令和３年４月８日現在

多賀城市指定給水装置工事事業者一覧表
〇多賀城市内の多賀城市指定給水装置工事事業者
事業所の所在地
事業所名
有限会社加藤鉄工所
多賀城市町前2丁目４−２５
高橋工業株式会社
多賀城市桜木２丁目２−１０
有限会社前畑工業
多賀城市新田字中９４−３
株式会社ウォータープランニング
多賀城市下馬２丁目１−１５
有限会社加新住設
多賀城市浮島字高原１１０−２
杉崎孝善（善ウォーターサービス）
多賀城市笠神３丁目１１−４３
佐藤褜男（吉野ウォータージョブ）
多賀城市桜木３丁目７−６０−１０２
多賀城市高橋４丁目２１−１
有限会社川前工業所
発向興業株式会社
多賀城市新田字中２２５番地の１
株式会社笹原工業
多賀城市大代１丁目９−１８
株式会社東北創造社
多賀城市町前２丁目４−２７−３０１
住環ecoクリーン株式会社
多賀城市伝上山1丁目３−１４
ヒラヤマ設備
多賀城市大代５丁目９番３２号

電話番号
022-364-4551
022-365-6171
022-368-9712
022-363-8747
022-365-8623
022-363-6235
022-365-6444
022-309-9630
022-368-0531
022-366-8502
022-393-4864
022-290-7818
022-363-4844

〇多賀城市外の多賀城市指定給水装置工事事業者
所在
市町村名

事業所の名称

株式会社宮城環境住設
株式会社太陽工業
岡村工業株式会社
礼設備
有限会社大松工業
塩釜ガスウォーター株式会社
塩釜ガス株式会社
有限会社ムツミ設備
有限会社佐藤住設工業
株式会社千葉鳶
有限会社鈴木タイル店
塩竈市 株式会社清野工務店
株式会社村上工業
有限会社長谷川設備
ハイパー株式会社
今野設備工業株式会社
株式会社マルワ工業
株式会社菜花空調
エス・ケー・テー株式会社
港都設備株式会社
株式会社啓和工業
株式会社柳澤電気商会
有限会社ジーワン工業
有限会社うちみ水道
松島町
松島住宅設備株式会社
株式会社内海設備
株式会社マルユウワークス
有限会社小林管工事
株式会社大進
有限会社藤原設備
七ヶ浜町
ミズテック
渡邊工業株式会社
有限会社星設備工業
株式会社宮都機工
株式会社渡辺工務店

事業所の所在地

塩竈市旭町８番7号
塩竈市越の浦１丁目３−３
塩竈市花立町19-36
塩竈市庚塚３０−１０３
塩竈市庚塚６９−１
塩竈市港町１丁目５−１７
塩竈市港町１丁目５−１７
塩竈市字伊保石３９０−１
塩竈市松陽台２丁目２−１３−２
塩竈市松陽台１丁目３−５
塩竈市新富町２９−８
塩竈市新富町３１−４２
塩竈市杉の入１丁目２１−８
塩竈市清水沢４丁目１２−３０
塩竈市西玉川町９番１３号
塩竈市西町３−１５
塩竈市赤坂１２番２１号
塩竈市千賀の台２−１３−６
塩竈市袖野田町２１−１６
塩竈市白萩町２−９
塩竈市北浜１丁目３−８
塩竈市北浜２丁目１−１
塩竈市伊保石３００
松島町高城字町１６３
松島町高城字町１６９番地の２
七ヶ浜町花渕字上ノ山２８番地の１
七ヶ浜町遠山１丁目８−３２
七ヶ浜町遠山５丁目５−１７
七ヶ浜町花渕浜字谷地３３番地の１２
七ヶ浜町汐見台１丁目１−４
七ヶ浜町菖蒲田字化粧石３８−８
七ヶ浜町菖蒲田字牛ノ鼻木８８−４
七ヶ浜町菖蒲田浜字向山６５−１
七ヶ浜町東宮浜字笠岩１６−４６
七ヶ浜町東宮浜字吉子６１−３
株式会社タカオカ工業仙台営業所 利府町神谷沢字化粧坂６６−３
利府町菅谷字赤坂２８−１
利府町 有限会社スイコーテクノ
株式会社瀧澤建設
利府町赤沼字浜田１００−１６
佐孝組有限会社
仙台市宮城野区岡田字岡田前１２２−２
craft株式会社
仙台市宮城野区岩切字稲荷西95番地
仙台市 株式会社鷹翔
仙台市宮城野区岩切字鴻巣１３−１
共栄工業株式会社
仙台市宮城野区岩切字鴻巣８１−５
トーエイライニング株式会社 仙台市宮城野区岩切字鴻巣南８８番地４

