）建築工房零

国産無垢木材と自然素材、自然エネルギーを利活用した建築事業を中心に、薪ストーブ・ペ
レットストーブの販売施工を行う環境事業、宅地の仲介・造成分譲を行う不動産事業を行って
います。

建設
・インフラ

（株）興盛工業所

●空気調和・換気設備 ～ マイハウスから店舗、病院などの公の設備まで、それぞれにあっ
た空気、雰囲気、環境づくりを行っています。
●給排水・衛生設備 ～ おいしい水の提供のための設備、より経済的な「お湯」作りの提
案。におわない排水の提供。衛生器具は機能的でおしゃれなデザインが多くあり、取替えの
提案も対応します。
●防災設備 ～ 消火栓やスプリンクラーの施工、設備、保守。ビルの排煙設備の施工、各
種消火栓の設備点検も取り扱っています。
これらの設備の企画・施工・メンテナンス・リニューアル提案を行っています。

建設
・インフラ

後藤工業（株）

官公庁案件を中心とした宮城県内の土木工事業、および道路舗装工事業

建設
・インフラ

（株）サンホーム

住宅部：一般住宅、リフォーム、その他木造建築物、外構工事
工事部：鉄骨造、RC造、木造、リフォーム、外構工事、その他
公共工事まで、幅広く事業を展開しております。

建設
・インフラ

三洋テクニックス（株）

環境維持機械・建設機械・物流機械・特殊車両 整備・車検・販売・リース

建設
・インフラ

建設
・インフラ

全国の発電所及び産業施設等での定期点検工事

建設
・インフラ

（株）ジー・エネックス

建設
・インフラ

伸和興業（株）

官公庁発注の土木工事を受注し、元請けとして宮城県内で現場の施工管理全般を行う

建設
・インフラ

鷹觜建設（株）

建築施工管理及び積算、施工図の作成、現場写真の管理等

（株）タゼン

①住宅の「火」と「水」廻りに関わるリフォーム
②ガス設備工事
③上下水道設備工事
④内外装エクステリア施工・デザイン
⑤銅の伝統工芸

同事建設（株）

官公庁・民間の建築及び土木工事を仙台市内及び近郊を中心に宮城県内で行っています。
近年では小中学校の新築事業、治山工事や宅地造成の土木事業を手掛け、社会インフラの
整備を通じた地域発展への貢献と、若手と女性の活躍の場を意識した職場環境づくりに取り
組んでおります。

建設
・インフラ

（株）ＴＯＨＯ

携帯電話基地局設計・施工
各種一般電気工事
照明交換、修繕、防犯カメラ設置、家電設置取付

建設
・インフラ

東北グレーダー（株）

ユニットハウスの製造、建設業、建設機械のレンタル業

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設、改良、補修、保守点検

業種

建設
・インフラ

会社名

会社概要

東北黒沢建設工業（株）

建造物解体、産業廃棄物運搬・処分、曳家工事、アスベスト有害物除去工事、土木建築工事
の請負、不動産業

（株）ハシカンプラ

■土木構造物(橋梁,トンネル,法面,擁壁,水路,護岸,標識等)の点検・調査・診断
■土木構造物の設計・橋梁の補修設計
■公共測量・工事測量
■橋梁点検車,高所作業車の運転・操作

長谷川建設（株）

官公庁を主体とした土木・建築事業及び道路の清掃、除融雪並びに下水道管渠の調査及び
管渠更生工事の請負施工等

（株）深松組

当社は、主に官公庁の土木・建築工事、民間施設等の建設施工をしています。建設業以外で
は、賃貸住宅管理、近年では太陽光等の発電事業（再生可能エネルギー事業）、創業初の
ミャンマー進出で賃貸アパートメント事業（海外開発事業）、沖縄県でリゾートホテル等の開発
事業も始めております。また仙台市集団移転跡地利活用事業としてアクアイグニス仙台の建
設も行っております。

（株）北栄工業所

公共施設、学校、事務所、店舗、マンション、一般住宅等の新築および改修工事に伴う空調
換気設備と給排水衛生設備工事、また公共インフラである水道本管の新設工事と老朽管の
布設替工事等、管工事における現場の施工管理業務一式

（株）ミヤックス

「遊び」と「学び」で未来をデザイン
ミヤックスの仕事は、大きく２つ！公園とオフィス空間をつくっています。
１、学校・公園の遊具を作っています。
子どもたちに笑顔がうまれ、地域での憩いの場となる公園を創ってみませんか？
２、小・中・高校・大学、市民センターといった行政・教育施設の家具工事や備品を設置してい
ます。また、様々な会社のオフィス空間も創っています。健康的に働きやすい職場を提案して
います。

