
岩沼市指定給水装置工事事業者は以下のとおりです。

事業休止中等の指定給水装置工事事業者は掲載しておりません。

令和3年1月15日現在/順不同

【市内指定事業者】

地域 指定事業者名 所在地 電話番号

㈲南設備工業所 岩沼市南長谷字諏訪123番地 0223-22-4253

㈲管栄（かんえい）設備 岩沼市土ケ崎二丁目2番10号 0223-22-4464

㈱高橋工業 岩沼市小川字上河原32 0223-25-4088

Ｄ・Ｎシステム 岩沼市志賀字八森42 0223-23-0891

㈱小野配管 岩沼市桑原四丁目9番8号 0223-22-2860

㈲及川水道工業所 岩沼市藤浪一丁目3番7号 0223-22-4507

㈲布田設備工業所 岩沼市桜五丁目10番24号 0223-22-3004

㈲森久（もりきゅう）設備 岩沼市末広一丁目6番3号 0223-22-0450

㈲藤正（ふじしょう）施設 岩沼市桑原一丁目3番38号 0223-24-3209

㈲シンコウ設備工業 岩沼市中央一丁目4番19号 0223-24-0431

㈱菅野工務店 岩沼市吹上三丁目2-22 0223-22-2820

㈲トータルライフカンノ 岩沼市藤浪一丁目9-24 0223-22-2209

㈲中央総合商事 岩沼市二木一丁目3番8-9号 0223-24-1822

相原水道工業所 岩沼市押分字奥山170番地の5 0223-22-0346

㈱嶺利（みねと）設備工業所 岩沼市押分字新筒下194番地の2 0223-22-1451

㈲小島設備工業所 岩沼市早股字小林318番地の1 0223-35-6447

㈲ウオーテックヤオヤ 岩沼市早股字松原264番地の5 0223-22-2417

フライ設備 岩沼市押分字孫助原3番地の1 0223-24-0886

【市外指定事業者】

地域 指定事業者名 所在地 電話番号

鹿又工業㈱ 名取市箱塚一丁目1番4号 022-382-0216

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

㈱いこい住設 名取市飯野坂一丁目7番3号 022-382-2717

㈲引地設備工業 名取市小塚原字鍋島103番地 022-385-0737

㈱吉川設備 名取市増田一丁目4番7号 022-382-2840

㈲青木設備工業所 名取市小山一丁目4番7号 022-384-1330

㈲小野設備工業 名取市田高字南485 022-384-3086

㈱大湧工業 名取市増田九丁目4番3号 022-384-5016

㈱相澤設備 名取市飯野坂六丁目6番24号 022-382-3540

河北アロー設備㈱ 名取市名取が丘二丁目14番4号 022-384-3022

㈱アベ設備工業 名取市高舘吉田字東内舘46-2 022-738-8102

今慶興産㈱ 名取市手倉田字堰根277 022-383-8626

㈱ウィルパワー 名取市箱塚一丁目2番40号 022-797-7910

㈱岩電　E-Facilities事業部
仙台営業所

名取市植松字入生46-1 022-397-6292

㈱コムロ 亘理郡亘理町逢隈田沢字神明172番地 0223-34-8027

阿部春建設㈱ 亘理郡亘理町字東郷209番地の5 0223-34-3721

リビングコンサルタントてど 亘理町字上茨田140の2 0223-34-3568

㈱宍戸工業所 亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原25-4 0223-34-1722

スイーホームてど 亘理郡亘理町字南町東12-4 0223-34-5430

㈱門脇総合設備 亘理郡亘理町逢隈高屋字倉東69番地3 0223-34-7775

デザインワークス㈱ 亘理郡亘理町吉田字中原55-36 0223-32-0866
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【市外指定事業者】

