2017年3月6日現在

給水装置工事事業者名簿
所在市町村 事業者名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

塩竈市
㈲サンワサービス
㈱八島工務店
㈱宮城環境住設
㈱大啓工業
㈱太陽工業
川嶋住宅設備㈱塩釜支店
㈲ジーワン工業
㈲ムツミ設備
礼設備
㈲大松工業
㈱菊地製作所
㈱千葉鳶
㈲佐藤住設工業
㈲鈴木タイル
㈱清野工務店
㈱村上工業
㈲長谷川設備
㈱うらと工業
ハイパー㈱
今野設備工業㈱
㈱マルワ工業
エス・ケー・テー㈱
塩釜ガス㈱
管理サービス㈱
港都設備㈱
㈱柳澤電気商会

佐浦町8-19
旭町2-17
旭町8-7
芦畔町13-5
越の浦一丁目3-3
月見ヶ丘1-20
字伊保石300
字伊保石390-1
字庚塚30-103
字庚塚69-1
新浜町二丁目7-5
松陽台一丁目3-5
松陽台二丁目13-2
新富町29-8
新富町31-42
杉の入一丁目21-8
清水沢四丁目12-30
西玉川町6-1
西玉川町9-13
西町3-15
赤坂12-21
袖野田町21-16
中の島4-20
中の島4-20
白萩町2-9
北浜二丁目1-1

(022)-362-0264
(022)-362-0846
(022)-366-2661
(022)-365-3522
(022)-367-3678
(022)-367-0841
(022)-366-9810
(022)-365-7579
(022)-367-5024
(022)-366-0009
(022)-362-0546
(022)-361-3320
(022)-366-0059
(022)-362-6893
(022)-364-0171
(022)-364-7304
(022)-361-7236
(022)-367-5998
(022)-362-2008
(022)-367-3362
(022)-767-5788
(022)-364-8521
(022)-362-5191
(022)-365-3941
(022)-366-0781
(022)-362-5195

(022)-362-0263
(022)-364-0188
(022)-353-9620
(022)-365-3547
(022)-368-9986
(022)-366-0407
(022)-366-9881
(022)-365-8217
(022)-367-5024
(022)-366-0008
(022)-362-7141

㈱三和技研
㈱ウォータープランニング
善ウォーターサービス
㈲川前工業所
高橋工業㈱
吉野ウォータージョブ
㈲前畑工業
㈱笹原工業
㈲加藤鉄工所
住環ecoクリーン㈱
三井住宅設備㈲
K’ｓテクノ
㈲加新住設
㈲長尾設備

下馬一丁目6-28
下馬二丁目1-15
笠神三丁目11-43
高橋四丁目21-1
桜木二丁目2-10
桜木三丁目7-60 丸要桜井ｱﾊﾟｰﾄ102号室
新田中94-3
大代一丁目9-18
町前二丁目4-23
伝上山一丁目3-14
伝上山三丁目31-1-807
伝上山三丁目6-2
浮島字高原110-2
浮島字高原121-2

(022)-367-6001
(022)-363-8747
(022)-363-6235
(022)-309-9630
(022)-365-6171
(022)-365-6444
(022)-368-9712
(022)-366-8502
(022)-364-4551
(022)-290-7818
(022)-367-5555
(022)-357-0625
(022)-365-8623
(022)-368-8881

(022)-364-3685

マルユウ住設
㈲小林管工事
㈱大進
内海設備店
㈱大正
㈲藤原設備
渡邊工業㈱
㈲星設備工業
カザマ商工
㈱宮都機工
㈲斎藤設備工業所
川村工ム店
㈲うちみ水道
松島住宅設備㈱
㈲アカマ綜合設備
㈲美和工業
㈲スイコーテクノ
㈱瀧澤建設
高水工業

七ヶ浜町遠山一丁目8-32
七ヶ浜町遠山五丁目5-17
七ヶ浜町花渕浜字㕣地33-12
七ヶ浜町花渕浜字上ノ山28-1
七ヶ浜町境山一丁目19-36-1
七ヶ浜町汐見台一丁目1-4
七ヶ浜町菖蒲田浜字牛ノ鼻木88-4
七ヶ浜町菖蒲田浜字向山65-1
七ヶ浜町菖蒲田浜字西峠下104-2
七ヶ浜町東宮浜字笠岩16-46
松島町磯崎字長田80-9
松島町高城字迎山一13-4
松島町高城字町163
松島町高城字町169-2
松島町初原字向田4-1
松島町手樽字鵜の島1番地
利府町菅谷字赤坂28-1
利府町赤沼字浜田100-16
利府町神谷沢字館ノ内74-5

