


ブース 分野 法人名・団体名 住所

1 介護・看護 社会福祉法人　創生会　東北事業部 仙台市泉区大沢３丁目５－１

2 介護 株式会社　リブレ 仙台市若林区今泉字小在家東９７－２

3 介護・看護 株式会社　バイタルケア 名取市下余田字鹿島１０

4 看護 医療法人　仙台医療福祉会　仙台富沢病院 仙台市太白区富沢字寺城１１－４

5 介護 医療法人社団　清山会 仙台市泉区松森字西沢２６－４

6 介護 社会福祉法人　グラディーレ 仙台市青葉区荒巻字青葉５１９－１１６２

7 介護
株式会社ニチイ学館　仙台支店
ヘルスケア事業

仙台市青葉区中央１丁目３－１
ＡＥＲ１５階

8 介護（障） 社会福祉法人　チャレンジドらいふ
仙台市泉区高森７丁目１－４
すていじ仙台内

9 介護 社会福祉法人　愛の郷 名取市愛島小豆島字山ノ前４９－２

10 介護・保育 社会福祉法人　東北福祉会 仙台市青葉区国見ケ丘７丁目１４１－９

11 介護・看護
社会福祉法人　湖星会
特別養護老人ホーム　ラスール泉

仙台市泉区西田中字萱場中４３

12 介護 社会福祉法人　永楽会 黒川郡大衡村大瓜字長町７７－３

13 介護（障） 合同会社　４ｃｏｌｏｒｓ 仙台市太白区鹿野３丁目１４番６号

14 保育・看護 社会福祉法人　勇樹会　仙台事務所 仙台市青葉区錦ケ丘７丁目２０－５

15 保育
社会福祉法人　愛光福祉会
長町自由の星保育園

仙台市太白区長町４丁目７－１５

16 保育 特定非営利活動法人　アスイク
仙台市宮城野区榴岡４丁目５－２
大野第２ビル２階

17 介護
社会福祉法人　七日会
特別養護老人ホーム　せんだい郷六の杜

仙台市青葉区郷六字出戸２

18 介護
医療法人社団平成会
介護老人保健施設　ファンコート泉

仙台市泉区西田中字萱場中３７－１

19 介護
社会福祉法人　ウェルフェア仙台
特別養護老人ホーム　ジェロントピア

仙台市太白区茂ケ崎３丁目１２－１

20 介護
公益社団法人　地域医療振興協会
介護老人保健施設　富谷の郷

富谷市三ノ関坂ノ下１１６番３

21 介護 社会福祉法人　ノテ福祉会 仙台市太白区富田字京ノ中９９（５８Ｂ－５１Ｌ）

22 保育 名取市役所 名取市増田字柳田８０

23 介護 コスモスケア　株式会社 仙台市泉区八乙女中央３丁目９－１

24 介護
株式会社ビジュアルビジョン
けあビジョンホーム仙台上愛子

仙台市青葉区上愛子字上遠野原２３－１０

25 保育 株式会社　ちびっこひろば保育園 仙台市若林区若林１丁目６－１７

26 介護 社会福祉法人　敬長福祉会 仙台市若林区遠見塚１丁目１４－３０

27 介護・看護 株式会社　旅ゆかば 仙台市宮城野区新田１丁目２０－３　１Ｆ

28 介護・保育 社会福祉法人　うえるかむ 仙台市太白区鈎取４丁目１４－１５

29 介護・看護 社会福祉法人大石ヶ原会 仙台市青葉区南吉成７丁目１４－１

30 保育
特定非営利活動法人
せんだいファミリーサポート・ネットワーク

仙台市青葉区国分町３丁目８－１７
日東ハイツ２０４号

①　１１月２７日 （水） 午後　参加事業所一覧



ブース 分野 法人名・団体名 住所

1 介護 株式会社　ソーシャルライズ
仙台市宮城野区榴岡５丁目１０－２０－２号
レフカス榴岡

2 介護 医療法人社団　緑愛会　オー・ド・エクラ 仙台市太白区茂庭字新御所川４０番

3 介護
一般財団法人　周行会
介護老人保健施設　トラスト

仙台市青葉区上杉２丁目３－１７

4 介護・看護 医療法人　星陵会 仙台市青葉区木町通２丁目４－４５

5 保育 株式会社　ペンギンエデュケーション 名取市杜せきのした５丁目３１－１１

6 保育
株式会社　パワーネット・フィールド
ＣＨＡＣ扇町保育園

仙台市宮城野区扇町６－１－７

7 介護 株式会社アイ・ケイ・サポート　カーサ岩沼 岩沼市中央３丁目７番１６号

8 保育・看護 社会福祉法人　恩賜財団　宮城県済生会 仙台市宮城野区東仙台６丁目１－１

9 保育 社会福祉法人　宮城愛育会 黒川郡大和町杜の丘１丁目１３番

10 介護 有限会社　奏樹 仙台市泉区松森字西沢２４－２

11 介護 社会福祉法人　あおば厚生福祉会 仙台市太白区茂庭台２丁目１５－２５

12 介護（障）・保育
特定非営利活動法人　ひよこ会
株式会社　ひよこ会

岩沼市中央３丁目２－３　森川ビル３階

13 介護 社会福祉法人　ウエル千寿会 仙台市若林区上飯田字天神１－１

14 介護（障）・看護・
保育

社会福祉法人　ありのまま舎 仙台市太白区西多賀４丁目１９－１

15 介護・看護 社会福祉法人　庄慶会
仙台市青葉区五橋２丁目１１－１
ショーケー本館ビル２階