地域 指定事業者名 所在地 電話番号

木村工事㈱ 亘理郡山元町高瀬字竹ノ内原16番地 0223-37-2853

㈲阿部ホームサービス 亘理郡山元町浅生原字作田山2番地の44 0223-37-3469

㈲佐藤設備 亘理郡山元町山寺字西牛橋41-95 0223-37-4165

㈲針生設備工業 亘理郡山元町山寺字谷原92-1 0223-37-2452

㈱ヤマムラ 亘理郡山元町坂元字西田51 0223-38-0150

㈱松村工業所 亘理郡山元町坂元字道合３７ 0223-38-0558

㈱宮城日化サービス 仙台市青葉区上愛子字車39-3 022-392-9811

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

㈲鶴が丘工業 仙台市青葉区芋沢字権現森山17 022-376-6147

栗生住宅設備工業 仙台市青葉区栗生三丁目5-1 022-391-1226

㈱マルミ設備 仙台市青葉区落合三丁目13番10号 022-392-3234

藤倉設備工業㈱ 仙台市青葉区中山四丁目13番1号 022-279-1090

㈲アオバ管工業 仙台市青葉区北根三丁目22-17 022-342-0238

船山設備㈱ 仙台市青葉区向田22番1号 022-394-3632

白ゆり商事㈱ 仙台市青葉区本町三丁目5番3号 022-221-5341

㈱浩誠工業 仙台市青葉区東勝山二丁目6-27 022-779-5791

㈱城南 仙台市青葉区みやぎ台二丁目2-1-1 022-394-4360

㈱エイト 仙台市青葉区みやぎ台二丁目16-8 022-765-3872

㈱タカオカ工業 仙台市青葉区中山六丁目14-22 022-349-5904

㈱東進管工 仙台市青葉区南吉成六丁目2-5 022-343-6475

㈱青葉設備 仙台市青葉区栗生一丁目5-21-101 022-395-9973

㈱サンユウ 仙台市青葉区折立一丁目14-3 022-797-6420

㈲ときわ設備 仙台市泉区長命ケ丘六丁目7番地の16 022-378-7309

㈲斎藤設備工業 仙台市泉区市名坂字東裏63番地 022-372-3596

三豊工業㈱ 仙台市泉区実沢字上ノ台15-1 022-376-2383

積和建設東北㈱ 仙台市泉区明通三丁目15番地2 022-777-3911

㈲芳賀工業 仙台市泉区市名坂字黒木川原19-2 022-772-5313

㈱ケイテック 仙台市泉区向陽台三丁目18番8号 022-218-0961

㈲勇扇工業 仙台市泉区泉ヶ丘五丁目15-27 022-777-8755

㈲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

Ｄｅｖｉｃｅ株式会社 仙台市泉区寺岡五丁目12番地の16 022-342-1061

㈱リフレッシュ 仙台市泉区泉中央二丁目7-1 022-346-8532

高橋設備㈱ 仙台市太白区袋原六丁目20番17号 022-242-5990

㈱多賀工業所 仙台市太白区富田字八幡東37番地の7 022-245-1062

㈲セイコー設備工業 仙台市太白区西中田七丁目6番3号 022-306-3417

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

㈲丸安設備工業 仙台市太白区山田北前町4番6号 022-244-7038

㈱渡辺技工 仙台市太白区東大野田21番18号 022-384-2676

㈱馬渕工業所 仙台市太白区郡山四丁目10番2号 022-247-0181

㈲永洗設備 仙台市太白区鹿野一丁目1-47 022-248-6631

仙修工業㈱ 仙台市太白区中田町字千刈田1-55 022-242-0603

㈲サクライ工業 仙台市太白区西中田二丁目6-7 022-242-2666

㈱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

㈱三成工研 仙台市太白区中田町字後河原24-3 022-242-4435

オージィエス 仙台市太白区八木山東二丁目17-28-405 090-3120-8139

日成施設㈱ 仙台市太白区中田町字法地南22-1 022-738-9572

㈱東海商事 仙台市太白区四郎丸字田中30番地の31 022-242-2994

water.J 仙台市太白区西多賀３丁目6-3-201 022-228-8589

㈱陸友 仙台市太白区柳生七丁目26番地の5 022-725-8660

㈱ワタルテック 仙台市太白区郡山谷地田東14-4 022-302-3902
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【市外指定事業者】

