2021/12/17現在

合法木材供給認定事業者名簿
認定番号
宮城県木協
第００１
号
第００２号
第００４号
第００５号
第００６号
第００７号
第００８号
第００９号
第０１０号
第０１１号
第０１６号
第０１７号
第０１８号
第０１９号
第０２０号
第０２２号
第０２３号
第０２４号
第０２５号

認 定
年月日

事業者の名称

H30.9.14 有限会社 丸敏材木店
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H29.7.1
H30.9.14
H30.9.14

－
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14
H30.9.14

第０２６号 H30.9.14

ヤマモト木材有限会社
株式会社 チバミン
有限会社 安倍製材所
株式会社 幸田屋商店
鬼首振興株式会社
有限会社 鈴木材木店
有限会社 日野製材所
株式会社 津山小径木
株式会社ザイエンス仙台製造所
株式会社 岩淵製材所
有限会社 米澤製材所
株式会社 仙建
株式会社 渋谷木材店
宮城十條林産株式会社白石工場
丸平木材株式会社
株式会社 佐藤製材所
株式会社 山大
株式会社 グリーンハウザー
株式会社グリーンハウザー
大衡事業所
兼松サステック株式会社 製造・技
術部 東北工場
株式会社 仙北製材所
伊藤木材
株式会社 ホーム建材店
株式会社 村井林業
株式会社 タカカツ建材
株式会社 三善材木店
木村木材株式会社

認定団体（宮城県木材協同組合）
代表者名

分別管理
責任者

島貫 敏夫

角田 洋子

及川 勝一郎 佐藤重喜，阿部靖広
千葉 基
菅井 信浩
安倍 武夫 安部 武志
幸田 力也 幸田 力也
髙橋 峻
髙橋 峻
鈴木 真一 鈴木 真一
日野 正勝 日野 勝宏
髙橋 平克 髙橋 平克
川口 大介 川口 大介
岩渕 幸嗣郎 岩渕 幸嗣郎
米澤 光秀 米澤 秀明
高西 光彦 只木 忠治
渋谷 隆
渋谷 隆
亀山 武弘 佐藤 久雄
小野寺 邦夫 齋藤浩幸，佐藤友則
佐藤 裕康 阿部 政博
高橋 暢介 高橋 茂之
和泉 一昭 伊藤 達也

〒

所在地

981-3111 仙台市泉区松森字沢目18-1
987-0511
989-6115
981-0503
986-0017
989-6941
987-0901
986-0401
986-0402
981-3313
987-0901
989-1502
983-0034
981-1238
980-0871
986-0728
986-0401
986-0842
983-0013

登米市迫町佐沼字大網227-8
大崎市古川駅東1-5-11
東松島市矢本字関の内24
石巻市不動町2-12-4
大崎市鳴子温泉鬼首字原35
登米市東和町米川字寺内47
登米市津山町柳津字本町259-21
登米市津山町横山字寺倉157
富谷市高屋敷1
登米市東和町米川字飯土井5-1
柴田郡川崎町大字今宿字前坂9
仙台市宮城野区扇町5-9-12
名取市愛島笠島字桜町22
仙台市青葉区八幡3-2-7
本吉郡南三陸町志津川天王山22-1
登米市津山町柳津字町9-2
石巻市潮見町2-3
仙台市宮城野区中野字上小袋田18-1

2021年12月末 現在

ＴＥＬ

FAX

022-372-3648

022-375-3660

0220-22-2421
0229-22-0291
0225-82-2023
0225-93-0220
0229-86-2321
0220-45-2723
0225-69-2174
0225-69-2752
022-348-8826
0220-45-2134
0224-84-4046
022-232-0961
022-384-4282
022-261-2151
0226-46-3113
0225-68-2203
0225-93-1111
022-254-4170

0220-22-2396
0229-22-5220
0225-83-8095
0225-93-8055
0229-86-2322
0220-45-2723
0225-69-2163
0225-69-2731
022-348-8827
0220-45-1215
0224-84-5713
022-232-0938
022-384-8255
022-261-2150
0226-46-5844
0225-68-2360
0225-93-1118
022-254-2567

