
事業所リスト

No 事業所名 現　住　所 新住所

1 アイン薬局吉岡店(株式会社アインファーマシーズ）
大和町吉岡南第二土地区画整理事業地内92街区1-2画
地(92B1-2L)

吉岡まほろば一丁目5番地の3

2 株式会社アルビレオ 吉岡字北六角75番地(39B14L） 吉岡まほろば二丁目17番地の14

3 アン・ジェラ 吉田字高田東39番地 吉岡まほろば一丁目4番地の5

4 イエローハット吉岡店（株式会社 ホットマン） 吉岡字柳ノ町24番地の1 吉岡まほろば一丁目6番地の12

5
うさちゃんクリーニングヤマザワ吉岡ＳＣ店(ロイヤル
ネットワーク 株式会社)

大和町吉岡南第二土地区画整理地内93街区20外(ヤマ
ザワ吉岡店内)

吉岡まほろば一丁目6番地の25

6
オートバックス 大和吉岡店(株式会社 みちのくオート
バックス)

吉田字高田24番地 吉岡まほろば一丁目7番地の14

7 オートメディカルサービス 吉岡字石川北44番地の4(71B6L) 吉岡南三丁目64番地の4

8  おてんとさん大和店(株式会社 おてんとさん) 吉田字東五福院22番地 吉岡まほろば二丁目22番地の14

9 株式会社小野義肢製作所 吉田字高田19番地 吉岡まほろば二丁目2番地の2

10 株式会社海星運送 吉田字東五福院14番地(82B2L) 吉岡まほろば二丁目21番地の11

11 有限会社桂木事務所 吉岡字東柿木15番地49B1L) 吉岡南三丁目46番地の1

12 グループホームなんてん吉岡(株式会社 ウェル) 吉岡字台ノ下51番地 吉岡天皇寺東6番地の1

13 有限会社クレバープランニング 吉岡字西柿木82番地(58B7L） 吉岡南三丁目52番地の5

14 有限会社黒川電気 吉岡字西車堰37番地の2(58B8L） 吉岡天皇寺東1番地の13

15 小林ホールディングス合同会社 吉岡字北六角73番地 吉岡まほろば二丁目17番地の11

16 有限会社小林モータース 吉岡字石川北60番地の1 吉岡南三丁目64番地の3

17 ザ・ダイソー・ヤマザワ吉岡ＳＣ店(株式会社大創産業) 吉岡字柳ノ町(93B-20L) 吉岡まほろば一丁目6番地の33

18 サンキューカット吉岡店(株式会社アルト) 吉田字高田東33番地 吉岡まほろば一丁目4番地の10

19 サンデー吉岡店(株式会社サンデー) 吉岡字柳ノ町19番地の1 吉岡まほろば一丁目6番地の13

20 七十七銀行大和町役場 吉岡字西桧木1番地の1(91B1L) 吉岡まほろば一丁目1番地の1

21 荘内銀行吉岡支店(株式会社荘内銀行) 吉田字高田東1番地(93B40L) 吉岡まほろば一丁目6番地の4

22 食事処いな穂 吉田字高田東39番地 吉岡まほろば一丁目4番地の5

23 株式会社Ｓtand Ｆield 吉田字高田西15番地(81B1-2L) 吉岡まほろば二丁目3番地の3

24 セブンイレブン大和町役場前店 吉田字高田東41番地 吉岡まほろば一丁目4番地の1

25 セブンイレブン大和吉田高田西店 吉田字高田西9番地 吉岡まほろば二丁目3番地の10

26 千石工業 吉岡字東柿木50番地(37B7L) 吉岡まほろば二丁目14番地の7

27 仙台トヨペット大和大衡店(仙台トヨペット株式会社) 吉田字北谷地23番地 吉岡まほろば一丁目2番地の1

28 洗たくびより2号店(有限会社オリエンタル商事) 吉田字北要害33番地 吉岡まほろば一丁目3番地の1

29 洗たくびより3号店(有限会社オリエンタル商事) 吉田字北要害33番地 吉岡まほろば一丁目3番地の1

30 有限会社大和観光 吉岡字石川北60番地の1 吉岡南三丁目64番地の3

31 株式会社大和コンサルタント 吉岡字石川北1番地の1(75B2L) 吉岡南三丁目69番地の1
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32 たいわ調剤薬局(株式会社ＡＭＳ) 吉田字高田34番地 吉岡まほろば一丁目7番地の8