電話番号
022-366-2661
022-367-3678
022-361-8325
090-9631-7553
022-366-0009
022-365-3941
022-362-5191
022-365-7579
022-366-0059
022-361-3320
022-362-6893
022-364-0171
022-364-7304
022-361-7236
022-362-2008
022-367-3362
022-354-0502
022-353-9244
022-364-8521
022-366-0781
022-367-7301
022-362-5195
022-366-9810
022-354-2710
022-354-4484
022-357-4669
022-365-0166
022-365-7842
022-357-5607
022-357-3889
022-352-1220
022-357-4607
022-357-2673
022-365-9631
022-367-9464
022-349-5904
022-349-1555
022-364-1706
022-794-8402
022-255-2350
022-255-1076
022-255-7552
022-396-8401
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多賀城市指定給水装置工事事業者一覧表
所在
市町村名

事業所の名称

坪田工業株式会社
有限会社髙大工業
全栄興業株式会社
株式会社ウォーターサトウ
井上設備工業株式会社
株式会社山田設備工業所
服部産業株式会社
株式会社サンテック東北支社
有限会社佐藤兄弟設備
ミノワ設備工業株式会社
株式会社東北創造社
株式会社big one
株式会社松清産業
仙台ガス水道工業株式会社
株式会社平設備興業
有限会社スズキ住設
株式会社渡すい住設
有限会社サンテック工業
株式会社髙橋設備
東光設備工業株式会社
北辰設備工業
有限会社三塚設備
株式会社興明設備
株式会社エスペラント開発
諏訪設備株式会社
株式会社日和住設仙台支店
橋本設備
共同工業有限会社
有限会社友縄工業
東水工業株式会社
仙台市 タケザワ工業有限会社
株式会社羽根川設備工事
山幸綜合設備株式会社
都管理株式会社
有限会社幸伸住設
株式会社アクアテック
有限会社今野設備工業
遠藤工業株式会社
株式会社青木設備
有限会社共栄
有限会社渡辺水道サービス
株式会社及川工業
有限会社正友設備
株式会社エイト
株式会社城南
有限会社鶴ヶ丘工業
加藤組
小野寺設備工業所

事業所の所在地
仙台市宮城野区岩切字今市東２９１番地
仙台市宮城野区岩切字今市東９３番地
仙台市宮城野区岩切字昭和北４８−１
仙台市宮城野区岩切字東河原２３６
仙台市宮城野区岩切字畑中７−８
仙台市宮城野区宮城野１丁目２８−１０
仙台市宮城野区宮城野１丁目９−１７
仙台市宮城野区宮千代１丁目１０−１２
仙台市宮城野区銀杏町３３−８
仙台市宮城野区幸町２丁目２−３
仙台市宮城野区出花１丁目１番−２０１号
仙台市宮城野区新田４丁目２４−１３−２０３号
仙台市宮城野区新田５丁目６−２４
仙台市宮城野区扇町５丁目６−１３
仙台市宮城野区扇町７丁目１−３０
仙台市宮城野区中野字高松３９
仙台市宮城野区鶴ヶ谷字北畑１７−１
仙台市宮城野区鶴ヶ谷字北畑７−２
仙台市宮城野区鶴ケ谷字北畑７−３
仙台市宮城野区田子１７
仙台市宮城野区東仙台７丁目７−１７
仙台市宮城野区東仙台７丁目７−２７
仙台市宮城野区白鳥２丁目２８−１９
仙台市宮城野区福室２丁目１−２６
仙台市宮城野区福室字平柳４６番地の３
仙台市若林区伊在字東通４６番地
仙台市若林区遠見塚１丁目６−２
仙台市若林区遠見塚３丁目４−１１
仙台市若林区遠見塚東５番１１号
仙台市若林区沖野３丁目１−６
仙台市若林区沖野７丁目１１−１５
仙台市若林区卸町東３丁目３−１０
仙台市若林区河原町２丁目５−１１
仙台市若林区霞目２丁目２０−３９