（株）ユーワ技研

仙台市水道局の水道管新設、更新工事
宮城県の配水施設、水道管路の保守点検業務
水廻り修繕工事（仙台市地元密着型水道修繕登録店、ＴＯＴＯリモデル店）

建設
・インフラ

（株）力道電設

自家用電気設備の設計及び施工を行っています。
主に官庁工事が多く（約80％程度）、元請けとしての仕事が多いです。
配線や器具取り付けなどのいわゆる職人仕事も多少行いますが、基本的には監督業務がメ
インとなります。
個人の業務内容としてはお客様との打合せや施工図作成、施工写真撮影や整理、施工書類
の整備などが主要な業務となります。

建設
・インフラ

リバーランズエンジニアリング
（株）

橋梁・トンネル（主として高速道路）の補修・補強工事に伴う現場の品質・安全・工程管理や労
務管理、報告書作成などの管理業務。

建設
・インフラ

陽光建設株式会社

法面保護工事現場の施工管理

ツネマツガス株式会社

宮城県内にＬＰガスを供給している会社です。仙台市の宮城野区に所在する会社です。
ＬＰガスの検針・点検をしながら、古くなったガス器具の交換を提案する仕事です。

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

業種

会社名

会社概要

サン工業株式会社

公共工事
民間建築
住宅・不動産

株式会社大盛設備工業

仙台市水道局発注の水道本管布設工事
仙台市等の公共施設の建築機械設備工事
民間施設の建築機械設備工事
ハウスメーカー等アパート設備の施工
一般修繕工事 (仙台市地元密着型水道修繕登録店)

株式会社佐藤建設

建設事業（土木・建築）を中心に、宅地建物取引業も営んでいます。
建設事業については、仙台市内を中心に、名取・岩沼市内での工事を受注・施工しておりま
す。地域のランドマークとなるような大規模な工事を手掛けることもあります。

建設
・インフラ

渡辺建設工業株式会社

自治体が管理する水道本管の土木工事・水道施設工事業務に携わります。
水道本管の新設・入替工事、漏水など緊急性の高い修繕工事、水道管移設工事等

建設
・インフラ

千田建設 株式会社

土木工事および建設工事を行っています。

建設
・インフラ

東洋電気株式会社

電気設備工事、機械設備工事の設計施工

株式会社エーブィテック

・デジタル交換機及びボタン電話設備工事
・空港等の航空無線システム工事
・音響・映像システム工事
・監視カメラ及びネットワークカメラ設備工事

建設
・インフラ

株式会社ダイワ技術サービス

測量業務（最新技術による3D測量（三次元計測）から、基礎測量および公共測量、民間測量
など幅広く対応しています。）
地質調査業務（土木、建築構造物の計画や設計において不可欠な地盤の調査・解析を行っ
ています。）
設計業務（コンクリート構造物の点検や調査、補強対策などの計画・設計を通じて、より安全
な構造物の維持・管理の方法を提案しています。）

建設
・インフラ

山元工業 株式会社

ガス・上下水道管の埋設工事、建築物の冷暖房、空調、給排水、衛生設備工事の施工管理

（株）アクセル・モード

ITシステムコンサルティング事業
ITシステム受託開発事業
ITシステムエンジニアリングサービス事業
デザイン＆プロモーション事業
ビジネスプロセスアウトソーシング事業

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

建設
・インフラ

情報通信

業種

情報通信

情報通信

会社名

アンデックス（株）

（株）ＮＩＤ東北

会社概要
【さまざまなイノベーションで、社会に貢献できるものを生み出す会社】
Webシステム開発やアプリ開発をはじめ、多様な事業を展開するアンデックスの大きな特徴
は、エンドユーザーと近い位置で仕事ができること。水産業支援アプリ「ウミミル」であれば、実
際に使用する漁師さんの下へ足を運び、話を聞き、改良を重ねるなど、ユーザーとのコミュニ
ケーションを重視した開発を行っています。
その他、帳票や手書きの書類をスキャン不要でデータ化するサービス「Onbord Cloud」、宮城
県仙台市内で使用できる定額・容量無制限（通信速度制限なし）のWi-fi「杜net」、地域におけ
る子育てを支援するためのアプリ「まちのび」、日々の業務を自動化するための「ANDEXRPA」、AIを使用し、手書きの文字をスキャン・データ化する「ANDEX-OCR」、様々なサービス
を提供しています。

ソフトウェアの開発業務（通信系・制御系・情報系の各システム）
ソフトウェアパッケージの開発
システムソリューションサービス
ネットワークシステムに関するサーバ設計・構築及び運用保守

