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仙台市太白区秋保町長袋字大原45－1
TEL 022-399-2846/ FAX 022-399-2260
メールアドレス：akiu_scis@office.miyagi-fsci.or.jp

発行日：令和4年9月9日
会員数：2,367名
　　　　（令和4年7月12日現在）

本会Twitterはこちら！本会HPはこちら！

検索みやぎ仙台

ホームページやTwitter
では随時情報を更新し
ていますので、是非お気
に入り・フォローをお願
いします。

P 2 � �第40回泉区民ふるさとまつり、支部事業（中央西）、
宮城支部ゴルフ大会、よろず支援拠点移動相談会の
お知らせ

P 3 � �事業継続力強化支援計画、特定創業支援等事業のご
案内、宮城県認証飲食店省エネ設備等導入支援補助
金、宮城地区まつり・まつりだ秋保について

P 4 � �マル経融資のお知らせ、青年部・女性部について、福
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P 5 � �インボイスについて、健康推進について、中退共のお
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日　時 行　事 場　所
9 月23日（金・祝） 泉マルシェ2022 泉中央駅前ペデストリアンデッキ・泉区役所前区民広場
１0月１9日（水） みやぎ仙台商工会ゴルフ大会 泉国際ゴルフ倶楽部
１0月23日（日） まつりだ秋保2022 秋保総合支所前広場
１0月23日（日） 第34回宮城地区まつり 宮城総合支所・広瀬市民センター
１0月26日（水） 会員事業所健康診断【申込書同封】 広瀬市民センター
１１月 2 日（水） 経営計画作成セミナー みやぎ仙台商工会

１１月 9 日（水）、１１日（金）、１4日（月） 会員事業所健康診断【申込書同封】 シェルコム仙台

第40回
泉区民
ふるさとまつり
８月20日（土）、七北田公園を
会場に3年ぶりに泉区民ふるさ
とまつりを開催しました。詳細
は P2をご覧ください。

まつり前日の
サプライズ花火

灯篭展示

竹あかり
作成

竹あかり
展示
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ミニＳＬに子どもは大喜び

市民展示の様子

　新型コロナウイルス感染症の影響で
２年間開催を中止しておりました「泉区
民ふるさとまつり」は、地域の子どもた
ちの夏休みの思い出づくりを目的に、規
模を縮小して開催できるよう協議を重
ね、花火大会や縁日コーナー等のお客様
同士が密になる企画を見合わせるなど、
宮城県の感染防止安全計画に沿って、８
月20日（土）七北田公園を会場に開催さ
れました。当日は約1万6千人が来場し、
市民展示をはじめ灯篭作成や鮎のつか
み取りなどに参加した子どもたちは、ご
家族や友人らと３年ぶりの夏まつりを
楽しんでおりました。
　また、まつりの前日には、夏の夜空を
美しく彩るサプライズ花火を打ち上げ
ることができ、ご協力を賜りました関係
団体をはじめ商工会会員皆様に厚くお
礼申し上げます。

鮎のつかみ取り体験

第40回泉区民ふるさとまつり
３年ぶりに開催！！

宮城支部
ゴルフ大会を開催

　６月29日（水）、グレート仙台カントリー倶楽部を会場に46名参加
のもと、宮城支部として初のゴルフ大会が盛大に開催されました。当
日は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、表彰式は実施しません
でしたが、炎天下のなか、参加者は熱中症に注意しながら和気あい
あいとプレイしていました。
　上位入賞者は以下の方々です。おめでとうございました。

加藤支部長（左）と
優勝した片桐彪氏（右）

優　勝　片桐　　彪 氏
準優勝　佐藤　耕造 氏
第３位　庄子　　隆 氏

再生可能エネルギー発電設備の点検も任せて安心！

●ご家庭やお店などの屋内配線等の安全診断

●ビルや工場の電気設備保安確保と予防安全

●最新鋭の機器による点検・試験・検査などのお手伝い

●省エネルギーなどのコンサルティング

電気保安と省エネの総合コンサルタント

仙台北事業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央一丁目17-6 TEL022-771-5750