渡辺 昌樹

齋藤 淳

981-3604 黒川郡大衡村駒場字彦右衛門橋231-1 022-344-3120

022-344-3125

大宮 利信

坂本 清

981-3601 黒川郡大衡村大瓜字平場23-126

022-345-3192

高橋 和宏
伊藤 政夫
木村 良将
村井 勝
高橋 勝行
小泉 幸彌
青木 伸夫

氏家 直樹
伊藤 政彦
宗田 雄二
村井 勝
佐藤 卓矢
須田 伴宣
伊藤 昭宏

第０３５号 H31.1.16 有限会社 今野材木店
第０３６号 H31.1.16 有限会社 松倉

今野 光男
松倉 裕樹

今野 武
松倉 裕樹

989-6222
986-0105
983-0036
989-0255
989-6255
985-0022
987-0162
986-0842
986-0401
981-4415

第０４０号 R1.10.23 株式会社フォレスティ峯岸

峯岸 宏典

佐藤 真也

983-0014

第０４１号
第０４２号
第０４３号
第０４４号

新沼 豊
新沼 豊
荒木 誠
荒木 誠
三浦 秀悦 川熊 佐江子
益田 俊道 益田 恵美子

第０２７号 H30.9.14
第０２８号
第０２９号
第０３０号
第０３１号
第０３２号
第０３３号
第０３４号

H30.11.12
H30.11.12
H30.11.12
H30.11.12
H30.11.12
H30.11.12
H30.11.12

（※郵便物等の発送先）

R1.10.23
R1.10.23
R1.10.23
R1.11.29

石巻工場

ウッド新沼株式会社
森林商事株式会社仙台支店
株式会社 三浦材木店
有限会社 益田材木店

986-0002
983-0034
981-4271
981-2301

022-345-4239

大崎市古川若葉町2-11-46
0229-24-0222 0229-24-0224
石巻市中野字大屋敷125
0225-62-3329 0225-62-2146
仙台市宮城野区苦竹2-7-5
022-284-7867 022-236-7679
白石市城北町5-17
0224-25-1029 0224-25-9215
大崎市古川休塚字新西田38-1
0229-28-4000 0229-28-4012
塩竃市新富町13-1
022-362-8277 022-366-4663
遠田郡涌谷町字本町55
0229-42-2811 0229-42-3789
石巻市潮見町3-1
0225-93-5155 0225-93-5159
登米市津山町柳津字本町108
0225-68-2052 0225-68-2062
加美郡加美町米泉字落合21-1
0229-63-5400 0229-63-3611
仙台市宮城野区高砂1-31-10
022-259-1661
022-259-1577
（峯岸 宏典：若林区畳屋丁２５－１）
(022-211-4720)
石巻市真野字小屋前38-1
0225-91-2111 0225-91-2536
仙台市宮城野区扇町4-7-18
022-284-4311 022-284-4313
加美郡加美町羽場字山鳥273
0229-63-2511 0229-63-2512
伊具郡丸森町大張大蔵字大蔵畑73-4 0224-75-2014 0224-75-2042

認定期限
R4.3.31

R4.3.31

R6.3.31
R4.3.31

R4.3.31

R4.3.31

R5.3.31

R5.3.31

2021/12/17現在

合法木材供給認定事業者名簿
認定番号
第０４５号
第０４８号
第０４９号
第０５０号
第０５２号
第０５３号
第０５７号
第０５８号
第０６０号
第０６１号
第０６２号
第０６３号
第０６４号
第０６５号
第０６６号
第０６７号
第０６８号
第０６９号
第０７０号
第０７１号
第０７２号
第０７３号
第０７４号
第０７５号
第０７６号
第０７８号
第０７９号
第０８１号
第０８２号
第０８５号
第０８８号
第０８９号
第０９２号
第０９３号
第０９６号
第０９７号
第１０１号
第１０３号

認 定
年月日

事業者の名称

R2.3.30 有限会社 天神木材
H29.7.1
H30.6.12
H30.8.24
H30.11.12
H31.1.16
R1.7.24
R1.7.9
R2.2.14
R2.3.30
H29.7.1
H29.7.1
H29.7.1
H29.7.1
H29.7.1
H29.7.1
H29.7.1
H30.6.12
H30.6.12
H30.6.12
H30.8.24
H31.1.16
H31.4.19
H31.4.19
R1.5.7
R1.5.7