【仕事内容】
・システムエンジニア、プログラマ
情報通信

情報通信

情報通信

情報通信

情報通信

情報通信

（株）ティー・エス・シー

ITを使ったサービスを稼働させるための基盤となる「プラットフォームビジネス事業」（組込・制
御システム開発）と、
各業界向けシステムの企画からサポートまでを行う「ソリューションビジネス事業」が当社のメ
イン業務。
プログラムの作成からスタートして技術を高めながら、将来は会社の運営にも関わっていくこ
とができます。

東杜シーテック（株）

■最先端技術「AI」を用いた自社製品開発
■情報システムの研究・試作から設計開発まで、ソフトウェア全般に対応
（開発例）・AI×超音波エコー画像による、魚の雌雄判別装置(自社製品)
・AI×画像処理技術→欠陥検出システム、三次元計測、ロボット制御、顔変換など
・4K、8Kの映像編集ソフトウェア
・宇宙空間にある衛星を地上から管制するシステム
・自動運転用のソフトウェア
・半導体製造装置のソフトウェア
・カーナビ・カーオーディオなど車載組み込みシステム など

（株）トレック

新しい技術にチャレンジしながら、私たちが持っている情報技術で社会貢献に寄与することを
念頭に置いて日々、みなさまと接しています。私たちは業種や分野に捕らわれることなく、お
客様のより良い事業環境の構築のアドバイスやお手伝いを通して、みんなが笑顔になれる社
会を目指しています。
また、自社開発のクラウドサービス「うぇるなび」を展開中。今後も新たなる技術に基づき、社
会サービスの開発を進めていきます。

（株）ナナイロ

IT × クリエイティブ。ソフトウエア開発を中心に、ウェブ、デザイン、コンサルティング、キャリ
アサポート、リテール等の多業種展開をおこなっています。

（株）ねこまた

・スマートフォン・タブレット向けアプリケーション開発
・Webシステム開発
・IoT向け試作器開発

バイスリープロジェクツ（株）

ソフトウェア・ハードウェア受託開発
画像処理システム開発
IIoTシステム開発
組込みシステム開発
計測・試験システム開発

業種

会社名

会社概要

（株）ビーフル

ソフトウェアの開発及びコンサルティング事業（自治体の事務支援システムの設計、開発、導
入、運用保守、パッケージソフトウェアの開発等）
東北を拠点に、県庁、市役所など自治体の仕事を支援するシステムの開発を中心に活動して
います。企画フェーズから、サーバ構築やシステム設計、開発、さらにはシステム導入後の保
守運用まで、幅広い領域をカバーし、お客様と一体となったものづくりを進めています｡また、
最先端技術、ノウハウ蓄積のため、大手メーカーのパッケージソフトウェア開発にも携わって
います。

（株）ＦＩＴＳ

・システム設計・開発の受託
-組み込みソフトウェア
-WEBシステム
・プロジェクト管理支援
・システムインテグレーション

情報通信

(株）フリースタイル

■Webシステム開発
・JAVA、PHP、Python、その他
■小規模システム開発
・EXCEL VBA、Google Apps Script（GAS）、その他

情報通信

株式会社ティーダシステム

コンピュータソフトの開発、業務システムの開発、Webサイト構築を主たる業務とする

情報通信

トライポッドワークス株式会社

セキュリティソリューション事業
ネットワークセキュリティ技術の開発
セキュリティソリューション製品の開発、販売
イメージソリューション事業
IPカメラによる業種向け映像解析サービスの提供
IoT・サービス事業
IoT, ドローン, 5G関連サービスの技術開発
IoTコンサルティングサービス
クラウドサービス

情報通信

株式会社シルフィード

各種ホームページ作成、システム作成、ネットワーク構築業務

情報通信

株式会社インフィニットループ

コンピュータに関するソフトウェアの企画、設計、開発

株式会社クラウドスミス

主にBtoB向けの業務システム開発、WEBサービス開発を行なっております。
要件ヒアリングから、ご提案、開発、運用保守まで一貫して対応いたします。

宮城交通（株）

・一般乗合旅客自動車運送事業
・一般貸切旅客自動車運送事業
・自動車道事業

運輸・倉庫

平和交通株式会社

タクシー業として地域の人たちの身近な足としてはもちろん、観光で訪れる方々の素敵な思い
出作りの一役を担いたいと日々励んでいます。「安心・安全・快適なサービス提供を行う」とい
う考えを忘れず、これからも重要な公共交通の担い手としての責任を果たしていきたいと考え
ています。