(022)-363-2225
(022)-365-7842
(022)-762-5121
(022)-357-4669
(022)-366-2950
(022)-357-3889
(022)-357-4607
(022)-357-2673
(022)-357-6380
(022)-365-9631
(022)-354-4376
(022)-354-4500
(022)-354-2710
(022)-354-4484
(022)-354-4247
(022)-354-3149
(022)-349-1555
(022)-364-1706
(022)-765-0451

(022)-363-2225
(022)-367-8482
(022)-762-5122
(022)-357-4593
(022)-366-1373
(022)-357-4277
(022)-357-5591
(022)-357-6318
(022)-357-6395

(022)-366-0125
(022)-364-8408
(022)-364-0150
(022)-364-7399
(022)-361-7828
(022)-367-5998
(022)-355-5110
(022)-367-3362
(022)-767-5790
(022)-366-4914
(022)-366-2888
(022)-366-2888
(022)-366-0732

多賀城市
(022)-363-6236
(022)-309-7751
(022)-367-3267
(022)-365-6428
(022)-368-9712
(022)-366-8502
(022)-366-2383
(022)-363-6551
(022)-357-0833
(022)-365-8751
(022)-368-8851

宮城郡
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(022)-354-4503
(022)-354-5434
(022)-354-4276
(022)-354-3292
(022)-364-1719
(022)-765-0451

2017年3月6日現在

給水装置工事事業者名簿
所在市町村 事業者名

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

仙台市
共栄工業㈱
㈲高大工業
坪田工業㈱
全栄興業㈱
井上設備工業㈱
craft㈱
服部産業㈱
㈱山田設備工業所
佐孝組㈲
㈲佐藤兄弟設備
㈲真建設工業
㈱ウォーターライフ
㈲ガステック
㈱big one
㈱松清産業
大昭興業㈲
㈱日幸商会
仙台ガス水道工業㈱
㈱平設備興業
㈲スズキ住設
㈲ライフ技建
㈱髙橋設備
㈱エスペラント開発
東光設備工業㈱
Ｊ・ウォーター㈱
㈱興明設備
仙台設備工事㈱
㈱三塚設備
㈱羽根川設備工事
共同工業㈲
㈲大槻設備工業
山幸綜合設備㈱
都管理株式会社
㈲常楽設備
東北藤吉工業㈱
有限会社 幸伸住設
㈲正友設備
㈲今野設備工業
庄司設備㈱
大丸産業㈱
㈱及川工業
㈲関東設備
株式会社アクアテック
株式会社 青木設備
㈱日和住設仙台支店
㈱サンホーム機器販売
㈲鶴が丘工業
栗生住宅設備工業
船山設備
日本水道㈱
東北大進設備㈱
㈱クラシアン
ウォーターワークス仙台㈱
銅谷設備㈱
藤倉設備工業㈱
㈱アオイ技研
有限会社 アオバ管工業
㈱アーク
㈱マルミ設備
㈱城南
小野寺設備工業所
株式会社 浩誠工業
泉ホームサービス