R1.6.21
R1.5.7
R1.5.7
R1.5.24
R1.5.24
R1.5.24
R1.5.24
R1.5.24

認定団体（宮城県木材協同組合）
代表者名

分別管理
責任者

〒

菅原 一之

菅原 一之

986-0782

坂元植林合資会社
大沼 迪義
大下林業
菅原 英樹
有限会社 菊地林産
菊地 大地
野家材木店
野家 亮一
株式会社 マルウ木材産業
髙橋 昭浩
中国木材株式会社東北センター
堀川 智子
株式会社 丸中材木店
安部 雅章
有限会社 大友林業製材所
大友 昭則
株式会社 青木国工務店 宮城工場 青木 国
菅原 廣文
株式会社 マルハラ
有限会社 関野材木店
関野 光一
株式会社長谷川萬治商店仙台支店 岡野 和夫
中川木材株式会社
中川 尚仙
有限会社 小野材木店
小野 啓
遠野興産株式会社石巻工場
中野 光
有限会社 佐藤製材
佐藤 春彦
有限会社 FORESTRY GAGA
大宮 志磨子
株式会社菊地製材所
栗山 操
株式会社ツボイ木材
坪井 道子
福田 信夫
株式会社 福田材木店
只埜 康治
株式会社 松山産業
株式会社 宮本工業東北支店仙台工場 宮本 哲治
日本プレカットシステム株式会社東北支店 森 彰宏
中内 晃次郎
ポラテック東北株式会社
相澤 洋一郎
株式会社 丸梅材木店
佐藤 啓悦郎
株式会社 佐米材木店
森 正彦
森材木店
松林 秀一
松林商事株式会社
菅原 正義
株式会社 くりこまくんえん
遠藤 秀一
株式会社 木材ｽｰﾊﾟｰｴﾝﾄﾞｰ
木村 克博
株式会社 木村製材所
宍戸 紘三
有限会社 宍戸材木店
大内 伸之
石巻地区森林組合

R1.6.21 佐藤材木店
R1.6.21 株式会社 及川製材所
R1.7.31 株式会社 気仙沼製材
R1.7.9 有限会社 高田製材所

佐藤
及川
菅原
高田

清一
慶隆
勇二
一男

三浦 良一
菅原 英樹
菊地 大地
野家 亮一
高橋 昭浩
森本 聡
渡邉 和典
大友 昭則
小島 雄一

989-1765
988-0862
987-0902
987-0601
989-6224
983-0001
986-0005
981-0123
987-2308
佐藤 光
985-0015
986-0401
関野 洸
田澤 兼雄 983-0035
中川 尚仙 981-0501
小野 一宏 981-2116
石森 勝友 987-1103
佐藤 春彦 989-2331
佐々木 雄 989-1502
西村 秀之 983-0035
高橋 康弘 984-0002
福田 信夫 986-0115
只埜 康治 987-1304
佐伯 陽介 981-1226
高橋 祐吏 981-1226
佐々木 昌幸 981-4203
相澤 洋一郎 984-0844
佐藤 啓悦郎 986-2132
森 正彦
987-0102
遠藤 英宏 986-0853
大沼 盛義／佐藤 純 989-5401
遠藤 秀春 987-0006
木村 克博 988-0063
宍戸 紀之 989-6435
阿部 浩明 986-0005
佐藤 清一 987-0901
及川 慶隆 989-5501
菅原 勇二 988-0851
高田 一男 981-3511

所在地
本吉郡南三陸町入谷字天神53
（携帯：090-3121-1604）
柴田郡柴田町大字成田字坂元5
気仙沼市角地81-2
登米市東和町米谷字大嶺116-4
登米市中田町石森字本町3
大崎市古川小泉字内高畑72
仙台市宮城野区港2-1-44
石巻市大瓜字井内30
宮城郡利府町沢乙字欠下南2-4
栗原市一迫真坂字吉渕下１
塩竃市中の島61
登米市津山町柳津字黄牛比良5-1
仙台市宮城野区日の出町3-3-3
東松島市赤井字川前一、29-1
伊具具丸森町字石倉32-3
石巻市北村字滝の沢44-3
亘理郡亘理町吉田字大塚16
柴田郡川崎町大字今宿字立野東原１７
仙台市宮城野区日の出町3-8-3
仙台市若林区卸町東2-2-26
石巻市福地字町１３１番地
大崎市松山千石字南亀田205-1
名取市植松字田野部43-1
名取市植松字田野部43-1
加美郡加美町菜切谷字中野一番5-4
仙台市若林区種次字中斉119
石巻市大宮町6-19
遠田郡涌谷町字表桜町7
石巻市門脇字捨喰81-1
栗原市鶯沢袋島巡44-7
遠田郡美里町関根字鹿嶋124
気仙沼市四反田115-1
大崎市岩出山字浦小路76
石巻市大瓜字棚橋下待井65-1
登米市東和町米川字町下49-5
栗原市若柳字川北欠36
気仙沼市下八瀬393-1
黒川郡大郷町山崎字鳥屋場山95-1