飲食・宿泊

（有）奥州秋保温泉蘭亭

宿泊業・旅館の運営

情報通信

情報通信

情報通信

運輸・倉庫

業種

商社・流通
・小売

商社・流通
・小売

会社名

イシイ（株）

(株)SKトレーディング（SKグ
ループ）

会社概要

仕事服（ユニフォーム）安全用品、作業用品の企画製造販売。
警察、消防、ホテル、病院、建設業の各種ユニフォームから小売店「ダブルストーン」21店舗
の運営等を通して地元の「働く人たち」を応援する企業です

◆廃棄物管理コーディネート
飲食店・製造業・小売業など全国的に有名な大手企業様を中心に、お客様が廃棄物管理業
務に関するお悩みやお困り事をお伺いし、廃棄物業務サポートや管理代行業務などを行いま
す。
◆再生資源卸売業
古紙を扱う全国の問屋から古紙を集め、製紙メーカーへ売却する古紙売買を行っています。

商社・流通
・小売

三恵商事（株）

■創業より船舶・水産加工会社向けの資材・機材販売事業
■ダスキンのフランチャイズ事業展開
・ダスキンレントオール（イベント企画・運営・設営・レンタル）
・ダスキンヘルスレント（介護用品レンタル）
・ダスキンクリーンケア（掃除・衛生用品のレンタル）
・ダスキンメリーメイド（家事代行）
■アスクル株式会社の販売代理店

商社・流通
・小売

（有）フラワード

生花の販売、ホテル・会館の生花装飾

商社・流通
・小売

ベストパーツ（株）

日本国内におけるカタログとインターネットを利用した住宅設備部品の販売

株式会社サステム

トイレやお風呂、サッシや玄関ドア、床暖房など住宅にある設備を工務店や建築会社、設備
工事会社などのお客様に販売しています。幅広い商材を取り扱っており、お客様のニーズに
きめ細かに対応しています。自社に配送部門があり、スピーディーで柔軟な対応が可能で
す。また、商品だけでなく、施工まで含めたトータルサービスでお客様のご要望を実現してい
ます。

カマダ実業株式会社

・東北運輸局認証工場での自動車整備（泉区市名坂）
・新車・中古車販売（泉区野村）
・企業主導型保育事業所での保育業務（泉区松森・泉中央）

株式会社ジェー・シー・アイ

福祉用具の製造・販売・レンタル・住宅改修
介護保険の福祉用具貸与事業所
老人福祉施設等への福祉用具等の販売

株式会社守屋青果物商店

仙台市中央卸売市場内にて青果物を市場の卸売業者や生産者から仕入し、分荷してスー
パー等の小売店へ販売しています。

商社・流通
・小売

商社・流通
・小売

商社・流通
・小売

商社・流通
・小売

不動産・賃貸 （株）サンホームズ

宅地・建売分譲の販売および木造注文住宅の販売

不動産・賃貸 （株）平和住宅情報センター

不動産仲介業、不動産管理業

不動産・賃貸 （株）山一地所

賃貸仲介業、賃貸管理業、売買仲介業、建築・設計、リフォーム、リノベーション、コンサルティ
ング、相続支援

業種

会社名

不動産・賃貸 日本商事 株式会社

医療・福祉
・教育

（株）セレクティー 個別教室の
アップル 家庭教師のアップル

会社概要

・不動産の受託、賃貸、売買、管理（住居、オフィス、店舗）
・不動産の時間貸し（伊達HYBRID不動産）の企画・運営
・当社テナントを活用した地域貢献イベントの企画、まちづくり業務
・受託管理の新規営業

●総合営業職
教務スタッフとして個別教室部門、家庭教師部門の運営・企画に当たります。生徒のカウンセ
リング、講師のマネジメント、お申し込みをいただくための営業や、学習のコーディネート、教
室運営などの業務があり、入社後、適性に応じて担当業務を決定します。
●講師職
小学生～高校生の学習指導。個別教室塾講師、家庭教師として生徒と1対1の指導を行いま
す。担当できる教科を受け持ちますが、小中学生であれば複数教科を担当する場合が多い
です。授業以外に個別教室での事務作業などもあります。
・りっきーぱーく保育園
・リッキーガーデン
・リッキー
・Rickeyアカデミー
・Rickeyクルーズ
・Rickeyハーバー
・介護付有料老人ホーム 暖暖の里
・仙台宮城老人ホーム・介護施設紹介サポートセンター
・仙台宮城求人サポートセンター

医療・福祉
・教育

（株）ミツイ

医療・福祉
・教育

仙台市をはじめ、自治体との協働による、子ども・若者支援事業（教育・学習支援）やフリース
特定非営利活動法人アスイク
クール事業、フードバンク事業、子ども食堂関連事業、保育園事業、児童館事業 等