中央西支部

　８月26日（金）、ふるさと会館にて16
名参加のもと交流会を実施しました。
　支部会員同士の交流を深め今後の
支部活動や地域の景況などについて
活発な意見交換が行われました。

支部事業

宮城県よろず支援拠点
移動相談会を開催します！

　本会では、下記の通り相談会を
実施しますので、詳しくは同封の
チラシをご覧ください。

●開催日

●相談時間　　午前：10時～ 11時、11時～ 12時　　
　　　　　　　午後：1時～ 2時、2時～ 3時
●相談会場　　みやぎ仙台商工会本所婦人部研修室

９月26日
10月５日
11月８日
12月８日
１月26日
２月２日

月
水
火
木
木
木

10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～15：00
10：00～15：00

伊藤（販促物デザイン、Webデザイン）
木全（売上拡大、商品開発）
高橋（労務、人事）
遠藤（食のメニュー開発、食品の盛付演出）
鈴木（販促物デザイン、動画デザイン）
深澤（弁護士、経営法務）
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東北税理士会仙台北支部会員　税理士登録番号 125061

はじめてみませんか？我家（社）の相続税対策
相続税・贈与税・財産評価は当事務所にご相談ください。

小野輝明税理士事務所
仙台市泉区将監8－8－26
℡　090－9538－7359

　みやぎ仙台商工会では、今年度より仙台市の認定連携
創業支援等事業者として認定を受け、「特定創業支援等事
業」による支援が可能となりました。
　４つの分野「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に
ついて、本会より４回以上、１ヶ月以上継続して支援を受
けた方は仙台市から発行される証明書によって会社設立
時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大、日本政策
金融公庫の「新創業融資制度」の申込要件緩和といった国
の支援を受けることができます。
　詳細は以下の仙台市ＨＰをご覧いただくか、本会の支
部担当経営指導員までお問合せください。

特定創業支援等事業のご案内

仙台市ＨＰ：
https://www.city.sendai.jp/kikakushien/jigyosha/
kezai/jigyosho/joho/hakko.html

「ハザード情報レポート」を
ご活用ください‼

　本会では、管内小規模事業者の自然災害等への事前の備
え、事後の速やかな復旧を支援することを目的に、仙台市
と共同により「事業継続力強化支援計画」を策定していま
す。昨今、全国的にも地震や豪雨、台風など、相次いで大
規模な自然災害が発生しており、事業活動を行う上で多大
なる影響を及ぼしております。このような自然災害から身
を守り、事業を継続させるためには、地域の危険箇所を事
前に把握することが特に重要となります。
　そこで、会員事業所の皆様には、仙台市で作成しており
ます「仙台防災ハザードマップ」を積極的にご活用いただ
くほか、事業所所在地の登録で、より詳細な情報を把握す
ることができる「ハザード情報レポート」を併せてご活用
いただき、事前の対策に備えられますようお知らせいたし
ます（詳しくは、本会報同封のチラシをご覧ください）。
　なお、中小・小規模事業者が防災・減災対策に取り組む「事
業継続力強化支援計画」は、経済産業大臣が認定すること
で、税制措置や金融支援、補助金の加点などの各種支援を
受けることができる認定制度です。本会では、当該計画策
定に関する支援を随時行っておりますので、お気軽にご相
談ください。

【自然災害に備える事前対策は万全ですか？】

コロナ禍で３年ぶりに開催！
～おまつりのご案内～

宮城地区 第34回宮城地区まつり
　●日時：10月23日（日）10時予定
　●場所：宮城総合支所駐車場ほか

秋保地区 まつりだ秋保2022
　●日時：10月23日（日）９時30分～
　●場所：秋保総合支所駐車場

※状況により変更になる場合があります。詳細は主催者発表をご確認ください。

令和４年度 宮城県認証飲食店省エネルギー設備等
導入支援補助金の公募が開始されています

補助金概要：原油価格高騰の影響を受けたみやぎコロナ対策認証飲食店
を営む中企業者等に対し、運用コストの削減のための省エネ
ルギー設備への更新及びデジタル化に要する費用を支援す
るものです。