2021年12月末 現在

ＴＥＬ

FAX

認定期限

0226-46-3433

0226-46-4749

R5.3.31

0224-58-9888
0226-55-2157
0220-42-2372
0220-34-2614
0229-24-5758
022-259-1431
0225-22-2644
022-356-2710
0228-52-4701
022-364-0015
0225-68-2204
022-236-9921
0225-82-2110
0224-72-2586
0225-73-2152
0223-36-3550
0224-84-6235
022-231-4318
022-781-9524
0225-64-2235
0229-55-4520
022-382-3934
022-382-4523
0229-63-8815
022-289-3121
0225-97-3525
0229-43-2235
0225-96-1511
0228-55-3261
0229-34-2988
0226-22-0189
0229-72-0066
0225-93-1711
0220-45-2323
0228-32-3821
0226-55-2205
022-359-3803

0224-51-9833
0226-55-2157
0220-42-2525
0220-34-2659
0229-24-5655
022-259-1410
0225-93-4560
022-356-9530
0228-52-4702
022-364-8402
0225-68-2292
022-284-5617
0225-82-3337
0224-72-1746
0225-73-2232
0223-36-3551
0224-84-6235
022-236-9884
022-781-9534
0225-64-2266
0229-55-4570
022-382-4033
022-382-4033
0229-63-8816
022-289-5594
0225-97-3526
0229-43-5578
0225-96-1512
0228-55-2556
0229-34-1325
0226-22-0199
0229-87-3133
0225-93-1707
0220-45-2314
0228-32-3822
0226-55-2286
022-359-3803

R6.3.31
R4.3.31
R4.3.31
R5.3.31
R5.3.31

R6.3.31

R4.3.31

R5.3.31
R5.3.31
R5.3.31
R5.3.31
R5.3.31
R5.3.31
R5.3.31
R5.3.31

R5.3.31

2021/12/17現在

合法木材供給認定事業者名簿
認定番号

認 定
年月日

代表者名

分別管理
責任者

〒

齋藤 博

上野 美紀

980-0804

FAX

022-796-9377

022-796-9378

022-372-3525
022-376-8182
0220-55-2528
0220-22-9702
0226-36-3480
0229-63-2881

022-372-3330
022-376-8180
0220-44-4314
0220-22-9732
0226-28-9576
0229-63-2881

022-796-9377

022-796-9378
0229-63-3733
0229-25-5521
0229-67-5272

第１２０号 H29.9.20 和泉林業
第１２１号 H29.11.6 ㈱早坂林業

0229-63-3733
0229-25-5521
0229-67-3664
佐藤 良広 佐藤 翔太 981-4324 加美郡加美町字北原70-1
0229-72-0223
庵原 進 庵原 健也 989-6435 大崎市古川福沼2-4-80
（送付先：大崎市岩出山上野目字中川原52-43）
0229-87-3116
022-354-2406
佐藤 豪男 佐藤 豪男 981-0215 宮城郡松島町高城字町31
佐々木 善市 佐々木 善市 986-0402 登米市津山町横山字寺倉34
0225-69-2138
022-397-6004
竹沢 一良 竹沢 一良 981-1224 名取市増田三丁目1-11-1002
佐藤 幸雄 佐藤 雄一 982-0244 仙台市太白区秋保町馬場字野尻宇町北61-3 022-399-2122
郵送先：〒981-1230 名取市愛の杜2-22-3 佐藤雄一 090-2600-6207
0225-45-2025
和泉 眞次 和泉 徳七 986-2521 石巻市新山浜入畑 3
0229-67-2293
早坂 篤郞 早坂 貴紀 981-4355 加美町字鹿原中野原5

