
           岩沼市排水設備指定店一覧表(平成28年9月1日現在)
指 定 店 名 所 在 地 電話番号

㈲布田設備工業所 岩沼市桜五丁目１０番２４号 （０２２３）２２－３００４

㈱小野配管 岩沼市桑原四丁目９番８号 （０２２３）２２－２８６０

(協)ケンナン 名取市下増田字北原東１５３番３号 （０２２）３８４－５６９７

㈲及川水道工業所 岩沼市藤浪一丁目３番７号 （０２２３）２２－４５０７

相原水道工業所 岩沼市押分字奥山１７０番５号 （０２２３）２２－０３４６

㈲南設備工業所 岩沼市南長谷字諏訪１２３番地 （０２２３）２２－４２５３

㈱佐藤建設 岩沼市下野郷字出雲屋敷８０番地 （０２２３）２４－０５４５

吉田店 岩沼市南長谷字海道南９番地 （０２２３）２２－０３４０

㈱菅野工務店 岩沼市吹上三丁目２番２２号 （０２２３）２２－２８２０

㈱上の組 岩沼市藤浪一丁目５番３２号 （０２２３）２２－４１０１

㈱大友風呂店 岩沼市藤浪一丁目２番３０号 （０２２３）２２－２４０２

石野建設㈱ 岩沼市南長谷字原西９７番３４号 （０２２３）２２－５１２１

㈲森久設備 岩沼市末広一丁目６番３号 （０２２３）２２－０４５０

岡田建設資材㈱ 岩沼市藤浪一丁目３番１２号 （０２２３）２２－２２４９

㈱渡辺サービスセンター 岩沼市下野郷字新拓１７０番１号 （０２２３）２２－１５０５

㈱田中土木 岩沼市下野郷字指の下１９番地 （０２２３）２２－５８５７

春山建設㈱ 岩沼市相の原二丁目９番２３号 （０２２３）２２－５７１１

㈱森龍組 岩沼市寺島字浜里７６番１号 （０２２３）２４－３４６５

㈱平塚工務店 岩沼市二木一丁目１５番１５号 （０２２３）２２－２７１０

㈱平間建設岩沼支店 岩沼市押分字与奈３０番１号 （０２２３）２２－３７６１

㈱森商事 岩沼市押分字南谷地８６番４号 （０２２３）２２－３７１９

㈲管栄設備 岩沼市土ヶ崎二丁目２番１０号 （０２２３）２２－４４６４

㈱嶺利設備工業所 岩沼市押分字新筒下１９４番２号 （０２２３）２２－１４５１

㈲藤正施設 岩沼市桑原一丁目３番３８号 （０２２３）２４－３２０９

鹿又工業㈱ 名取市箱塚一丁目１番４号 （０２２）３８２－０２１６

㈲引地設備工業 名取市小塚原字鍋島１０３番地 （０２２）３８５－０７３７

㈱松清産業 仙台市宮城野区新田五丁目６番２４号 （０２２）２８４－８６７９

㈱コムロ 亘理町逢隈田沢字神明１７２番地 （０２２３）３４－８０２７

㈱吉川設備 名取市増田一丁目４番７号 （０２２）３８２－２８４０

㈲ウオーテックヤオヤ 岩沼市早股字松原２６４番５号 （０２２３）２２－２４１７

㈱いこい住設 名取市飯野坂一丁目７番３号 （０２２）３８２－２７１７

山幸綜合設備㈱ 仙台市若林区河原町二丁目５番１１号 （０２２）２６２－８５４６

高橋設備㈱ 仙台市太白区袋原六丁目２０番１７号 （０２２）２４２－５９９０
㈱名取総合サービスセンター 名取市下増田字袋４番地 （０２２）３８４－３００２

㈲小野設備工業 名取市田高字原４８５番地 （０２２）３８４－３０８６

㈱エコー設備工業 白石市大鷹沢大町字稲荷町山１４９番１号 （０２２４）２６－３９３９

㈱大湧工業 名取市増田九丁目４番３号 （０２２）３８４－５０１６

木村工事㈱ 山元町高瀬字竹ノ内原１６番地 （０２２３）３７－２８５３

㈲常楽設備 仙台市若林区霞目字谷風２－５ （０２２）７８１－２５５３

㈱多賀工業所 仙台市太白区富田字八幡東３７番７号 （０２２）２４５－１０６２

㈱平設備興業 仙台市宮城野区扇町七丁目１番３０号 （０２２）７６６－９１７７

宮城日化サービス㈱ 仙台市青葉区上愛子字車39-3 （０２２）３９２－９８１１
㈱白石ハウビング 柴田町船岡中央二丁目４番４９号 （０２２４）５５－１４５７