宮城野区岩切字鴻巣81‐15
宮城野区岩切字今市東93番地
宮城野区岩切字今市東291番地
宮城野区岩切字昭和北48-1
宮城野区岩切字畑中7-6
宮城野区岩切字稲荷西95番地
宮城野区宮城野一丁目9-17
宮城野区宮城野一丁目28-10
宮城野区岡田字岡田前122-2
宮城野区銀杏町33-8
宮城野区新田二丁目15-35
宮城野区新田三丁目19-1
宮城野区新田四丁目23-45
宮城野区新田四丁目24-13-203
宮城野区新田五丁目6-24
宮城野区新田五丁目7-30
宮城野区新田東三丁目13-2
宮城野区扇町五丁目6-13
宮城野区扇町七丁目1-30
宮城野区中野字高松39番地
宮城野区鶴巻二丁目3-29
宮城野区鶴ヶ谷字北畑7-3
宮城野区福室二丁目1-26
宮城野区田子字上17
宮城野区東仙台五丁目20-34
宮城野区白鳥二丁目28-19
宮城野区萩野町四丁目6-1
宮城野区東仙台七丁目7-27
若林区卸町東三丁目3-10
若林区遠見塚三丁目4-11
若林区沖野六丁目12-25
若林区河原二丁目5-11
若林区霞目二丁目20-39
若林区霞目字谷風2-5
若林区蒲町18-1
若林区蒲町字東25-2-408
若林区蒲町35-12
若林区荒井字堀添26
若林区南小泉三丁目16番10号
若林区鶴代町4-20
若林区二軒茶屋17-22
若林区六丁の目中町24-10
若林区かすみ町10-41
若林区今泉二丁目3-38
若林区伊在字東通46番地
若林区南鍛治町159番地
青葉区芋沢字権現森山17
青葉区栗生三丁目5-1
青葉区向田22-1
青葉区国分町三丁目6-11
青葉区上愛子字上町13-1
青葉区山手町27-10
青葉区川平四丁目26-34
青葉区大手町5-36
青葉区中山四丁目13-1
青葉区北根一丁目16-14
青葉区北根三丁目22-17 ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞB202
青葉区本町三丁目2-3 ﾀﾞﾝﾌﾞﾗﾝｼｭBLD
青葉区落合三丁目13-10
青葉区芋沢字横前92-3
青葉区郷六字葛岡下49-12 広瀬の杜5-413
青葉区東勝山二丁目6-27
青葉区滝道46-14
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(022)-255-7552
(022)-396-3570
(022)-255-9451
(022)-255-2066
(022)-255-6333
(022)-255-2350
(022)-293-3633
(022)-257-2647
(022)-794-8402
(022)-291-2357
(022)-384-8335
(022)-231-0660
(022)-238-0885
(022)-385-5799
(022)-284-8679
(022)-235-4985
(022)-237-8077
(022)-232-5881
(022)-766-9177
(022)-258-1082
(022)-388-7664
(022)-342-1830
(022)-385-6091
(022)-258-1158
(022)-292-1255
(022)-258-2868
(022)-232-4008
(022)-762-9893
(022)-287-5577
(022)-286-2328
(022)-286-8920
(022)-262-8546
(022)-781-0231
(022)-781-2553
(022)-286-4431
(022)-285-0720
(022)-781-3034
(022)-288-2525
(022)-286-8450
(022)-239-1711
(022)-292-0511
(022)-288-8173
(022)-762-8632
(022)-289-6559
(022)-390-1410
(022)-227-1284
(022)-278-2313
(022)-391-1226
(022)-394-3632
(022)-261-6181
(022)-392-5060
(022)-279-2581
(022)-278-1031
(022)-261-4961
(022)-279-1090
(022)-274-5464
(022)-342-0238
(022)-267-5758
(022)-392-3234
(022)-394-4360
(022)-302-3267
(022)-779-5791
(022)-276-1350

(022)-255-7581
(022)-396-3571
(022)-255-2077
(022)-225-9617
(022)-255-2351
(022)-293-3626
(022)-257-0487
(022)-794-8403
(022)-291-0618
(022)-383-0116
(022)-231-0662
(022)-238-0890
(022)-385-5797
(022)-284-8654
(022)-235-4986
(022)-237-8088
(022)-232-5883
(022)-766-9188
(022)-258-1082
(022)-388-7665
(022)-342-1831
(022)-385-6092
(022)-258-5947
(022)-355-8838
(022)-259-6504
(022)-232-4035
(022)-282-3568
(022)-286-9136
(022)-266-5393
(022)-781-0232
(022)-781-2554
(022)-286-4578
(022)-285-0720
(022)-781-3043
(022)-288-2526
(022)-765-8670
(022)-257-2131
(022)-762-8633
(022)-294-9801
(022)-390-1411
(022)-227-1184
(022)-278-7875
(022)-391-1227
(022)-394-3641
(022)-222-7390
(022)-392-3203
(022)-279-2582
(022)-279-6126
(022)-261-4964
(022)-234-2254
(022)-357-4813
(022)-392-5890
(022)-302-3268
(022)-779-5795
(022)-303-1520
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給水装置工事事業者名簿
所在市町村 事業者名
仙台市続き