R1.7.11㈱に変更
第１２２号 H30.4.16 ㈱片倉製材所

片倉 喜光 片倉 喜光 987-0121 遠田郡涌谷町涌谷字追波南９

第１０５号

R1.11.8 株式会社 ＢＷＭ

981-3121

仙台市青葉区大町二丁目10-14
TAKAYUパークサイドビル４Ｆ
事業所：登米市南方町実沢152番２
仙台市泉区上谷刈三丁目10-21
仙台市泉区実沢字飛鳥原85 （工場）
登米市米山町中津山字町田21-1
登米市迫町北方字船橋前88-1
本吉郡南三陸町歌津字皿貝60-4

R2.1.22 有限会社 寺島木材

寺島 信弘

第１０６号 H29.7.1 有限会社 佐藤製材所
第１０７号 H29.7.1 有限会社 ハウスサプライセンター
第１０８号 H29.11.6 阿部製材所
第１１０号 H30.4.16 林環産業株式会社

佐藤 大制
伊藤 良雄
阿部 満義

日野上 健二 日野上 健二 981-4253

第１１１号 H30.7.27 Ｂ－ｆｏｒｅｓｔ株式会社

伊藤 俊明 安田 匡志 980-0804 仙台市青葉区一番町二丁目2-13

第１１２号

H31.4.5

株式会社 髙橋林業

寺島 信弘 981-3217
佐藤 大制 987-0331
伊藤 真人 987-0513
阿部 俊哉 988-0467

所在地

2021年12月末 現在

ＴＥＬ

第１０４号

事業者の名称

認定団体（宮城県木材協同組合）

日野上 優吾 日野上 優吾 981-4273

加美郡加美町字大門38-1
加美郡加美町字上川原1-15-7

連絡先 自宅 母親（携帯090-7666-3705)

第１１３号 H31.4.19 有限会社 佐藤林業
第１１４号

R1.7.24

有限会社 庵原林業

第１１５号
第１１６号
第１１７号
第１１９号

R1.7.24
R1.10.1
R1.11.8
R2.3.30

佐藤工業
夢の森つやま協同組合
株式会社 ＪＷＲ
有限会社 佐藤林業

第１２３号 H30.9.14 ニチモクパレット株式会社 石巻工場 阿部 聖也 阿部 聖也
R1.7.2 ㈱丹野林業建設
第１２４号
丹野 将紀 佐藤 誠
R1.7.9 ㈱ＢＷＭ（大和町プラント）
第１２５号
齋藤 博 伊藤俊吾
第１２７号 R1.11.8 吉田運送
吉田 伸次 吉田 伸次
第１２８号

R2.1.24

特定非営利活動法人 しんりん

第１２９号 R3.12.17 ㈱里山林農元気村

大場 隆博 長澤 孝二
竹内 信男 石崎 裕一

986-0836
989-1501
981-3408
988-0455
989-6711
(989-5401)
987-0704

0229-42-2839.
0225-24-8701
柴田郡川崎町大字前川字松葉森山１２－２ 0224-84-5868
黒川郡大和町松坂平8-3-17
022-347-2285
本吉郡南三陸町歌津字吉野沢１０５－５４ 0226-36-3534
大崎市鳴子温泉字玉の木７０
0229-25-4668
（経理：栗原市鶯沢袋島巡４４－７)
(0228-25-4697)
登米市登米町日野渡日野渡２－１
0220-23-7411
石巻市南光町2-2-1

認定期限

R5.3.31

R6.3.31

R4.3.31

0229-72-0693

R5.3.31

022-354-2406
0225-69-2138
022-397-6004
022-399-2697

R5.3.31

0225-45-2025
0229-67-2293

R6.3.31

0229-42-2937
0225-24-8933
0224-84-5883
022-347-2122
0226-25-8032
0229-25-9537
(0228-55-2001)
0220-23-7673

R4.3.31
R5.3.31
R5.3.31
R7.3.31

2021/12/17現在

合法木材供給認定事業者名簿
認定番号

認 定
年月日

事業者の名称

認定団体（宮城県木材協同組合）
代表者名

発電用バイオマス認定事業者名簿
認定番号

認 定
年月日

事業者の名称

宮城県木協
H30.4.16 株式会社 ホーム建材店
第Ｂ－０３０
号
第Ｂ－０４９
H30.6.12 大下林業
号
第Ｂ－０７３
H31.1.16 株式会社 松山産業
号
第Ｂ－０９３号 R1.5.24 石巻地区森林組合
第Ｂ－１０４号