㈲青木設備工業所 名取市小山一丁目４番７号 （０２２）３８４－１３３０

ウォーターワークス仙台㈱ 仙台市青葉区川平四丁目２６番３４号 （０２２）２７８－１０３１

㈱マルミ設備 仙台市青葉区落合三丁目１３番１０号 （０２２）３９２－３２３４

㈲シンコウ設備工業 岩沼市中央一丁目4番19号 （０２２３）２４－０４３１

服部産業㈱ 仙台市宮城野区宮城野一丁目９番１７号 （０２２）２９３－３６３３

㈱ワカキ 角田市角田字幸町３番地 （０２２４）６２－３２１７

㈲丸安設備工業 仙台市太白区山田北前町４番６号 （０２２）２４４－７０３８

㈲ケーズシステム 仙台市太白区鈎取四丁目２２番１３号 （０２２）３０７－３２８１

㈲高美住設 柴田町船岡東二丁目１番８号 （０２２４）５５－１３５１

㈲高橋設備 角田市角田字扇町１１番地の２０ （０２２４）６２－４５１９

㈱太陽工業 塩釜市越の浦一丁目3番3号 （０２２）３６７－３６７８

東光設備工業㈱ 仙台市宮城野区田子字上１７ （０２２）２５８－１１５８

㈱相澤設備 名取市飯野坂６丁目６-２４ （０２２）３８２－３５４０

㈲角田安全ガス 角田市角田字町２８２ （０２２４）６２－１１４３

阿部春建設㈱ 亘理町字東郷２０９-５ （０２２３）３４－３７２１

㈲針生設備工業 亘理郡山元町山寺字谷原９２－１ （０２２３）３７－２４５２

㈲斎藤設備工業 仙台市泉区市名坂字東裏６３ （０２２）３７２－３５９６

河北アロー設備㈱ 名取市名取ヶ丘二丁目１４-４ （０２２）３８４－３０２２

㈲長谷川設備 塩釜市清水沢四丁目１２-３０ （０２２）３６１－７２３６

㈲加藤鉄工所 多賀城市町前二丁目４-２５ （０２２）３６４－４５５１

㈲加新住設 多賀城市浮島字高原１１０-２ （０２２）３６５－８６２３



㈲川前工業所 多賀城市高橋四丁目２１-１ （０２２）３０９－９６３０

㈲今野設備工業 仙台市若林区荒井字堀添２６ （０２２）２８８－２５２５

㈲鈴木設備工業所 柴田郡川崎町大字前川字中町２２-３ （０２２４）８４－４１４０

小野寺設備工業所 仙台市青葉区郷六字葛岡下49-12 （０２２）３０２－３２６７

㈱共和環境保全 岩沼市南長谷字錦１８７番地の１ （０２２３）２２－１７８１

藤倉設備工業㈱ 仙台市青葉区中山四丁目１３番１１号 （０２２）２７９－１０９０

積和建設東北㈱ 仙台市泉区明通三丁目１５-２ （０２２）７７１－１２５５

㈱高橋工業 岩沼市小川字上河原３２番地 （０２２３）２５－４０８８

小野風呂店 岩沼市吹上三丁目２番２号 （０２２３）２２－１８６４

㈱アベ設備工業 名取市高舘吉田字東内舘４６－２ （０２２）７３８－８１０２
仙修工業㈱ 仙台市太白区中田町字千刈田１－５５ （０２２）２４２－０６０３

㈲芳賀工業 仙台市泉区上谷刈字治朗兵衛下７３-１-１０２ （０２２）７７２－５３１３

㈱渡辺技工 仙台市太白区東大野田２１-１８ （０２２）２４７－１７５６

佐孝組㈲ 仙台市若林区荒浜字一番山６番地の２ （０２２）２８７－２３６３

今慶興産㈱ 名取市手倉田字堰根２７７ （０２２）３８３－８６２６

㈱タカヤ 柴田郡大河原町大谷字一軒地２４番地の１２ （０２２４）５２－３３２０

㈱藤設備 黒川郡富谷町成田七丁目２２番地１０ （０２２）３４６－６４１１

㈲サクライ工業 仙台市太白区西中田二丁目６番７号 （０２２）２４２－２６６６
㈲縁 名取市大手町一丁目６番地の５ （０２２）３４１－２５６１
㈱大盛設備工業 仙台市太白区西中田五丁目７番６号 （０２２）２４２－１５８８
㈲正友設備 仙台市若林区六丁の目元町１４－１５ （０２２）２９０－６６３６
船山設備 仙台市青葉区向田２２－１ （０２２）３９４－３６３２
㈲ﾄｰﾀﾙﾗｲﾌｶﾝﾉ 岩沼市藤浪一丁目９番２４号 （０２２３）２２－２２０９