所在地

電話番号

ＦＡＸ番号

㈲シーイー・カミオン
㈱アエラ住設
㈲鎌田総合建設
株式会社ケイテック
㈱江陽工業
㈲斉藤設備工業
㈲芳賀工業
㈱赤間総業 水道事業部
㈲明和設備工業
株式会社 おさない
三豊工業㈱
エスケー工業㈱
㈱テクノジャパンサービス
大東設備工業㈱
㈲ときわ設備
㈲北生設備工業
関兵施設工業㈱
大場設備工業㈱
㈲湯山設備工業所
㈲佐藤設備工業
㈲勇扇工業
㈲積水技研設備
日成施設㈱
㈱三成工研
㈲広川工業
高橋設備㈱
㈱丹野設備工業所
株式会社 渡辺技工
Water.J
㈲セイコー設備工業
太白住設工業㈲
㈱東海商事
㈱多賀工業

泉区みずほ台13-5
泉区みずほ台24-1-110
泉区古内字堀田上5-6
泉区向陽台三丁目18-8
泉区向陽台四丁目33-14
泉区市名坂字東裏63
泉区市名坂字黒木川原19-2
泉区七北田字白水沢111-7
泉区七北田字大沢向原38番地
泉区実沢字釜ヶ沢7-10-1
泉区実沢字上ノ台15-1
泉区松森字沢目2-1
泉区松森字新田109番地
泉区泉中央二丁目4-1
泉区長命ヶ丘六丁目7-16
泉区鶴が丘一丁目9-1
泉区南光台南一丁目1-5
泉区南光台東一丁目12-12
泉区南中山四丁目21-14
泉区本田町15-33
泉区泉ヶ丘五丁目15-27
太白区恵和町2-20
太白区中田町字野法地南22-1
太白区中田町字後川原24-3
太白区袋原三丁目7-75
太白区袋原六丁目20-17
太白区中田町字杉ノ下1-18
太白区東大野田21-18
太白区西多賀三丁目6-1 NTTｱﾊﾟｰﾄC棟102
太白区西多賀四丁目10-2
太白区日本平33-28
太白区四郎丸字田中30番地の31
太白区富田字八幡東37番地の7

(022)-773-6801
(022)-771-4030
(022)-377-1677
(022)-218-0961
(022)-373-2222
(022)-372-3596
(022)-772-5313
(022)-373-5632
(022)-373-2245
(022)-341-9801
(022)-376-2383
(022)-372-5439
(022)-218-2501
(022)-372-8213
(022)-378-7309
(022)-372-6816
(022)-251-3631
(022)-388-3750
090-8437-5889
(022)-372-4334
(022)-777-8755
(022)-229-5594
(022)-738-9572
(022)-242-4435
(022)-242-5217
(022)-242-5990
(022)-241-3737
(022)-247-1756
(022)-393-8589
(022)-245-6651
(022)-304-5038
(022)-242-2994
(022)-245-1062

(022)-773-6760
(022)-771-4033
(022)-377-1678
(022)-218-0971
(022)-374-2220
(022)-372-3546
(022)-772-5315
(022)-373-5654
(022)-374-7132
(022)-376-9885
(022)-376-3057
(022)-372-5498
(022)-218-2593
(022)-374-7148
(022)-378-3800
(022)-373-9915
(022)-252-0929
(022)-388-3751

㈱渡波建設
山下設備工業㈱
㈲石川電気工業
櫻井建設工業㈱

鹿妻五丁目7-14
中里六丁目15-18
桃生町中津山字四軒前8-3
門脇字青葉西24-1

(022)-594-0383 (022)-594-0504
(022)-595-2204 (022)-595-2215
(022)-576-2190 (022)-576-1201
(022)-593-7711