電話番号

022-255-9451
022-396-3570
022-255-2066
022-255-6745
022-255-6333
022-257-2647
022-293-3633
022-236-3191
022-291-2357
022-273-0756
022-393-4864
022-385-5799
022-284-8679
022-232-5881
022-766-9177
022-258-1082
022-355-4861
022-388-1566
022-342-1830
022-258-1158
022-295-7551
022-762-9893
022-258-2868
022-385-6091
022-259-0839
022-390-1410
022-285-1831
022-286-2328
022-294-4935
022-285-7724
022-285-6031
022-287-5577
022-262-8546
022-781-0231
仙台市若林区蒲町字東２５番地の２ ﾈｵﾊｲﾂ蒲町公園Ⅱ-408 022-285-0720
仙台市若林区荒井２丁目１８−６
022-762-8632
仙台市若林区荒井一丁目３０−１０
022-288-2525
仙台市若林区荒井二丁目６番地の３
022-390-1850
仙台市若林区今泉２丁目３−３８
022-289-6559
仙台市若林区今泉小在家東９２−１
022-285-6806
仙台市若林区南小泉４丁目１３−１１
022-286-9676
仙台市若林区二軒茶屋１７−２２
022-292-0511
仙台市若林区六丁の目元町１４−１５
022-290-6636
仙台市青葉区みやぎ台２丁目１６−８
022-765-3872
仙台市青葉区みやぎ台２丁目２−１−１
022-394-4360
仙台市青葉区芋沢１７
090-373-3685
仙台市青葉区宮町５丁目２−１３
022-233-2147
仙台市青葉区郷六字葛岡下49-12広瀬の杜５−４１３ 022-302-3267
株式会社フジクリーンテクノサービス 仙台市青葉区郷六字石山５７番１号
022-302-2451
株式会社青葉設備
仙台市青葉区栗生１丁目５−２１
022-395-9973
栗生住宅設備工業
仙台市青葉区栗生３丁目５−１
022-391-1226
船山設備株式会社
仙台市青葉区向田２２−１
022-394-3632
株式会社北栄工業所
仙台市青葉区国見３丁目３−１７
022-271-7259
株式会社サンユウ
仙台市青葉区折立１丁目１４−３
022-797-6420
ウォーターワークス仙台株式会社 仙台市青葉区川平４丁目２６−３４
022-278-1031
藤倉設備工業株式会社
仙台市青葉区中山４丁目13−１
022-279-1090
株式会社浩誠工業
仙台市青葉区東勝山２丁目６６−２７
022-779-5791
株式会社東進管工
仙台市青葉区南吉成六丁目２番地の５
022-343-6475
有限会社アオバ管工業
仙台市青葉区北根３丁目２２−１７
022-342-0238
株式会社アーク
仙台市青葉区本町３丁目２−３
022-267-5758
株式会社マルミ設備
仙台市青葉区落合３丁目１３−１０
022-392-3234
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多賀城市指定給水装置工事事業者一覧表
所在
市町村名

事業所の名称
有限会社鎌田総合建設
株式会社ケイテック
株式会社誠設備
株式会社江陽工業
有限会社芳賀工業
有限会社斎藤設備工業
Ｄｅｖｉｃｅ株式会社
有限会社明和設備工業
株式会社赤間総業水道事業部
（同）守屋ホーム
三豊工業株式会社
株式会社テクノジャパンサービス

エスケー工業株式会社
イズミワークス
有限会社勇扇工業
有限会社大洋
株式会社リフレッシュ仙台営業所

泰光住建株式会社
住設工業株式会社
有限会社小山内機器仙台営業所
有限会社ときわ設備
大場設備工業株式会社
仙台市 関兵施設工業株式会社
有限会社湯山設備工業所
株式会社杜の都設備工業
有限会社シーイー・カミオン
有限会社佐藤設備工業
積和建設東北株式会社
三共設備工業株式会社仙台営業所