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 幸生会

仙台市内で高齢福祉（特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護、居宅介護支援事
業所、地域包括支援センター）、障害福祉（障害福祉サービス事業所、放課後等デイサービ
ス、グループホーム）児童福祉（認定こども園、保育所）を展開している社会福祉法人です。

・介護スタッフ
⇒既存事業所でのパートナー（利用者）に対する生活支援全般及び介護業務全般
・看護師、保健師
⇒既存事業所でのパートナー（利用者）に対する健康管理や医師の指示による処置
・栄養士、管理栄養士
⇒既存事業所でのパートナー（利用者）に対する栄養管理や給食業者との連絡調整
・作業療法士、理学療法士、柔道整復師、言語聴覚士、視能訓練士
⇒既存事業所でのパートナー（利用者）に対する機能訓練の提供
・生活相談員、社会福祉士、精神保健福祉士
⇒サービスを利用される本人やその家族に対して、内容や制度に対するソーシャルワーク

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 ライフの学校

医療・福祉
・教育

トータルアート株式会社

保育園運営

社会福祉法人 宏恵会

特別養護老人ホーム内における高齢者介護
1）生活を送る上で必要なお手伝い
お食事、入浴、着替えや整容、おトイレなどの日常生活動作のお手伝い
2）お年寄りの笑顔を引き出すこと、安心して暮らせる環境づくり
できること、出来ない事を見極め、安全に生活できる環境・体制を作る

医療・福祉
・教育

業種

会社名

会社概要

社会福祉法人 敬寿会

◯仙台敬寿園（仙台市青葉区下愛子字田中3-1）
◯アルカディア仙台敬寿園（仙台市青葉区八幡6-9-15）
特別養護老人ホームの経営
老人デイサービスセンターの経営
短期入所事業の経営、居宅介護支援事業の経営
介護付有料老人ホーム事業（特定施設）の経営、訪問看護事業の経営
介護予防訪問看護事業の経営
訪問リハビリテーション事業の経営、介護予防訪問リハビリテーション事業の経営
保育事業の経営

医療・福祉
・教育

社会福祉法人みずきの郷

自閉症者及び知的障害者が自立、更生するための生活、作業支援
事業として、施設入所支援・生活介護・自閉症相談センターの運営を行っている

医療・福祉
・教育

知的障害のある人の生活全般を支援する仕事です。障害福祉サービス事業所において、知
特定非営利活動法人ぴあいん
的障害のある利用者の方の食事介助、排泄介助、入浴介助、余暇活動支援、日中活動支援
く
などを行います。

医療・福祉
・教育

株式会社 瑞穂

保育所の運営

株式会社 ちゃいるどらんど

仙台市内
保育所型認定こども園 2園
小規模保育事業
4園
企業主導型保育事業
1園

医療・福祉
・教育

社会福祉法人つどいの家

しょうがいのある人が地域社会の中で、差別されることなく自立した生活を送れるための支援
として、通所事業をはじめ、相談事業、ヘルプ事業、グループホーム事業等を行っている。

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 宮城県福祉事 保育園運営、特別養護老人ホーム運営、母子生活支援施設運営
業協会
児童館運営、児童クラブ運営

医療・福祉
・教育

医療・福祉
・教育

医療・福祉
・教育

清山会医療福祉グループ

医療・福祉
・教育

社会福祉法人光の子福祉会
卸町光の子保育園

医療・福祉
・教育

社会福祉法人やまとみらい福
祉会

地域密着多機能型複合施設
「地域密着」とは地域に暮らす誰もが（共生）いつまでも（終生）、「多機能」とは通い、泊り、訪
問ができ、「複合」とは介護も医療も障がい保育も、というような意味です。小さな診療所から
地域密着多機能型複合施設をめざしております。

認可保育所 定員９０人

法人が運営する特別養護老人ホームの入居者への介護業務（食事・入浴・排泄等の身体介
護。居室清掃・食事準備等の生活支援）をお願いします。
【求人事業所】
①特別養護老人ホーム抱優館八乙女 ≪長期入居：80名 、ショートステイ：20名≫
②地域密着型特別養護老人ホーム抱優館南光台東 ≪長期入居：29名 、ショートステイ：10
名≫

業種

会社名

会社概要

宮城野区内の高齢者施設関係／特別養護老人ホーム３ヶ所、軽費老人ホーム１ヶ所、短期
入所生活介護事業所２ヶ所、デイサービスセンター１ヶ所、看護小規模
医療・福祉
・教育