募 集 期 間：8月19日（金）～10月31日（月）まで【予算上限に達し次第終了】
補助対象者：みやぎコロナ対策認証飲食店を運営する事業者（みなし大企

業を除く。）
補助対象事業等：運用コスト削減の為、認証飲食店が実施する下記事業

補助金の詳細については、
令和４年度　宮城県認証飲食店
省エネルギー設備等導入支援補助金専用ホームページ

（https://hojo.miyagi-ninsho.jp/）をご覧ください。
令和４年度 宮城県認証飲食店省エネルギー設備等
導入支援補助金事務局（問い合わせ先：050-3659-7541）
申請に関するご相談は最寄りの商工会指導員へお問い合わせください。

①省エネルギー化
　事業

補助対象事業 補助対象経費（一例） 補助金額

既存所有設備において
エネルギーコストの削
減に繋がる省エネル
ギー型設備に更新する
事業
※新規の導入は対象外

補助率2/3以内

1店舗あたり
上限100万円

（下限30万円）

1）設備費
2）工事費
3）撤去費・廃棄費用
≪設備例≫
高効率空調機器、高効率
給湯器、省エネ型冷凍冷
蔵庫　等

業務効率化により人件
費等の運用コストの削
減に繋がるデジタル技
術を活用したサービ
ス、システム、ソフト
ウェア等を導入する事
業
※新規導入のみ対象

補助率2/3以内

1店舗あたり
上限200万円

（下限30万円）

1）機器本体費
2）設置経費
≪対象例≫
ＰＯＳレジ、オーダーシ
ステム　等
≪対象外経費≫
パソコン等の汎用性の
高い機器、リース料、利
用料、保守費用　等

②デジタル化事業

安全・安心・快適な
イズミタクシー
他社より安い初乗り・加算料金。
イズミタクシー割引カードの
ご利用でさらに10％割引!!

4 号バイパス
泉消防署向い TEL372-1133

イズミバス 373-1900TEL貸　切

イズミイズミイズミ

113311331133

タクシー乗務員
随時募集！

お気軽にお問合せ下さい！
012-007-3309フリーダイヤル



4 第113号　R4・ 9 ・ 9みやぎ仙台商工会報

　マル経融資制度は、経営改善を図ろうとする小規模事業者の
方々をバックアップするため、商工会の推薦により無担保・無保
証・低金利で融資を受けられる制度です。また新型コロナウイルス
の影響を受けている小規模事業者を対象とした特別枠もあり、当
初３年間は通常の一般枠よりも低金利で資金調達が可能であり、
要件が合えば利子補給による実質「無利子化」の対象になります。

■融資限度額
　一般枠：2,000万円　　　特別枠：1,000万円
■返済期間
　運転資金：７年以内　　　設備資金：１０年以内
　うち据置期間（一般枠）　運転資金１年以内　設備資金２年以内
　　　　　　　（特別枠）　運転資金３年以内　設備資金４年以内
■利率（2022年8月1日現在）
　一般枠：1.21％（特別利率）
　特別枠：当初３年間特別利率▲0.9％　4年目以降特別利率
■融資ご利用対象
　①最近１年以上、泉区・旧宮城町・旧秋保町で事業を行っていること
　②６か月以上みやぎ仙台商工会会員であること
　③個人事業主または法人企業において常時使用する従業員が
　　下記の事業所
　　・卸・小売業、サービス業（宿泊業、娯楽業を除く）：５人以内
　　・製造業、建設業、その他事業：20人以内
■特別枠適用要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上
高または過去6か月（最近1か月を含む）の平均売上高が前4年の
いずれかの年の同期と比較して5％以上減少しているまたはこ
れと同様の状況にある小規模事業者
■実質無利子化の適用要件
　個人事業主：要件なし
　法人事業者：特別枠適用要件の売上高が▲15％減

マル経融資のお知らせ
青年部

商工会青年部員募集中
　みやぎ仙台商工会青年部では、地域の担い手として地元の
お祭りに協力する地域振興事業、経営者の資質向上を目的と
した講習会・研修会事業、他業種の部員との交流事業も実施
しております。
　青年部事業にご興味のある方はぜひ、みやぎ仙台商工会ま
でお問合せください。