㈱草富設備
丸東建設㈱
アックス草刈設備㈱
㈱ダイテック
㈱オイデック

古川新田字旭57-1
古川大幡字道上99-1
古川福浦字道ノ上103-1
松山金谷字向田16
三本木南谷地字熊野越72-1

(022)-936-1810
(022)-922-7345
(022)-922-2105
(022)-929-9263
(022)-952-5100

ビーバー工業㈱
㈱花坂ハウス工業

牛網下江戸原173-14
小野字中央5-5

(022)-353-2747 (022)-353-4095
(022)-588-3078 (022)-525-6373

㈲青木設備工業所
有限会社 引地設備工業
鹿又工業㈱
㈱アベ設備工業

小山一丁目4-7
小塚原字鍋島103番地
箱塚一丁目1-4
高舘吉田字東内舘46番地2

(022)-384-1330 (022)-382-0131
(022)-385-0737 (022)-385-0180
(022)-382-0216 (022)-382-4458
(022)-738-8102

若清テクノ㈲
㈲昼八設備工業

若柳字川南子々松166番地
築館字太田大西57

(022)-832-5355 (022)-832-2447
(022)-821-1405 (022)-821-1406

戸田水道
㈱大衡土木
AK有住工業㈲
有限会社 佐藤風呂店
㈱みちのく建設

大郷町大松沢字貝柄塚52
大衡村大衡字大童28-１
大和町もみじヶ丘一丁目34-7
大和町吉田字新瘤屋敷55-1
大和町宮床字下小路24番地

(022)-359-2706
(022)-345-0561
(022)-346-0041
(022)-345-2473
(022)-625-2561

(022)-373-8933
(022)-343-7054
(022)-229-5595
(022)-242-5218
(022)-242-6046
(022)-241-6636
(022)-247-1762
(022)-393-8619
(022)-399-6730

石巻市

大崎市
(022)-936-1808
(022)-924-3948
(022)-929-9273
(022)-952-6072

東松島市
名取市

栗原市
黒川郡
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(022)-359-2706
(022)-345-0867
(022)-346-0042
(022)-345-2477

2017年3月6日現在

給水装置工事事業者名簿
所在市町村 事業者名
黒川郡続き

㈲トミヤテック
阿部工業所
㈱藤設備
㈲髙橋設備
㈱誠設備

所在地

電話番号

大和町落合松坂字内蔵之助41番地
富谷町志戸田字宮前5
富谷町成田七丁目22-10
富谷町日吉台二丁目20-9
富谷町明石字原川戸58-2

(022)-344-1750
(022)-358-0032
(022)-351-6411
(022)-347-8609
(022)-739-7129

ＦＡＸ番号
(022)-344-4315
(022)-358-1648
(022)-346-6645
(022)-347-8610
(022)-739-7130

亘理郡
リビングコンサルタントてど 亘理町字上茨田140-2
㈱門脇総合設備
亘理町逢隈高屋字倉東69-3
㈲阿部ホームサービス
山元町浅生原字作田山2-44

(022)-334-3568
(022)-334-7775 (022)-334-6982
(022)-337-3469 (022)-336-9001

有限会社 黒沢工業所
涌谷町吉住字塩柄43番地
有限会社 ケー・イー・アイ 美里町二郷字甚助二号60

(022)-945-2485 (022)-945-3432
(022)-959-1680 (022)-959-1681

中嶋設備工業㈱

加美町城生字城生東5番地

(022)-933-3020 (022)-963-2708

㈱タカヤ

大河原町字南原町15-1

(022)-452-3320 (022)-452-3684

㈲山形設備

女川町浦宿浜字尾田峯163-1

(022)-500-2777

近藤工業株式会社
丸伸建設㈱

山形市大字上椹沢205-7
村山市櫤山1170

(023)-644-9896 (023)-644-9899
(023)-755-3551 (023)-755-4302

㈲陽昇興業

本宮市青田字戸ノ内122-11

(024)-333-4911 (024)-333-4911

株式会社ハーテック

札幌市手稲区新発寒５条七丁目1-41

(011)-590-0233 (011)-590-0232

遠田郡
加美郡
柴田郡
牡鹿郡
山形県
福島県
北海道
東京都
ホームライフパートナーズ㈱ 中央区日本橋茅場町二丁目5-6
㈱ライフサポート
渋谷区渋谷2-1-12

(036)-868-6349
(035)-778-4547 (035)-778-4548

㈱スイドウサービス
㈱近藤エンジニアリング
株式会社 イースマイル

(066)-991-6767
(066)-975-3220 (066)-975-0095
(066)-631-7449 (066)-631-7770

大阪府
城東区野江四丁目1-8-402
東成区玉津一丁目11-22
浪速区敷津東三丁目7-10 ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ
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