社会福祉法人カトリック児童福
祉会
多機能型居宅介護事業所１ヶ所、居宅介護支援事業所２ヶ所、地域包括支援センター２ヶ所
宮城県内の認可保育園５ヶ所、特別養護老人ホーム併設の事業所内保育園１ヶ所

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 仙慈会

保育園・認定こども園にて保育・教育

医療・福祉
・教育

株式会社ここみケア

高齢者介護施設（デイサービス、グループホーム等）での介護業務全般

医療・福祉
・教育

特定非営利活動法人ワンファミ
生活困窮者支援
リー仙台

医療・福祉
・教育

学校法人 清野学園

医療・福祉
・教育

高齢者福祉事業（デイサービス、ショートステイ、特別養護老人ホーム等）
社会福祉法人 宮城厚生福祉
児童福祉事業（認可保育所、認可外保育所）
会
障がい者福祉事業（児童発達支援センター、放課後等デイサービス、就労支援事業）

医療・福祉
・教育

医療・福祉
・教育

株式会社いちにいさん

社会福祉法人なのはな会

乳児・幼児の教育及び保育

紫山いちにいさん保育園
定員60名 仙台市泉区紫山4-20-2
恵和町いちにいさん保育園 定員19名 仙台市太白区恵和町35-35
第２紫山いちにいさん保育園 定員19名 仙台市泉区紫山4-20-4
ＨＰをご覧ください → www.m123-h.com

児童発達支援センターにおける療育
生活介護事業所・就労継続支援Ｂ型事業所における日中活動支援
グループホーム・相談支援事業所における地域生活支援 など

私たちは、介護が必要になったとしても、住みなれた環境で暮らすことができたら良いと思っ
ていますし、サービス付きの住宅に入居しても、新しい環境で孤立することなく、人と出会い、
繋がって暮らしていく姿をサポートしています。
扉を閉ざすことなく、周りの人々、そして地域と繋がれば、変わるのは高齢者だけではありま
せん。保育園の子どもたち、親たち、そして地域の人々すべてがまた、高齢者との交流を通じ
て変わっていきます。

医療・福祉
・教育

株式会社未来企画

医療・福祉
・教育

社会福祉法人あおば厚生福祉 特別養護老人ホームでの介護業務全般
会
認可保育園での保育業務全般

未来企画が実現したいのは、「見えなくなった人」がいない世界です。高齢者だけではなく、暮
らしの中で見えなくなってしまった人々が抱える問題があります。そんな人々が持つ課題を解
決し、地域や他の人々とつながり、豊かに生きていけるようにしたい。そんなことを思って、未
来企画は、地域の人々とともに生きています。
事業として、介護事業、障害福祉事業、保育事業、幼児教育事業、コンサルティング事業、メ
ディカルサポート事業に取り組んでいます。

業種

会社名

会社概要

株式会社オードリー
（ぷりえ～る保育園グループ）

ぷりえ～る保育園グループとして、小規模保育園3園を経営しておりましたが、ぷりえ～る保
育園、ぷりえ～る保育園2を統合し、
令和4年4月より、「ぷりえ～る南中山認定こども園」（定員５９名 最大７０名）に移行致しま
す。
小規模保育園「ぷりえ～る保育園あらまき」は令和4年度小規模保育園として継続運営してお
りますが、
令和５年４月開園にむけ「ぷりえ～る荒巻認定こども園」（定員４０名）として仙台市に申請中
です。

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 こーぷ福祉会

みやぎ生協が母体の社会福祉法人です。
介護・医療・保育の事業を担っており、主に在宅を支える事業を行っております。

医療・福祉
・教育

株式会社eaテクノ仙台

高齢者及び障害者のお宅に訪問し入浴・排泄・食事等の介護を実施

医療・福祉
・教育

株式会社ウエルフェア

保育園経営

医療・福祉
・教育

社会福祉法人未来福祉会

保育園運営

医療・福祉
・教育

コスモスケア株式会社

在宅生活を中心とした総合福祉サービ事業の運営。
（ケアプラン作成、ホームヘルプサービス、デイサービス、グループホーム、
ショートステイ、小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者向け住宅、
福祉用具販売およびレンタル）

医療・福祉
・教育

有限会社カール英会話ほいく
えん

認定こども園4園、小規模保育事業4園、企業主導型保育事業2園、放課後児童クラブ3校、英
会話教室1校を、青葉区錦ケ丘/東照宮、若林区卸町/荒井で運営しております。

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 仙台市社会事
高齢者福祉施設、児童福祉施設、保育園等を運営している法人です。
業協会