青年部への加入資格
中小・小規模企業（個人法人問わ
ず）の経営者、またはその後継者
等で45歳以下の方

お問合せ先：
　みやぎ仙台商工会
　青年部担当
　TEL:022-372-3545

女性部
レジンストラップ作成会を実施
　8月5日（金）、女性部員を対
象としたレジンストラップ
作成会を開催しました。
　レジンストラップは今年
10月に宮城県で開催されま
す「第23回商工会女性部全国
大会inみやぎ」で、全国の女
性部の方々に手土産として
お渡しするために作成。部員
同士の交流も深められた作
成会となりました。

レジンストラップ作成会の様子
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仙台北税務署からのお知らせ 

【説明会日程（予定）】 場所…仙台北税務署会議室 

（午前 10 時、午後２時から１時間程度の予定です） 
インボイス制度特設サイト

 
 

国 税 庁 ホ ー ム
ページ掲載情報
をご覧ください 

適格請求書（インボイス）発行事業者の登録に
ついてのご検討は終わりましたか？ 

 
 
 
 

登録申請期限 

税務署では、インボイス制度の概要の説明のほか、登録申請のサポートも
行う説明会を開催しておりますので、事前申込の上、ぜひご参加ください。 

９月13日（火）、 ９月20日（火）
10月12日（水）、10月18日（火） 

日程・申込先

消費税 

連絡先： 泉区家庭健康課　　　　　　　 ℡022-372-3111（代）
　　　　青葉区宮城総合支所保健福祉課 ℡022-392-2111（代）
　　　　太白区秋保総合支所保健福祉課 ℡022-399-2111（代）

健診後は、必ず結果を
確認しましょう！
＊ いつまでも健康な生活を送るために ＊
健診後の結果表には、「異常なし」「要指導」「要医療」などの
判定が記載されています。結果に合わせて生活の見直しや早
期受診を行うことが健康の秘訣です。
また、各区保健福祉センター・総合支所では、個別健康相談
を受け付けています。
ご不安なこと・お困りごとがある場合は、ひとりで抱えずに
ぜひご相談ください。

照明のことなら､おまかせください
省エネの相談・高所のランプ交換など

お問い合わせください。

LED 照明・各種ランプ販売及びメンテナンス

〒981-3111 
仙台市泉区松森字明神１－１

TEL 022－372－8559協工業 株式会社
かのお

今年は３年ぶりに
Izumi Marche 2022を
開催します‼

日時：令和４年９月23日（金・祝）10：00～17：00
　　　※荒天の場合翌日24日（土）に順延
会場：泉中央駅前ペデストリアンデッキ（物販ブース）&
　　　泉区役所前区民広場（飲食ブース）
　　　※区民広場にのみ飲食ブースを設置し、
　　　　感染症防止対策として飲食スペースを設ける予定です
　フランス風屋外市「泉マルシェ」は、泉地区の活性化を目指
して2008年より始まったイベントです。今年は３年ぶりに
開催し、飲食や物販など約100店舗が出店します。フードや
オシャレな雑貨品などの販売だけでなく、今年はサックス&
ギター、アコーディオンのパフォーマンス、フラワーワーク
ショップなどのイベントもあります。
　泉マルシェ独特の雰囲気を体験しにぜひ皆様、ご来場くだ
さい！

※写真は令和元年開催時のものです

※会場付近の駐車場には限りがありますので、ご来場の際は公共交通機関をご利
用の上、マスクの着用をお願いいたします。
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会報用広告

封筒用広告

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7

営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

内祝・快気祝・お引物・会社PR品・トロフィ・記章等

㈱東北カレンダーギフト
℡.０２２－３７２－２４９４
Fax.022-372-2596
981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目33-7
営業時間・平日AM９時～PM６時／休日及び祝祭日AM10時～６時

981-3124 仙台市泉区野村字菅間前25-2

税理士登録番号　146975

税金の事はお気軽にご相談ください

玉虫雅德税理士事務所
仙台市青葉区南吉成1－5－11
℡　022－719－1424
HP  https://www.kaikei-home.com/sendaileon/