R1.11.8 株式会社 ＢＷＭ

代表者名

分別管理
〒
所在地
責任者
認定団体（宮城県木材協同組合）
分別管理
責任者

〒

所在地

2021年12月末 現在

ＴＥＬ

FAX

認定期限
2021年９月末 現在

ＴＥＬ

FAX

木村 良将 佐々木 賢史 983-0036 仙台市宮城野区苦竹2-7-5

022-284-7867

022-236-7679

菅原 英樹

菅原 英樹

988-0862 気仙沼市角地81-2

0226-55-2157

0226-55-2157

只埜 康治

只埜 康治

987-1304 大崎市松山千石字南亀田205-1

0229-55-4520

0229-55-4570

0225-93-1711

0225-93-1707

022-796-9377

022-796-9378

仙台市青葉区一番町二丁目2-13

022-796-0890

022-796-9378

加美郡加美町字上川原1-15-7

0229-63-3733

0229-63-3733

佐藤 良広 佐藤 翔太 981-4324 加美郡加美町字北原70-1

0229-67-3664

0229-67-5272

竹沢 一良 竹沢 一良 981-1224 名取市増田三丁目1-11-1002

022-397-6004

022-397-6004

和泉 眞次 和泉 徳七 986-2521 石巻市新山浜入畑 3

0225-45-2025

0225-45-2025

丹野 将紀

0224-84-5868

0224-84-5883

022-347-2285
072-286-0555
(022-343-9111)
(0229-**-****)

022-347-2122
072-286-0566
(022-343-9112)
(0229-**-****)

022-244-7621

022-244-7627

0229-28-4000

0229-28-4012

022-399-2122

022-399-2697

大内 伸之 阿部 浩明 986-0005 石巻市大瓜字棚橋下待井65-1
仙台市青葉区大町二丁目10-14
齋藤 博
上野 美紀 980-0804 TAKAYUパークサイドビル４Ｆ

有効期限

R4.3.31

R5.3.31

事業所：登米市南方町実沢152番２
第Ｂ－１１１号 H30.7.27 Ｂ－ｆｏｒｅｓｔ株式会社
第Ｂ－１１２号

H31.4.5

株式会社 髙橋林業

第Ｂ－１１３号 H31.4.19 有限会社 佐藤林業
第Ｂ－１１７号

R1.11.8

株式会社 ＪＷＲ

第Ｂ－１２０号 H29.9.20 和泉林業
第Ｂ－１２４号

R1.7.2

㈱丹野林業建設

第Ｂ－１２５号

R1.7.9

㈱ＢＷＭ（大和町プラント）

第Ｂ－１２６号

R1.7.24

伊藤 俊明

安田 匡志

980-0804

日野上 優吾 日野上 優吾 981-4273

齋藤 博

佐藤 誠

989-1501 柴田郡川崎町大字前川字松葉森山１２－２

伊藤 俊吾 981-3408 黒川郡大和町松坂平8-3-17
591-8022 大阪府堺市北区金岡町1862-1

㈱ＪＣＯ（加美町菜切谷）

田辺 賢至 西村 智司 (981-0908) (仙台市青葉区東照宮1-7-31）
(981-4203) (加美郡加美町菜切谷字北畑17-1)

R4.3.31

R5.3.31

R6.3.31

R5.3.31

仙台市太白区金剛沢２－６－１８
第Ｂ－１２９号

R2.1.24

㈱興栄

山田 善一 山田 善一 982-0802 （工場：仙台市太白区坪沼字赤石山
20-6）

第Ｂ－０３２号

R2.7.30

（株）タカカツ建材

第Ｂ－１１９号 R3.12.17 有限会社 佐藤林業

髙橋勝行

菊地 勉

989-6255 大崎市古川休塚字新西田38-1

仙台市太白区秋保町馬場字野尻町北
佐藤幸雄 佐藤 雄一 982-0244 61-3

R6.3.31

R7.3.31
第Ｂ－１３０号 R3.12.17 株式会社 パス・フォレスター

仙台市青葉区本町2-6-35第七広瀬ビ
武者富士夫 武者富士夫 980-0014 ル3F

022-393-8590

022-265-1035