有限会社ケーズシステム
株式会社馬渕工業所
株式会社ワタルテック
有限会社積水技研設備
株式会社東海商事
Ｗａｔｅｒ．Ｊ
株式会社大盛設備工業
有限会社セイコー設備工業
有限会社広川工業
宮城支店
高橋設備株式会社
株式会社三成工研
株式会社丹野設備工業所
日成施設株式会社
株式会社渡辺技工
青葉水道株式会社
有限会社多賀工業所
株式会社向陽設備
有限会社やまなか設備
株式会社高野建設
石巻市
大地建設株式会社
有限会社相沢住設
山形美文(山創設備工業)
株式会社アベ設備工業
有限会社青木設備工業所
有限会社引地設備工業
名取市 鹿又工業株式会社
株式会社ウィルパワー
株式会社いこい住設
河北アロー設備株式会社
株式会社センショウ・テック．
株式会社花坂ハウス工業
東松島市
株式会社丸一建設運輸
株式会社大栄

事業所の所在地
仙台市泉区古内字堀田上５−６
仙台市泉区向陽台３丁目１８−８
仙台市泉区向陽台３丁目５−３
仙台市泉区向陽台４丁目３３−１４
仙台市泉区市名坂字黒木川原１９−２
仙台市泉区市名坂字東裏６３
仙台市泉区寺岡五丁目１２番地の１６
仙台市泉区七北田字大沢向原３８番地
仙台市泉区七北田字白水沢１１１番地の７
仙台市泉区実沢１１番地の２１
仙台市泉区実沢字上ノ台１５−１
仙台市泉区松森字新田１０９番地
仙台市泉区松森字沢目２−１
仙台市泉区泉ケ丘２丁目５−６
仙台市泉区泉ヶ丘５丁目１５−２７
仙台市泉区泉ヶ丘５丁目３１−２０
仙台市泉区泉中央２丁目７−１
仙台市泉区長命ヶ丘１丁目１７−３
仙台市泉区長命ヶ丘２丁目１８−６
仙台市泉区長命ヶ丘３丁目２−４８
仙台市泉区長命ヶ丘６丁目７−１６
仙台市泉区南光台東１丁目１２−１２
仙台市泉区南光台南１丁目１−５
仙台市泉区南中山４丁目２１−１４
仙台市泉区福岡字岳山７番地の１９４
仙台市泉区歩坂町７１−３０−Ｃ
仙台市泉区本田町１５−３３
仙台市泉区明通３丁目１５−２
仙台市太白区鈎取１丁目５−４１
仙台市太白区鈎取４丁目２２−１３
仙台市太白区郡山４丁目１０−２
仙台市太白区郡山谷地田東１４番地の４
仙台市太白区恵和町２丁目２０
仙台市太白区四郎丸字田中３０番地の３１
仙台市太白区西多賀３丁目６−３ Ａ棟２０１
仙台市太白区西中田５丁目７−６
仙台市太白区西中田７丁目６−３
仙台市太白区袋原３丁目７−７５
仙台市太白区袋原６丁目２０−１７
仙台市太白区中田町後河原２４番３
仙台市太白区中田町字杉の下１番地の１８
仙台市太白区中田町字法地南２２番地の１
仙台市太白区東大野田２１番１８号
仙台市太白区東中田２丁目３６−１２
仙台市太白区富田字八幡東３７−７
石巻市茜平２丁目４−３３
石巻市河南鹿又字内田１５６
石巻市蛇田字新立野３９３番地４
石巻市渡波字黄金浜１７８番地
石巻市北上町女川字新駒迫８０−１
石巻市流留字新堤下４５−３
名取市高舘吉田字東内舘４６番２
名取市小山１丁目４−７
名取市小塚原字鍋島１０３
名取市箱塚１丁目１−４
名取市箱塚１丁目２−４０
名取市飯野坂１丁目７−３
名取市名取が丘２丁目１４−４
東松島市牛網字駅前２丁目３−１１
東松島市小野字中央５番地５
東松島市小野字中央９−５
東松島市大曲字下台１２８番地２４４

