
石巻地方広域水道企業団

平成 28 年 11 月１日現在

指定給水装置工事事業者一覧

給 水 装 置 の 修 繕 等 に つ い て
　水道の新設や改造、凍結による破裂などの修繕は、一覧にある最寄りの事業者へご連
絡ください。
　なお、石巻市、東松島市及び女川町の所管する仮設住宅へ入居されている方の修繕な
どについては、下記のお問い合わせ先へご連絡下さい。　

　≪お問い合わせ先≫
　　石 巻 市：仮設住宅コールセンター　　　　　　　　　　☎ ９２－５９０１
　　東松島市：移転対策部生活再建支援課仮設住宅支援班　　☎ ８２－１１１１
　　女 川 町：生活支援課　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ５４－３１３１

※ 指定給水装置工事事業者とは、水道の新設、改造、修繕工事を行うため、法律などにより企業団
が指定した事業者です。

石巻地方広域水道企業団　給水課　〒986-0861 宮城県石巻市蛇田字新上沼116番地　☎ 0225－95－6707



石 　 巻 　 市
1 ㈱向陽設備 旧石巻 93-1513
4 ㈲ホーワ設備 旧石巻 22-8454
5 ㈱大川屋本店 旧石巻 96-2325
6 山下設備工業㈱ 旧石巻 95-2204
11 北上興業㈱ 旧石巻 96-1611
14 ㈱晃和工業 旧石巻 96-6651
15 共栄設備㈱ 旧石巻 96-7530
20 ㈱佐藤工業所 旧石巻 22-0105
22 ㈱大晃組 旧石巻 22-9278
24 相沢工業㈱ 旧石巻 96-6631
30 石巻広域管工事業協同組合 旧石巻 96-8302
32 ワタナベ工業 旧石巻 95-5128
37 ㈱内海建設工業 旧石巻 24-0740
38 ㈱アイ・ケー・エス 旧石巻 96-6420
54 ㈲電工センター 旧石巻 95-7251
57 ミナミ工業㈱ 旧石巻 94-7337
73 荒澤重設 旧石巻 91-2237
79 ㈲渡辺設備 旧石巻 96-3757
86 ㈱宮城プラントサービス 旧石巻 93-6505
107 ㈱ミヤケン 旧石巻 25-3077
112 阿部設備 旧石巻 96-9839
118 佐藤設備 旧石巻 91-2801
120 ㈲武藤建設 旧石巻 93-7631
121 モリコウ 旧石巻 95-6045
126 ㈲高信工業 旧石巻 21-1271
134 カガク興商㈱ 旧石巻 95-3381
144 高橋建工 旧石巻 25-8130
148 久我建設㈱ 旧石巻 94-7778
153 誠真工業㈲ 旧石巻 24-3537
156 白光電機 水押店 旧石巻 22-7102
160 丸岩建設㈱ 旧石巻 22-8757
163 豊和建設㈱ 旧石巻 93-7553
165 武山設備 旧石巻 95-9042
166 ㈱二葉燃料 旧石巻 22-2828
240 ㈱ハナマル・テック 旧石巻 24-4588
242 桜井建設工業㈱ 旧石巻 93-7711
243 ㈱石巻給水設備 旧石巻 93-6161
244 ㈱アーズシステム 旧石巻 94-0614
249 若生工業㈱ 旧石巻 94-1111
257 木村設備 旧石巻 96-2285
267 ㈱高野建設 旧石巻 22-7522
272 ヤマニン設備 旧石巻 080-1806-3988
289 建翔工業㈱ 旧石巻 24-9787
295 ㈱山一星 旧石巻 22-8807
307 石巻建設㈱ 旧石巻 21-6165
313 ヤマモト設備 旧石巻 93-5733
315 でんき倶楽部 旧石巻 94-3979

