
平成２９年度企業会員のご紹介 
会社、事業所、組合及び団体の方々で、社会福祉協議会にご賛同していただいた企業会員の方々 

をご紹介いたします。なお、個人会員については、個人情報保護の観点から、紹介を割愛させてい

ただきましたので、ご了承下さい。 

 

特別会員（１口：１０，０００円）  

５区 村川医院 （１口） 

６Ａ区 佐藤内科クリニック （１口） 

７Ａ区 永沼整形外科 （１口） 

八木沼眼科クリニック （１口） 

７Ｂ区 ㈱北海屋 （１口） 

８区 ㈲高美住設 （１口） 

㈱安藤仁七商店 （１口） 

㈲加藤土建 （１口） 

１０区 ㈱二幸 （１口） 

１８Ｂ区 名川寺 （１口） 

３０区 昭和電線ケーブルシステム㈱社宅自治会 

（１口） 

事務局扱い 柴田町内工場等連絡協議会        （５口） 

㈱松浦組 （５口） 

柴田町民生委員児童委員協議会 （３口） 

柴田町身体障害者福祉協会 （２口） 

柴田町ボランティア・ＮＰＯ活動連絡会 （２口） 

柴田町老人クラブ連合会 （２口） 

㈲佐々木クレーン （２口） 

太田内科 （１口） 

学校法人 朴沢学園 仙台大学 （１口） 

福祉劇団 鶴亀 （１口） 

㈱サン・ベンディング東北 （１口） 

㈲札木会計事務所 （１口） 

㈱大栄ステンレス研磨工業 （１口） 

㈲船岡自動車整備工場 （１口） 

㈱銀座薬局 （１口） 

仙南中央病院 （１口） 

㈱伊藤印刷 （１口） 

柴田ショッピングセンター マルコ （１口） 

㈱伊藤チェーン （１口） 

特別養護老人ホーム 常盤園 （１口） 

㈲サトウシーピー （１口） 

㈱宮城観光サービス （１口） 



㈱ドリーム （１口） 

大沼胃腸科内科外科医院 （１口） 

(宗)円龍寺 （１口） 

高橋伸二事務所 （１口） 

高橋機工㈱ （１口） 

㈱四保工務店 （１口） 

みやぎ県南医療生活協同組合 （１口） 

㈱白石ハウビング （１口） 

㈱フローラメモリアルホール柴田 （１口） 

パラディソ柴田店 （１口） 

柴田不動産 （１口） 

玉野井歯科医院 （１口） 

乾医院 （１口） 

㈱丸油 （１口） 

笠松電気㈱ （１口） 

㈲カーライフブレンド （１口） 

㈲山田防水工業 （１口） 

社会福祉法人 はらから福祉会 （１口） 

㈲柴田衛生社 （１口） 

㈱登勇管工設備 （１口） 

こや歯科医院 （１口） 

佐藤総業㈱ （１口） 

やすだ耳鼻咽喉科・アレルギー科クリニック （１口） 

㈱ジェー・シー・アイ仙南事業所 （１口） 

㈲高橋保険事務所 （１口） 

㈱サカモト （１口） 

㈲大槻板金工業 （１口） 

㈲永山設備工業 （１口） 

ユーワ精巧㈱ （１口） 

柴田さくらマラソン実行委員会 （１口） 

㈲冨樫運輸 （１口） 

アリガ美容室 （１口） 

鹿野塗装工業所㈲ （１口） 

㈲平間電子 （１口） 

おたべ歯科クリニック （１口） 

とっておきの広場 （１口） 

菊池歯科医院 （１口） 

大光院 （１口） 

日広建設㈱ （１口） 

㈱安藤仁七商店 （１口） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賛助会員（１口：５，０００円） 

㈱ピース （１口） 

㈱シーズ （１口） 

丸敏建設㈱ （１口） 

㈲佐我建材 （１口） 

㈲尾形建設 （１口） 

㈲マーブルマーブル （１口） 

㈲笠松鋼業 （１口） 

 

２区 

 

今野病院  （１口） 

斎藤デンキ㈱ （１口） 

３区 恵林寺 （１口） 

５区 ㈱青木商店 （１口） 

伊藤建設工業㈱ （１口） 

６Ａ区 ㈲つるみ薬局 （１口） 

第６A区自治会 （１口） 

７Ａ区 歯科ヒライ （１口） 

斎藤工務店 （１口） 

大友歯科医院 （１口） 

おおの電器㈱ （１口） 

１２Ｂ区 グループホームゆう柴田 （１口） 

事務局扱い 安藤石油㈱ （１口） 

㈱仙南自動車学院 （１口） 

船岡調剤薬局 （１口） 

宗運㈱ （１口） 

㈱星工務店 （１口） 

福寿会 旭園 （１口） 

安藤工務店 （１口） 

㈲あおば薬局                 （１口） 

㈱オオエダ商会                （１口） 

㈲さくら不動産                 （１口） 

つばさ薬局                   （１口） 

船岡中央歯科医院              （１口） 



 

 

 

 

㈱内田洋行ＩＴソリューションズ       （１口） 

㈱仙台大気堂                 （１口） 

㈲近江自動車整備              （１口） 

東禅寺                      （１口） 

英大自動車整備工場             （１口） 

㈱トヨタレンタリース宮城柴田店      （１口） 

仙南トラベル                  （１口） 

㈲富沢石材建設 （１口） 

東北大江工業㈱ （１口） 

焼肉レストラン都 （１口） 

㈱ケー・アンド・アイ （１口） 

ベンリー柴田店                （１口） 

創価学会                    （１口） 

㈱エコー設備工業               （１口） 

ネッツトヨタ仙台㈱柴田店          （1口） 

㈲平間産業                   （1口） 

水上商店                    （1口） 

東北シンコー㈱仙南営業所         （1口） 

㈲仙台屋                    （1口） 

白幡工務店                  （1口） 

㈲アート工業                 （1口） 

スリーエス交通                （1口） 

㈲平井菓子店                 （1口） 

㈱ヤマプラス仙台                （1口） 

表蔵王国際ゴルフクラブ           （1口） 

 ジャパンケア柴田               （1口） 

  サロンド RUCH                 （１口） 

  ㈱山二製作所                 （１口） 

 ㈲南仙台ヨコハマタイヤセンター      （１口） 

サンアイパック㈱ （１口） 

㈱北文社 柴田営業所           （１口） 

㈱プルータス                 （１口） 

  郷家精肉店㈲                 （１口） 

  仙南ガス㈱                   （１口） 

（順不同・敬称略） 

（平成３０年３月３１日） 