アミタ合同会社（サービス業）�
� 泉区福岡字鍛冶袋2－19

㈱ L.S.Design�office（設計デザインコンサル）�
� 泉区高森4－2－618

Abc-Mart�Sports�Outlet（エービーシー・マート�スポーツアウトレット )（小売）�
� 泉区寺岡6－1－1

Aimerfeel（エメフィール）（小売）�
� 泉区寺岡6－1－1

Felisi（フェリージ )（小売）�
� 泉区寺岡6－1－1

Graniph（グラニフ )（小売）�
� 泉区寺岡6－1－1

The�Body�Shop（ザボディショップ）（小売）�
� 泉区寺岡6－1－1

Volcom（ボルコム）（小売）�
� 泉区寺岡6－1－1

Beauty�Be�SHARE�㈱無芸塾（サービス）�
� 泉区寺岡6－5－1

Across�The�Universe（衣料品）�
� 泉区寺岡6－5－1

gashacoco�㈱ハピネット・ベンディングサービス（雑貨）�
� 泉区寺岡6－5－1

THE�Shoes�Stock　㈱ヒロセ（身の回り品）�
� 泉区寺岡6－5－1

ミートヒバチ　ヒバチフードサービス合同会社（飲食）�
� 泉区寺岡6－5－1

ネコサポステーション　ヤマト運輸㈱（サービス）�
� 泉区寺岡6－5－1

THREEPPY　㈱大創産業（雑貨）�
� 泉区寺岡6－5－1

まくらぼ　Futonto ㈱（雑貨）�
� 泉区寺岡6－5－1

Pipie&Lilly　㈱ Pipie&Lilly（身の回り品）�
� 泉区寺岡6－5－1

㈱モリセンエンジニアリング（製造業）�
� 泉区将監8－7－5

東北エアシステム㈱（旅行業、整理収納業）�
� 泉区将監10－26－15

KYOSAI 図書出版㈱（製造業）�
� 泉区市名坂原田156

God�bless（占い、ヒプノセラピー）�
� 泉区鶴が丘1－11－5

Fishtail�Silver（フィッシュテイルシルバー）（アクセサリー製作、販売）�
� 泉区松陵4－49－7

ヘア・デザイン　ラパス（美容室）�
� 泉区南光台4－4－1

合資会社フードサービス・イシカワ南光台営業所（食品製造、卸）�
� 泉区南光台南2－8－47

佐藤建築（建築工事業）�
� 泉区南光台東1－49－30

吉巳建築（建築）�
� 泉区南光台東2－37－6高橋アパート202

㈱東北ドローン（その他サービス）�
� 泉区黒松1－9－9丸栄黒松コーポ101

龍征工業（水道工事業）�
� 泉区八乙女中央4－1－20八乙女中央弐番館103

ISBC㈱（損害保険代理店）�
� 泉区七北田字白水沢14－3－101号

鈴木　万里子（美容業）�
� 泉区泉中央1－7－1スィングビル3F

㈲ディーアイエージェンシー（調査サービス）�
� 泉区泉中央4－18－2－401

バーガーキング　㈱トウショク（飲食）�
� 泉区泉中央1－5－1

グランサックス　㈱東京デリカ（小売）�
� 泉区泉中央1－5－1

くまざわ書店　㈱くまざわ書店（小売）�
� 泉区泉中央1－5－1

SHOO・LA・RUE�㈱アルカスインターナショナル（小売（ファミリーアパレル））�
� 泉区泉中央1－5－1

スカイファイトスタジオ　㈱ドローンネット（各種教室）�
� 泉区泉中央1－5－1

カーブス　㈱川村コーポレーション（フィットネス）�
� 泉区泉中央1－5－1

サーティワンアイスクリーム　㈱オフィスシーアイエス（飲食）�
� 泉区泉中央1－5－1

会員の紹介新
　� （令和 4年 7月12日�理事会承認）

会員事業所紹介vol.47
今回も「わが社の一押し！」を紹介します！

わが社の
一押し！

会員事業所
紹介 株式会社グリーン開発

（中央東支部会員）

5自店の PR：創業して39年になります。仙台市内
近郊を中心に外構工事の設計・施工をしておりま
す。新築の外構工事からお庭のリフォーム・カー
ポート・ウッドデッキ。お家の外廻りのお悩みはぜ
ひご相談ください。経験豊富なスタッフがご提案い
たします。芝生の手入れの行き届いた展示場はいつ
でもご覧いただけます。

