指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧
川 崎 町
平成28年6月14日 現在
市町 村名

事

業

所

名

所

在

地

電話番号

指定
番号

（有）鈴木設備工業所

川崎町大字前川字中町２２－３

0224-84-4140

20

（有）岡田電器商会

川崎町大字前川字堀切１３－１１

0224-84-2078

22

永澤電器

川崎町大字前川字裏丁１６１－３

0224-84-4894

24

川崎町大字前川字中原１０－１

0224-84-2061

27

ダイイチ

川崎町大字前川字下原１４

0224-84-4610

37

（株）丸正精建

川崎町大字前川字槻木１

0224-84-2156

59

川崎町大字支倉字金田２９－２０

0224-86-2212

70

（株）丸浩設備工業

仙台市太白区日本平７－１

022-244-2986

23

（有）米澤興業

村田町大字村田字西原４９

0224-83-4743

1

昭和設備工業（株）

村田町大字足立字白木沢３４

0224-83-4838

6

（有）川内住器設備

村田町大字村田字東２８－４

0224-83-2248

7

村田町大字沼田字戸ノ内８２

0224-83-3265

8

（有）迫柱工

村田町大字村田字迫７２

0224-83-3005

30

（有）サトウ配管

村田町大字沼辺字新若宮脇１８６

0224-83-2605

33

（有）高栄商会

村田町大字村田字松崎８８－３

0224-83-2414

35

丸和サンテック（株）

大河原町小山田字蛯窪１－１

0224-53-3511

21

（株）さくら設備

大河原町字東４４２－３

0224-53-2510

34

大 河 原 町 （有）郷内総合設備

大河原町字新東２５－３

0224-52-6235

39

（株）久松設備商会

大河原町痣幸町７－１０

0224-53-1638

54

（株）タカヤ

大河原町大谷一軒地２４番地の１２

0224-52-3320

74

（有）高美住設

柴田町船岡東二丁目１－８

0224-55-1351

46

（株）登勇管工設備

柴田町大字下名生字上納２０２

0224-55-3731

82

（有）山家設備興業

蔵王町大字宮字荒子６７－１

0224-32-2933

26

蔵王町大字曲竹字明神河原３－２７

0224-33-2703

67

（株）武田工務店

蔵王町大字宮字海藤東堀添67番地7

0224-32-2162

72

（株）ワカキ

角田市角田字幸町３

0224-62-3217

40

ホシナ住設 (株)

角田市梶賀字東２４５番地の１

0224-63-1448

77

（有）双和設備

仙台市青葉区桜ヶ丘６－２８－１

022-278-1042

15

（株）三成工研

仙台市太白区中田町字後河原２４－３

022-242-4435

18

仙台市若林区沖野２－２４－３２

022-286-3620

25

仙修工業

仙台市太白区中田町字千刈田１－５５

022-242-0603

29

（株）マルミ設備

仙台市青葉区落合３－１３－１０

022-392-3234

36

川 崎 町 佐藤電気商会

(株) 大宮建設

村 田 町 村上設備店

柴田町

蔵 王 町 （有）松崎建設

角 田 市

仙 台 市 （有）ミズマックス

市町 村名

事

業

所

名

所

在

地

電話番号

指定
番号

（有）真建設工業

仙台市宮城野区新田２－１５－３５

022-284-1779

38

高橋設備（株）

仙台市太白区袋原字小平３１－５

022-242-5990

31

（有）ライフ技研

仙台市宮城野区鶴巻二丁目３－２９

022-388-7664

41

（株）平設備工業

仙台宮城野区扇町七丁目１番３０号

022-766-9177

47

（有）青麻産業

仙台市青葉区東勝山二丁目７－２８

022-728-9650

48

（有）聖建設

仙台市青葉区落合五丁目１５－３８

022-392-3233

49

日新設備（株）仙台支店

仙台市青葉区本町二丁目１３－４

022-225-5633

52

住設工業（株）

仙台市泉区長命ヶ丘二丁目１８－６

022-378-4139

53

（株）多賀工業所

仙台市太白区富田字八幡東３７－７

022-245-1062

56

（有）常楽設備

仙台市若林区上飯田三丁目36-20

022-289-3155

60

（有）鶴が丘工業

仙台市青葉区芋沢字権現森山１７

022-278-2313

61

テーケー・アクティブ（株）

仙台市青葉区郷六字屋敷４－２２

022-302-0130

63

栗生住宅設備工業

仙台市青葉区栗生三丁目５－１

022-391-1226

64

全栄興業株式会社

仙台市宮城野区岩切字昭和北４８

022-255-2066

65

大成温調株式会社東北支店

仙台市青葉区花京院１丁目１番２０号

022-266-0245

66

（株）クラシアン仙台支社

仙台市青葉区山手町２７－１０

022-712-9612

68

共同工業有限会社

仙台市若林区遠見塚３丁目４番１１号

022-286-2328

71

(株) ケイテック

仙台市泉区向陽台３丁目１８番８号

022-218-0961

75

(株)イースマイル

仙台市宮城野区小田原１－２－５

06-6631-7449

79

有限会社高大工業

仙台市宮城野区岩切字今市東９３番地

022-396-3570

80

多賀城市浮島字高原１１０－２

022-365-8623

62

（株）名取総合サービスセンター

名取市下増田字袋４

022-384-3002

32

（有）引地設備工業

名取市小塚字鍋島１０３

022-385-0737

50

（株）いこい住設

名取市飯野坂一丁目７－３

022-382-2717

55

（有）

名取市大手町一丁目６番地の５

022-341-2561

73

（有）森久設備

岩沼市末広一丁目６番３号

0223-22-0450

42

（株）嶺利設備工業所

岩沼市押分字新筒下１９４－２

0223-22-1451

57

有限会社

シンコウ設備工業

岩沼市中央一丁目４番１９

0223-24-0431

81

リビングコンサルタントてど

亘理町字上茨田１４０－２

0223-34-3568

45

有限会社 門脇総合設備

亘理町逢隈髙屋字倉東６９－３

0223-34-7775

69

丸森町大内字上田辺５４

0224-79-2543

58

（有）平泉設備興業

山形市天神町２０２３

023-681-1371

9

（株）丸和設備

山形市江南三丁目１２－３

023-684-9771

51

(株) ユニバーサル・ライフ

山形市大字長谷堂６０２番地の１

023-689-0580

76

(株) 後藤工業

山形県天童市大字長岡１７２９番地２

023-655-4450

78

仙台市

多 賀 城 市 （有）加新住設

名 取 市

岩沼市

縁

亘 理 町

丸 森 町 （有）小野商店

山 形 県