地域 指定事業者名 所在地 電話番号

㈱松清産業 仙台市宮城野区新田五丁目6番24号 022-284-8679

㈱平設備興業 仙台市宮城野区扇町七丁目1-30 022-766-9177

仙台ガス水道工業㈱ 仙台市宮城野区扇町五丁目6番13号 022-232-5881

服部産業㈱ 仙台市宮城野区宮城野一丁目9番17号 022-293-3633

東光設備工業㈱ 仙台市宮城野区田子字上17番地 022-258-1158

㈲ユー・アイ工業 仙台市宮城野区岩切一丁目19番1号 022-396-0655

小野寺設備工業所 仙台市青葉区郷六字葛岡下49-12広瀬の杜5-413 022-254-3577

佐孝組㈲ 仙台市宮城野区岡田字岡田前122-2 022-794-8402

㈱ウォーターライフ 仙台市宮城野区新田三丁目19-6 022-231-0660

㈱big one 仙台市宮城野区新田四丁目24-13-203 022-385-5799

㈲三塚設備 仙台市宮城野区東仙台七丁目7-27 022-762-9893

㈱髙橋設備 仙台市宮城野区鶴ヶ谷字北畑7-3 022-342-1830

㈲髙大工業 仙台市宮城野区岩切字今市東93番地 022-396-3570

アローエンジニアリング㈱ 仙台市宮城野区栄四丁目11-10 022-794-9561

株式会社興明設備 仙台市宮城野区白鳥二丁目28番19号 022-258-2868

ｃｒａｆｔ㈱ 仙台市宮城野区岩切字稲荷西95番地 022-255-2350

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

㈱及川工業 仙台市若林区二軒茶屋17番22号 022-292-0511

㈲今野設備工業 仙台市若林区荒井一丁目30番地の10 022-288-2525

㈱羽根川設備工事 仙台市若林区卸町東三丁目3-10 022-287-5577

㈲正友設備 仙台市若林区六丁の目元町14-15 022-290-6636

㈱アクアテック 仙台市若林区荒井二丁目18番地の6 022-762-8632

㈲大槻設備工業 仙台市若林区沖野六丁目14-25 022-286-8920

㈲幸伸住設 仙台市若林区蒲町東6番地の1-Ⅱ－408 022-285-0720

㈱富有 仙台市若林区六丁の目中町11番30号 022-287-1201

㈱エコー設備工業 白石市大鷹沢大町字稲荷山149番地の1 0224-26-3939

大黒住設 白石市寿山2-17 0224-24-5668

㈲協和住設工業 刈田郡蔵王町宮字新相ノ沢28番地 0224-22-7007

松崎建築 刈田郡蔵王町大字曲竹字明神河原3-27 0224-33-2703

㈲郷内総合設備 柴田郡大河原町字新東25番地の3 0224-52-6235

㈱タカヤ 柴田郡大河原町字南原町15-1 0224-52-3320
令和3年7月14日
まで指定停止中

㈱さくら設備 柴田郡大河原町字東442-3 0224-53-2510

㈲イーエムエコテック 柴田郡大河原町大谷字戸ノ内前49-5 0224-52-8730

川崎町 ㈲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

㈱白石ハウビング 柴田郡柴田町船岡中央二丁目4番49号 0224-55-1457

㈲高美住設 柴田郡柴田町船岡東二丁目1番8号 0224-55-1351

㈲加茂設備 柴田郡柴田町槻木下町二丁目1-46 0224-56-2554

㈲永山設備工業 柴田郡柴田町船岡東四丁目10-30 0224-54-3165

㈲富沢設備工業所 柴田郡柴田町大字船岡大住町1番地10 0224-53-3211

村田町 ㈲川内住器設備 柴田郡村田町大字村田字東28-4 0224-83-2248

㈱ワカキ 角田市角田字幸町3番地 0224-62-3217

㈲高橋設備 角田市角田字扇町11番地の20 0224-62-4519

㈲角田安全ガス 角田市角田字町282番地 0224-62-1143

永井設備 角田市鳩原字中島4 0224-69-2069

仙南工業㈱ 角田市佐倉字小山58-2 0224-62-5757

㈱ホシナ 角田市梶賀字東245-1 0224-63-1448
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【市外指定事業者】

地域 指定事業者名 所在地 電話番号

㈱太陽工業 塩竈市越の浦一丁目3番3号 022-367-3678

㈲長谷川設備 塩竈市清水沢四丁目12番30号 022-361-7236

㈲佐藤住設工業 塩釜市松陽台二丁目13番2号 022-366-0059

㈱菜花空調 塩釜市千賀の台二丁目13-6 022-353-9244

㈲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

石巻市 ㈱晃和工業 石巻市大橋二丁目1番地の1 0225-96-6651

㈱藤設備 富谷市成田七丁目30-3 022-346-6411

㈲髙橋設備 富谷市日吉台二丁目20-9 022-347-8609

㈱豊円 富谷市成田五丁目16番地6 022-725-2525

大和町 ㈲トミヤテック 黒川郡大和町落合松坂字内蔵之助41 022-344-1750

七ヶ
浜町

ミズテック 宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜字化粧石38-8 022-352-1220

東松
島市

㈱花坂ハウス工業 東松島市小野字中央5番地5 0225-87-3775

美里町 ㈲ケー・イー・アイ 遠田郡美里町二郷字甚助二号60番地 0229-59-1680

【県外指定事業者】

地域 指定事業者名 所在地 電話番号

旭冷機工業㈱ 青森県黒石市旭町3番地 0172-52-6577

㈲米山工務店 福島県相馬市黒木字御門153番地の1 0244-35-5411

㈱クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目2-1 022-712-6211

㈱イースマイル
大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3
イースマイルビル

06-7739-2525

㈱五百川屋商事 山形県西村山郡西川町大字間沢26番地1 0237-74-2142

㈲ゴトウ設備 大阪府河内長野市清水316-1 0721-60-2408

㈲広川工業 広島県福山市沖野上町四丁目17-20 084-926-6706

㈱日和住設 北海道札幌市手稲区新発寒7条一丁目5-3 011-665-1410

㈲ヨシダ設備 山形県上山市金生西三丁目4-21 023-677-0327

㈱オアシスソリューション 東京都豊島区池袋二丁目23番21号 022-304-5625

㈱スイドウサービス 大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402 06-6991-6767

㈱アクアライン
広島県広島市中区上八丁堀８番８号
第１ウエノヤビル６Ｆ

082-502-6644

㈱タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目4番0号 093-962-0940

㈱イーライフグループ 東京都渋谷区南平台町15-15　南平台今井ビル9階 03-6455-3990
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