電話番号
022-377-1677
022-218-0961
022-739-7129
022-373-2222
022-772-5313
022-372-3596
022-342-1061
022-373-2245
022-373-5632
022-377-6058
022-376-2383
022-218-2501
022-372-5439
022-778-9122
022-777-8755
022-372-9618
022-346-8532
022-378-4543
022-378-4139
022-341-9801
022-378-7309
022-388-3750
022-251-3631
022-343-7680
022-355-7439
022-773-6801
022-372-4334
022-771-1255
022-748-6681
022-307-3281
022-247-0181
022-302-3902
022-229-5594
022-242-2994
022-797-8589
022-242-1588
022-306-3417
022-242-5217
022-242-5990
022-242-4435
022-241-3737
022-738-9572
022-247-1756
022-226-7992
022-245-1062
0225-93-1513
0225-75-2249
0225-22-7522
0225-97-5742
0225-67-3066
0225-24-3635
022-738-8102
022-384-1330
022-385-0737
022-382-0216
022-797-7910
022-382-2717
022-384-3022
0225-87-2619
0225-87-3775
0225-87-2276
0225-82-5972

令和３年４月８日現在

多賀城市指定給水装置工事事業者一覧表
所在
市町村名

事業所の名称

株式会社豊円
富谷市 株式会社藤設備
有限会社高橋設備
株式会社草富設備
株式会社オイデック
大崎市 株式会社ダイテック
株式会社follow stance
トータル設備
株式会社アシスト
栗原市
有限会社昼八設備工業
登米市 株式会社日新クリエーション
有住孝（有住工業）
大和町
有限会社トミヤテック
涌谷町 株式会社涌谷住宅設備センター
亘理町 手戸利典（リビングコンサルタントてど）
美里町 有限会社ケー・イー・アイ
大河原町 株式会社タカヤ
株式会社大衡土木
大衡村
株式会社三成
株式会社ライフサポート

事業所の所在地
富谷市成田５丁目１６−６
富谷市成田７丁目３０−３
富谷市日吉台２丁目２０−９
大崎市古川新田字旭５７−１
大崎市三本木南谷地字熊野越７２−１
大崎市松山金谷字向田１６番地
大崎市松山須摩屋字天道原４７
大崎市古川桜ノ目字飯塚１４番地２
栗原市一迫北沢寺沢１２−１
栗原市築館字太田大西５７
登米市迫町佐沼字萩洗１丁目２−８
大和町もみじヶ丘１丁目３４−７
大和町落合松坂字内蔵助４１番地
涌谷町字渋江１３
亘理町字上茨田１４０−２
美里町二郷字甚助二号６０番地
大河原町字南原町１５−１
大衡村大衡字大童２８−１
大衡村大衡字野畑３０

電話番号

022-725-2525
022-346-6411
022-347-8609
0229-36-1810
0229-52-6072
0229-29-9263
0229-55-3682
0229-29-9261
0228-52-3651
0228-21-1405
0220-23-9101
022-358-8622
022-344-1750
0229-42-3972
0223-34-3568
0229-59-1680
0224-52-3320
022-345-0561
022-344-0980
東京都渋谷区大山町４５番１８号 代々木上原ウエストビル３階 03-5465-0703
ホームライフパートナーズ株式会社 東京都中央区日本橋茅場町二丁目５番６号
03-6630-3820
株式会社オアシスソリューション 東京都豊島区池袋２丁目２３−２１
03-5957-7581
大阪市大阪府中央区谷町２−４−３アイエスビル９Ｆ
06-6944-7797
株式会社シンエイ
株式会社イースマイル
大阪市中央区瓦屋町３丁目７−３ イースマイルビル
06-7739-2525
パナソニックコンシュマーマーケティング株式会社 大阪市中央区城見２丁目１−６１
022-387-1179
大阪府大阪市城東区野江４−１−８−４０２
06-6991-6767
株式会社スイドウサービス
福岡県筑後市富重５８６−２
0942-65-3965
その他 アクアシールド
株式会社タカギ
福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号
093-533-6131
有限会社陽昇興業
福島県本宮市青田字戸ノ内１２２−１１
0243-33-4911
株式会社溝淵建設
札幌市北区西茨戸五条１丁目２−１７
011-774-2754
有限会社ヨシダ設備
山形県上山市金生西３丁目４−２１
023-677-0327
株式会社柏倉設備工業
山形県西村山群大江町大字本郷己３１３番地の１
0237-62-3221
株式会社パイプリバース
秋田市八橋三和町8番20号
018-862-1291
株式会社クラシアン
神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目２−１
0120-500-500