医療・福祉
・教育

全国展開している高齢者住宅（ウェルライフシリーズ）のブランド本部になっており、高齢者住
宅の運営や介護保険事業をおこなっています。介護保険事業は訪問介護と居宅介護支援を
株式会社ウェルライフKAWADA 行っており、直営は仙台市に5事業所、名取市に1事業所、札幌市に2事業所あります。
運営している高齢者住宅内に事業所をおき、365日24時間、入所者様の充実した毎日のため
に業務に励んでおります。

医療・福祉
・教育

株式会社ウェル

高齢者の自立支援

医療・福祉
・教育

株式会社lumiereひまわり

仙台市認可保育所（48名定員）

医療・福祉
・教育

社会福祉法人 敬長福祉会

施設入居者に対する生活支援全般並びに付帯業務

医療・福祉
・教育

業種

会社名

会社概要

株式会社 JCIきっず

仙台市内に認可保育所を2園開園しています。
諏訪ぱれっと保育園 仙台市太白区郡山8-2-24 42名定員
川前ぱれっと保育園 仙台市青葉区芋沢字赤坂53-1 90名定員
0歳～5歳児（就学前）

医療・福祉
・教育

株式会社 明和

保育士：保育に関わる業務全般
看護師：園児の健康・衛生管理、ケガなどの応急処置、保育士の補助

医療・福祉
・教育

株式会社 ノア

保険調剤薬局

株式会社 kibidango

・放課後等デイサービス
・短期入所
・企業主導型保育園
・グループ会社：一般社団法人コイノボリ（通信制高校のサポート校）

医療・福祉
・教育

医療法人五葉萌芽会

歯科衛生士：診療および診療補助に主に携わっていただきます。
歯科助手：受付、診療補助などに主に携わっていただきます。
それ以外には患者対応、器具洗浄、施設整備なども担当していただきます。

医療・福祉
・教育

社会福祉法人仙台ぱれっと福
認可保育所の運営
祉会

医療・福祉
・教育

社会福祉法人チャレンジドらい
障害者福祉サービス（生活介護・就労継続B型・共同生活援助・相談支援）事業所の運営
ふ

医療・福祉
・教育

株式会社ゼンシン

サッカースクール・就労継続支援B型・放課後等デイサービス・児童発達支援

サービス

アイアンドエス税理士法人

中小企業の経営サポート業。記帳代行・決算書作成・税務申告・給
与計算など日々の業務をサポート。会計や税務の面から経営者の良
き相談相手となり、お客様の事業の発展と繁栄に貢献する仕事
（１年目）会計資料の整理・会計ソフトへの入力、決算処理
（２年目）お客様への訪問、確定申告書の作成、決算の説明
（３年目以降）個人・法人の確定申告に加えて、相続税や事業承継等

サービス

(株)SKホールディングス（SKグ SKグループ（株式会社サイコー・株式会社SKトレーディング・株式会社ステップスナイン）全体
ループ）
の事業計画・財務・広報・人事などの共通部分を担います。

医療・福祉
・教育

医療・福祉
・教育

サービス

エヌ･ティファシリティーズ（株）

ビル設備管理･清掃･環境衛生･駐車場管理･マンション管理・建設･インフォメーションのサー
ビス業務等のビルディング総合管理業務

サービス

（株）ガニュメート

ゲーム、テレビアニメーションなどの制作

（株）サイコー（SKグループ）

古紙や廃棄物の回収、処理をはじめ、コンサルティング業務、古紙リサイクルポイントシステ
ムの事業を全国に展開し、お客様に感動していただける企業を目指しています。

サービス

業種

会社名

会社概要

（有）サロンド・シロー

美容室業務一般すべてと着付け、ネイル、マツエク、ファイテンを利用したリラクゼーション等
も行う。

（株）清月記

葬祭業をメインに、飲食事業、ブライダル事業、ハイヤー事業、教育関連事業と生活に関連す
る事業展開をしている企業です。

（株）第一広告社

新聞、ラジオ、テレビ、雑誌、セールスプロモーション、ダイレクトメール、その他すべての広告
及びパブリックリレーションズ業務の取り扱い。広告表現に関する企画制作。スペース開発プ
ロジュース。展示会、博覧会などの各種イベントの企画制作及び実施。サイバーメディア（イン
ターネット・モバイル等）のプランニング、バイイング及びデジタルコンテンツの企画・制作。広
告目的の建築物の工事、設計、管理。その他販売促進に関わる企画立案実施などの一切の
業務。