1代表者名： 菊地 政俊
2相談場所：泉区高玉町 8 番 3 号
3業　　種：外構工事・設計・施工
4ホームページ：http://www.green-kaihatu.com/

地下鉄
泉中央駅

地下鉄
八乙女駅

カインズ
仙台泉店

ヨークベニマル
真美沢店

仙台徳洲会病院

東北学院大学

アカチャンホンポ
仙台泉店

二柱神社

七北田川

ユアテック
スタジアム仙台

セルバ
スーパースポーツ
ゼビオ仙台泉中央店

泉区役所

35
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保険見直し本舗　㈱GOESWELL（保険）�
� 泉区泉中央1－5－1

ミュゼプラチナム　㈱ミュゼプラチナム（脱毛サロン）�
� 泉区泉中央1－5－1

モスバーガー　㈱モスフードサービス（飲食）�
� 泉区泉中央1－5－1

花京院市場（農直野菜、加工品）�
� 泉区泉中央1－4－1

韓国惣菜の店　扶餘DELI（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

キッチンガーデンふるかわ（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

凛々堂（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

おめで鯛焼き本舗（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

リアット！（靴、バッグ修理）�
� 泉区泉中央1－4－1

ドゥサックス（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

ネックスライフデザイン（建設）�
� 泉区泉中央1－4－1

ガチャバ（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

カラダファクトリー（整体）�
� 泉区泉中央1－4－1

スーツセレクト（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

アイシティ（小売）�
� 泉区泉中央1－4－1

スマイルカラー（ヘアカラー専門店）�
� 泉区泉中央1－4－1

仙令鮨（飲食）�
� 泉区泉中央1－6－3

ジュエルカフェ（買取専門店）�
� 泉区泉中央1－6－3

ココカラファイン薬局（薬局）�
� 泉区泉中央1－6－3

ガチャバ（小売）�
� 泉区泉中央1－6－3

佐藤貴美枝ニットソーイングクラブ（洋裁教室）�
� 泉区泉中央1－6－3

げんき堂整骨院（整骨院）�
� 泉区泉中央1－6－3

美容室イレブンカット（美容室）�
� 泉区泉中央1－6－3

トータルセラピー（リラクゼーション）�
� 泉区泉中央1－6－3

アイラッシュサロン　ブレス（アイラッシュサロン）�
� 泉区泉中央1－6－3

カフェ＆バー　プロント（カフェ＆バー）�
� 泉区泉中央1－6－3

仙台焼き鳥とワインの店　大魔王Terrace（焼き鳥・ワイン）�
� 泉区泉中央1－6－3

三幸工芸（内装・看板業）�
� 泉区泉中央南12－8－215

こんにちは商店（小売業）�
� 泉区古内字野合7－2

訪問美容サービス・遊佐（訪問美容サービス）�
� 青葉区高野原4－1－10

HBDcreate（デザイン、クリエイト）�
� 青葉区中山台西13－15

プルーフテクノ㈱（防水工事）�
� 青葉区栗生4－13－2－201

㈱ユウアイ（建設業（リフォーム））�
� 青葉区折立2－7－23

グランドトリン㈲（インターネット販売（雑貨））�
� 青葉区錦ケ丘8－26－20

早坂工建（外壁工事）�
� 青葉区愛子中央3－17－2ブンガワンソロ2　102

KUKUNA�Beauty&Life（エステ・リラク）�
� 泉区松陵3－36－2

焼肉パルパル（飲食業）�
� 泉区南光台南1－2－11

㈱GAM（不動産、ドローンスクール）�
� 泉区野村字二重袋前5－1

一般社団法人　NOUFUKU（障害者福祉サービス業）�
� 泉区加茂1－18－33

三瓶　春樹（建築業（大工））�
� 青葉区愛子東4－6－20

宍戸基礎（基礎工事）�
� 青葉区愛子東3－10－50－3

bau�leather（革製品製造販売）�
� 太白区秋保町湯元字寺田原1－7

泉ホームサービス（建設業（水道））�
� 青葉区滝道46－14

ぞうさん弁当（弁当店）�
� 青葉区東勝山2－8－38