317 ㈲宮城テック工業 旧石巻 93-8828
325 ㈱サードシステム 旧石巻 96-7673
328 ㈱フォルテック 石巻営業所 旧石巻 98-4712
333 ㈱奥田建設 旧石巻 93-1077
337 ㈲日野設備 旧石巻 96-7693
338 石栄設備㈱ 旧石巻 080-6011-9898
340 ㈱阿部工業 旧石巻 95-0570
343 ㈱アイテック 旧石巻 94-4080
345 ㈱東北建商 旧石巻 92-9201
351 ひかり工業 旧石巻 25-6411
353 ㈱阿部設備 旧石巻 96-2601
360 石巻ガス㈱ 旧石巻 22-1500
363 ㈲ダイワ 旧石巻 22-4247
364 髙橋工業 旧石巻 25-6453
365 ㈱成和 石巻営業所 旧石巻 92-7793
368 ㈱丸叶 旧石巻 24-5081
36 ㈱高橋施工 河　北 62-0027
47 ㈲佐藤設備 河　北 62-1608
83 総武建設㈱ 河　北 62-3333
135 正和クリーンサービス 河　北 62-1453
170 ㈱河北設備センター 河　北 62-2588
172 木村電器店 河　北 64-2126
175 阿部久電機商会 河　北 98-3693
225 ㈲横山組 河　北 62-1469
226 山内建設㈱ 河　北 62-1667
234 ヤマヨシ髙橋組㈱ 河　北 62-0103
235 ㈱武山興業 河　北 62-3760
251 ㈲日野土建 河　北 62-0606
255 ㈱丸松組 河　北 62-3327
176 安斉商会 雄　勝 57-3058
177 佐藤建設㈱ 雄　勝 57-2811
178 こくぶん商店 雄　勝 75-3560
10 大幸工業㈱ 河　南 25-4221
48 ㈲髙橋設備 河　南 25-7805
50 ㈱橋本建設 河　南 73-2161
58 ㈲ハシユウ設備工業 河　南 73-4090
63 ㈱河南水道工業所 河　南 72-2226
94 ㈲やまなか設備 河　南 75-2249
130 ㈲石島工業 河　南 86-6163
143 ㈲ライフエンジニア榮 河　南 73-4862
182 ㈱ピー・エム設備企画 河　南 75-2905
183 高橋燃料店 河　南 72-2414
184 ㈱渥美産業 河　南 73-3539
185 今野電器商会 河　南 75-2055
188 遠藤設備 河　南 72-2381
246 ㈱齋藤工務店 河　南 72-3091
254 ㈱角張工務店 河　南 74-2241
270 和設備 河　南 090-9420-3911
358 ㈲河南サービス 河　南 73-3647
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117 ㈲スガノ建設 桃　生 76-0011
195 ㈲コーワ興業 桃　生 76-1374
196 ㈱榮興業 桃　生 76-1140
197 ㈱阿部土建 桃　生 76-2251
198 ㈲遠藤電気 桃　生 76-3277
204 コンノデンキ 桃　生 76-1972
216 ㈲小野晃興建 桃　生 76-5225
215 ㈲相沢住設 北　上 67-3066
218 大内産業 北　上 67-2674
228 ㈱山内組 北　上 67-2227
162 ㈱吉野工業 牡　鹿 46-2226
220 牡鹿設備工業所 牡　鹿 45-2120