33 大和町バスターミナル(大和町) 吉岡字西桧木1番地の3(91B2L) 吉岡まほろば一丁目1番地の2

34 大和町役場(大和町) 吉岡字西桧木1番地の1(91B1L) 吉岡まほろば一丁目1番地の1

35 大和町吉岡南第二土地区画整理組合 吉田字北要害3番地の1 吉岡まほろば一丁目1番地の1

36 株式会社髙勝の家大和事務所(株式会社髙勝の家） 吉田字北谷地22番地の1 吉岡まほろば一丁目2番地の2

37 髙橋総業 吉岡字北六角64番地 吉岡まほろば二丁目25番地の4

38 株式会社瀧濱企画 吉岡字車堰3番地 吉岡天皇寺東16番地の3

39 ツルハドラッグ大和吉岡店 吉田字高田東35番地 吉岡まほろば一丁目4番地の7

40  トータル･デンタル･クリニック(医療法人社団全人会) 吉田字北谷地18番地(76B8L) 吉岡まほろば一丁目2番地の7

41
Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅセルフ吉岡南店(株式会社ＥＮＥＯＳフ
ロンティア東北カンパニー)

吉田字高田東23番地 吉岡まほろば一丁目7番地の3

42 ドコモショップ大和町吉岡店(株式会社モトキ) 吉田字北要害35番地 吉岡まほろば一丁目3番地の1

43 トシミチコーポレーション 吉岡字北六角20番地ルグランⅡ203 吉岡まほろば二丁目31番地の7ルグランⅡ203

44 ドラッグヤマザワ吉岡店(株式会社ヤマザワ薬品) 吉岡南第二土地区画整理地内93街区20外 吉岡まほろば一丁目6番地の25

45 ２２食堂(株式会社信光） 吉田字高田18番地 吉岡まほろば一丁目6番地の6

46 ニチイケアセンター七ツ森(株式会社ニチイ学館) 吉田字高田西27番地(83B1L) 吉岡まほろば二丁目22番地の1

47 パチンコ２２大和店(株式会社二十六) 吉田字高田6番地(93B-1-2L) 吉岡まほろば一丁目6番地の6

48 花の膳大和町吉岡店(石田商事株式会社) 吉田字北谷地19番地の1 吉岡まほろば一丁目2番地の6

49 古川信用組合吉岡支店(古川信用組合) 吉田字高田東20番地(92B1-1L) 吉岡まほろば一丁目5番地の1

50 Breath by first(株式会社友美) 吉田字高田東3番地(93B41L) 吉岡まほろば一丁目6番地の3

51 hair salon style 吉田字東五福院2番地(85B2L) 吉岡まほろば二丁目33番地の4

52 Hair Labo Uj 吉田字高田西8番地(23B2L) 吉岡まほろば二丁目4番地の2

53 ホームなごみ(社会福祉法人永楽会)
吉岡字西柿木63番地、64番地、63番地先、85番地、85
番地先(87B6L)

吉岡南三丁目61番地の5

54 ほそごえ整形外科 吉田字高田33番地 吉岡まほろば一丁目7番地の9

55 まほろば歯科クリニック 吉岡字東柿木5番地(49B5L) 吉岡南三丁目46番地の5

56
特別養護老人ホームまほろばの里たいわ(社会福祉法人ま
ほろば)

吉田字高田西34番地(80B7L) 吉岡まほろば二丁目2番地の4

57 株式会社マルリョウ土木建設 吉岡字西柿木37番地(53B16L） 吉岡南三丁目20番地の18

58
明治牛乳加美宅配センター黒川支店(有限会社明治乳業加
美宅配センター)

吉田字高田西12番地(81B1-3L) 吉岡まほろば二丁目3番地の8

59 薬王堂宮城大和店(株式会社薬王堂) 吉田字北要害77街区B-7L 吉岡まほろば一丁目3番地の7

60  ヤマザワ吉岡店(株式会社ヤマザワ) 吉岡南第二土地区画整理地内93街区20外 吉岡まほろば一丁目6番地の25

61
ヤマダ電機/テックランド大和吉田店(株式会社ヤマダ電
機)

吉田字北要害28番地 吉岡まほろば一丁目3番地の5

62 ユラカフェ 吉岡字石川北59番地の30(75B7L) 吉岡南三丁目69番地の6

- 2 -



事業所リスト

No 事業所名 現　住　所 新住所

63 吉岡ＱＱクリニック(医療法人社団清瑞会) 吉田字高田東11番地(92B2-1L) 吉岡まほろば一丁目5番地の4

64 吉岡ホワイト歯科(藤　真弥) 吉田字高田東4番地(93B42L) 吉岡まほろば一丁目6番地の2

65 ラグノオヤマザワ吉岡店(株式会社ラグノオささき) 吉岡南第二土地区画整理地内93街区20外 吉岡まほろば一丁目6番地の25

66 RE PLESS 吉岡字石川北44番地の31(71B7L) 吉岡南三丁目64番地の5

67  リブレ・リュクス(有限会社リブレ) 吉田字北要害30番地(77B3L) 吉岡まほろば一丁目3番地の3

68 和風レストランまるまつ吉岡店(株式会社カルラ) 吉田字高田東5番地、6番地(93B43L) 吉岡まほろば一丁目6番地の1
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