16 介護
社会福祉法人　宏恵会
特別養護老人ホーム　リーフ鶴ヶ谷

仙台市宮城野区鶴ケ谷字京原７９－１

17 介護 株式会社　ウィンズ 仙台市若林区大和町１丁目２２－４５

18 看護 医療法人　明葉会　明石台こどもクリニック
富谷市明石台６丁目１－２０
明石台ショッピングセンター内

19 介護 株式会社　Ｌｉｖｅ　Ｗｅｌｌ 仙台市青葉区錦ケ丘９丁目２－１

20 介護・看護 社会福祉法人　杜の村 仙台市宮城野区岩切字東河原３５２－３

21 介護
メディカル・ケア・サービス東北　株式会社
 ［愛の家グループホーム］

仙台市宮城野区岩切字稲荷１９３－２

22 介護 株式会社　やさしい手仙台
仙台市宮城野区出花２丁目１２－５
サンハイツビル１０２号

23 介護
社会福祉法人　カトリック児童福祉会
特別養護老人ホーム　パルシア

仙台市宮城野区燕沢東３丁目８－１０

24 介護 社会医療法人　将道会 岩沼市里の杜１丁目２－５

25 介護 有限会社　こすごう 名取市本郷字町田４６

26 介護 社会福祉法人　青葉福祉会 仙台市青葉区宮町１丁目４－４７

27 看護 医療法人財団　明理会　　西仙台病院 仙台市青葉区芋沢字新田５４－４

28 保育 一般社団法人　ぽっかぽか 仙台市宮城野区幸町２－１６－１３

29 介護
社会福祉法人　敬寿会
特別養護老人ホーム　仙台敬寿園

仙台市青葉区下愛子字田中３－１

30 介護・保育 有限会社　ひだまり介護 仙台市泉区住吉台東５丁目５－８

②　１１月２８日 （木） 午前　参加事業所一覧



ブース 分野 法人名・団体名 住所

1 介護・看護
医療法人社団　泉翔会
介護老人保健施設　泉翔の里

仙台市青葉区折立４丁目１－１５

2 介護・看護・保育 医療法人　松田会　　 仙台市泉区実沢字立田屋敷１７－１

3 介護・看護 株式会社　ウエルシスパートナーズ
仙台市青葉区一番町１丁目１－３０
南町通有楽館ビル５階

4 介護 ＳＯＭＰＯケア　株式会社　東北事業部 仙台市宮城野区萩野町３丁目１２－１

5 介護 株式会社　ツクイ　東北圏 仙台市泉区南中山２丁目２８－２

6 保育 宗教法人　真宗大谷派宝林寺　宝保育園 仙台市太白区袋原字内手７１

7 介護 アクアビット・ファクトリー　株式会社 仙台市宮城野区幸町２丁目９－８

8 介護 社会福祉法人　杜の里福祉会 仙台市若林区荒井東２丁目１２番地の１

9 介護（障） 株式会社　ゼンシン 名取市高舘吉田字前沖７５－１８

10 看護 医療法人社団　けやき会　仙台中央病院 仙台市若林区新寺３丁目１３－６

11 保育 カマダ実業　株式会社 仙台市泉区山の寺１丁目１２－２０

12 介護・保育 株式会社　未来企画 仙台市若林区荒井７丁目４－１

13 介護・看護 特定医療法人　松涛会　　南浜中央病院 岩沼市寺島字北新田１１１

14 介護
医療法人　尚真会　　たんのクリニック
小規模多機能型居宅介護　ダーチャ榴岡

仙台市宮城野区小田原２丁目２－２３

15 介護・看護 社会福祉法人　まほろば 黒川郡大和町吉岡まほろば２丁目２－４

16 保育 社会福祉法人　宮城福祉会 名取市手倉田字山２０８－１

17 介護 株式会社　仙台在宅サービス
仙台市宮城野区新田　３－１５－１２
グランネクサス１０１

18 介護 医療法人仁泉会　介護老人保健施設なとり 名取市高舘熊野堂字岩口下１－２

19 介護・看護・保育 社会福祉法人　やまとみらい福祉会 仙台市泉区上谷刈字向原３－３０

20 介護・保育 一般社団法人　ぶれいん・ゆにーくす
仙台市青葉区大町２丁目６－２７
岡元ビル４階

21 介護・看護 セントケア東北　株式会社
仙台市青葉区本町１丁目１１－１１
ＨＡＮＩＸ　ＢＵＩＬ　３階

22 介護・看護
社会福祉法人　陽光福祉会
特別養護老人ホーム　エコーが丘

仙台市青葉区芋沢字横前１－２

23 保育 株式会社　ＪＣＩきっず 仙台市宮城野区扇町５丁目３－３８

24 介護 社会福祉法人　愛泉会 仙台市泉区泉中央南１５番地

25 介護 はあとふるケアサービス　株式会社 仙台市太白区郡山４丁目１１－２９

26 介護 社会福祉法人　つどいの家 仙台市若林区上飯田１丁目１７－５８

27 介護 社会福祉法人　共生福祉会　萩の郷福寿苑 仙台市太白区鈎取字御堂平３８

28 介護(障） 社会福祉法人　家庭福祉会 仙台市宮城野区二の森１４－３

29 介護 社会福祉法人　仙台ビーナス会 仙台市太白区四郎丸字大宮２６－３

30 介護(障）
特定非営利活動法人
自閉症ピアリンクセンター　ここねっと

仙台市若林区石名坂５７　ＴＦＭビル２階

③　１１月２８日 （木） 午後　参加事業所一覧