㈱三成工研 仙台市太白区中田町字後河原24番地の３ （０２２）２４２－４４３５
永井設備 角田市鳩原字中島４ （０２２４）６９－２０６９
㈱アクアテック 仙台市若林区かすみ町１０－４１ ０２２）７６２－８６３２
㈱ケイテック 富谷町明石台二丁目8番地の13 ０２２）３５１－２５１６
三共設備工業㈱ 仙台市太白区鈎取一丁目５－４１ ０２２）７４８－６６８１
㈲高橋設備 富谷町日吉台二丁目20番地の9 ０２２）３４７－８６０９
仙南工業㈱ 角田市佐倉字小山58番地２ ０２２４）６２－５７５７
㈲松崎建設 刈田郡蔵王町大字曲竹字明神河原3番地27 ０２２４）３３－２７０３
㈲阿部ホームサービス 亘理郡山元町浅生原字作田山２－４４ ０２２３）３７－３４６９
㈲佐藤設備 亘理郡山元町山寺字西牛橋４１－９７ ０２２３）３７－４１６５
白ゆり商事㈱ 仙台市青葉区本町三丁目5番3号 ０２２）３８４－３７１１
日成施設㈱ 仙台市太白区中田町字法地南22番地の1 ０２２）７３８－９５７２
㈱ウォーターライフ 仙台市宮城野区新田三丁目１９－１ ０２２）２３１－０６６０
㈲広川工業　宮城支店 仙台市太白区袋原三丁目7番75号 ０２２）２４２－５２１７
北辰設備工業㈲ 仙台市宮城野区東仙台七丁目７番１７号 ０２２）２９５－７５５１
㈱さくら設備 大河原町字東442番地の3 ０２２４）５３－２５１０
ミズテック 七ヶ浜町菖蒲田浜字化粧石３８－８ ０２２）３５２－１２２０
㈲永山設備工業 柴田町船岡東四丁目10番30号 ０２２４）５４－３１６５
㈱浩誠工業 仙台市青葉区東勝山二丁目６－２７ ０２２）７７９－５７９１
㈱日和住設仙台支店 仙台市若林区伊在字東通４６番地 ０２２）３９０－１４１０
㈱big one 仙台市宮城野区新田四丁目24番13号-203号 ０２２）３８５－５７９９
㈲大槻設備工業 仙台市若林区沖野六丁目14番25号 ０２２）２８６－８９２０
㈲勇扇工業 仙台市泉区泉ヶ丘五丁目15番27号 ０２２）７７７－８７５５
㈱宍戸工業所 亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原25番地の4 ０２２３）３４－１７２２
㈲三塚設備 仙台市宮城野区東仙台七丁目７－２７ ０２２）７６２－９８９３
㈲ヨシダ設備　仙台事務所 仙台市若林区下飯田字屋敷北９７ ０２２）２８９－９０３５
㈱ヤマムラ 亘理郡山元町坂元字西田５１番地 ０２２３）３８－０１５０
スイートホームてど 亘理郡亘理町字南町東12-4 ０２２３）３４－５４３０
Water.J 仙台市太白区西多賀三丁目6-1ＮＴＴｱﾊﾟｰﾄC棟102 ０２２）３９３－８５８９
㈲ゴトウ設備仙台支店 仙台市青葉区折立一丁目１３－６ ０５０）５８０６－３７３６
大黒住設 白石市寿山２番１７号 ０２２４－２４－５６６８
㈱門脇総合設備 亘理町逢隈高屋字倉東69番地3 ０２２３）３４－７７７５
ホシナ住設㈱ 角田市梶賀字東２４５－１ ０２２４）６３－１４４８
庄子設備㈱ 仙台市若林区南小泉三丁目16番10号 ０２２）２８６－８４５９
㈲湯山設備工業所仙台支店 仙台市泉区南中山四丁目21番14号 ０２２）３４３－７６８０
㈲幸伸住設 仙台市若林区蒲町字東25-2-408 ０２２）２８５－０７２０
㈲髙大工業 仙台市宮城野区岩切字今市東93番地 ０２２）３９６－３５７０
㈲川内住器設備 村田町大字村田字東28-4 ０２２４）８３－２２４８
㈲佐藤住設工業 塩釜市松陽台二丁目13番2号 ０２２）３６６－００５９
㈱千馬工業 名取市増田字柳田６８８ ０２２）３８２－１０８１
㈱髙橋設備 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字北畑7-3 ０２２）３４２－１８３０
㈱ウィルパワー 名取市箱塚一丁目2番40号 ０９０－２３１６－９５４３