サービス

東洋ワーク（株）

アウトソーシング（請負）事業 ・ 一般 / 製造労働者派遣事業 ・ 国際事業
・ 福祉事業 ・ 有料職業紹介事業 ・ 紹介予定派遣事業 ・ 再就職支援事業

サービス

土木地質 （株）

地質調査業・測量業・建設コンサルタント業・さく井工事業・土壌汚染調査 等

サービス

（株）ひなた会計事務所

経コンサルタント

サービス

マルチプライ（株）

ビルのリノベーション（省エネルギー、再生可能エネルギーシステム導入提案・施工）
ビルのワンストップサービス（エレベーター、消防設備、キュービクル、空調設備等の保全、法
定検査、修理、リニューアル）
エネルギーシフト関連設備販売・施工・保全（太陽光発電、地中熱ヒートポンプ等）
テナントビル・駐車場運営

サービス

（株）友美

美容室でのアシスタント業務

サービス

協業組合 仙台清掃公社

廃棄物の収集・運搬

株式会社紀生

美容業・紀生美容室12店舗・杜の美容室
結婚式場・仙台ゆりケ丘マリアージュアンヴィラ
レンタル衣装・写真撮影・桂由美FC仙台・KISEIマリアージュ

鈴木工業株式会社

産業廃棄物の収集運搬と中間処理
上水・下水道施設の清掃及びメンテナンス

株式会社 SUGAR

2010年2月に創業後、東北エリアにヘアサロン、ネイルサロン、アイラッシュサロンを展開して
います。
従業員の平均年齢は26歳で、女性が多く活躍しています。流行と隣り合わせの業界だからこ
そ、若手スタッフの採用に力を入れています。

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

サービス

業種

会社名

会社概要

サービス

宮城県内及び近県の測量・調査・設計業務を行っている会社です。創業25周年を迎え、若手
株式会社 いずみエンジニアリ
社員とベテラン社員の融合により公共測量、工事測量をはじめコンクリート構造物調査、道路
ング
ストック点検調査など多岐にわたる活動をしています。

サービス

株式会社東開基礎コンサルタ 地質調査業：ボーリング調査、物理探査、試験・計測、測量および総合解析
ント
建設業：さく井工事

・建設コンサルタント業
・基本測量、公共測量、基本測量及び公共測量以外の測量
・ＧＩＳ
・補償コンサルタント
・地質調査、温泉掘削

サービス

株式会社 サトー技建

サービス

イベント営業（個人営業）
株式会社フォレストホームサー 住宅省エネ機器販売
ビス
住宅リフォーム業全般
ウェエルネス事業

サービス

株式会社 trove-f

サービス

株式会社アイアンドシーパート
運用広告、クリエイティブ事業（サイト制作、バナー制作、LP制作）
ナーズ

美容室でのアシスタント業務

サービス

株式会社MAKOTOキャピタル

スタートアップへの投資ファンドの運営、スタートアップの育成、企業への経営コンサルティン
グ事業、スタートアップとのオープンイノベーション事業等

サービス

カウンシード税理士法人仙台
オフィス

岩松正記税理士事務所における税理士業務の補助を主業務とし、税理士業務に付随する会
計、経営支援サービス等を行っています。

カーボンフリーネットワーク
（株）

地域に根差すコンサルタントとして、環境、エネルギーおよび地域活性化へ対応するための
問題を軸にして「スマートコミュニティ」、「再生可能エネルギー」、「水素」、「エネルギーの面的
利用」、「カーボン・オフセット」、「地域ビジネスモデル」、「観光振興」、「自立分散型エネル
ギー」、「省エネルギー」および「地産地消」などをテーマに、主に行政や、行政と連携した民間
事業者をクライアントとしています。

その他

その他

(株)ステップスナイン（SKグ
ループ）

◆古紙リサイクルポイントシステムの運営、管理
全国のスーパー様を中心に資源物回収BOXを設置し、持ち込まれた数量に応じてポイントが
たまる「古紙リサイクルポイントシステム」の提案、設置。設置後は定期的にキャンペーン企画
を考えスーパーをご利用する一般のお客様へキャンペーン活動を行います。
◆エコに関する新規事業の企画
地域の課題・求められることのマーケティング調査を行いながら新規事業の実現を目指しま
す。

業種

会社名

会社概要

（株）ノースブル

家畜人工授精所
牛受精卵の生産・移植・技術開発

その他

仙台冷蔵倉庫株式会社

食品の温度管理（冷凍・冷蔵・常温）と賞味期限などの日付管理を行いながら、宮城県を中心
に東北地区のコンビニエンスストアやスーパーマーケット様へ約2,500店舗の供給や大手水産
会社様での個人通販の出荷センターなど多岐に渡ってセンター運営をしています。

その他

株式会社仙台リサイクルセン
ター

再生資源卸売業、産業廃棄物収集運搬・処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、一般廃
棄物収集運搬・処理業、計量事業所、解体業

その他