東　松　島　市
12 ㈲加曽利設備防災 矢　本 82-4485
18 ㈲津田工業所 矢　本 82-3238
21 木村工業所 矢　本 98-4720
26 ㈱東邦管工 矢　本 82-3060
31 清水設備 矢　本 82-6723
43 大槻設備 矢　本 82-7508
59 ㈲辺見興業 矢　本 82-6639
64 三浦工業 矢　本 82-2663
65 ㈱千石建設 矢　本 82-9073
75 ㈲奥田電気工業 矢　本 82-6747
78 ㈱マルタツ熊谷建設 矢　本 83-3711
103 ㈱木村工務店 矢　本 82-2373
113 ㈱ガス＆ライフ 矢　本 82-3148
119 ㈲佐々木設備 矢　本 82-9454
122 ㈱橋本道路 矢　本 83-1201
161 ㈱宮城電気サービス 矢　本 82-3580
227 庄子設備㈱ 矢　本 82-7882
233 ㈱三栄設備 矢　本 82-9402
241 ㈱ワークス 矢　本 83-7452
269 丸寿商機㈱ 矢　本 84-1110
28 ㈱櫻井水道設備工業所 鳴　瀬 88-3631
34 ㈱丸一建設 鳴　瀬 87-2276
45 ㈱櫻井建設 鳴　瀬 87-2122
51 ㈲佐藤電機商会 鳴　瀬 88-2411
69 ㈱センショウ・テック． 鳴　瀬 87-2619
72 ㈱花坂ハウス工業 鳴　瀬 87-3775
81 児島産業㈱ 鳴　瀬 87-2004
104 ㈲ニシガヤ 鳴　瀬 95-3369
136 オーエス設備 鳴　瀬 86-2755
348 ㈲市川工業 鳴　瀬 88-3742
352 ㈱尾形設備 鳴　瀬 88-3903

そ の 他 の 地 区
35 松島住宅設備㈱ 松島町 (022)354-4484
39 アックス草刈設備㈱ 大崎市 (0229)22-2105

40 ㈲黒沢工業所 涌谷町 (0229)45-2485
41 ㈲堂賀設備工業 女川町 53-3617
44 ビーバー工業㈱ 松島町 (022)353-2747
46 ㈲サトー設備工業所 南三陸町 (0226)46-3735
52 ㈲北生設備工業所 仙台市 (022)372-6816
60 ㈲斎藤設備工業所 松島町 (022)354-4376
67 ㈲ミズマックス 仙台市 (022)718-7477
80 ㈱鷹翔 仙台市 (022)255-1076
82 ㈲ベルサービス 女川町 54-2129
87 ㈱テラルテクノサービス 仙台営業所 仙台市 (022)232-0117
88 ㈱興明設備 仙台市 (022)258-2868
89 東光設備工業㈱ 仙台市 (022)258-1158
90 ㈱仙台東宝 仙台市 (022)376-3035
92 ㈱エコー設備工業 白石市 (0224)26-3939
95 ㈲アベ住設 登米市 76-2528
97 今野設備工業㈱ 塩釜市 (022)367-3362
98 東北藤吉工業㈱ 仙台市 (022)286-4431
101 ㈲美和工業 松島町 (022)354-3149
105 銅谷設備㈱ 仙台市 (022)261-4961
108 ㈲サンテック工業 仙台市 (022)388-1566
110 川嶋住宅設備㈱ 七ヶ浜町 (022)366-0431
111 泉栄工業㈲ 仙台市 (022)352-7931
114 川村工ム店 松島町 (022)354-4500
116 ㈱草富設備 大崎市 (0229)36-1810
124 ㈲ケー・イー・アイ 美里町 (0229)59-1680
125 ㈱百足設備 登米市 (0220)52-2138
131 ㈱マルミ設備 仙台市 (022)392-3234
133 ㈱日幸商會 仙台市 (022)225-8411
137 ㈱高屋敷工業 仙台市 (022)255-9192
138 三豊工業㈱ 仙台市 (022)376-2383
140 ㈲昼八設備工業 栗原市 (0228)21-1405
141 ㈲川前工業所 多賀城市 (022)309-9630
142 東北興業㈱ 登米市 76-4966
145 大昭興業㈲ 仙台市 (022)771-9802
147 エス・ケー・テー㈱ 塩釜市 (022)364-8521
149 ㈱太陽工業 塩釜市 (022)367-3678
151 ㈱いこい住設 名取市 (022)382-2717
152 ㈱玉虫商会 大崎市 (0229)28-2758
157 ㈲迫水道設備 登米市 (0220)22-7577
159 ㈲髙大工業 仙台市 (022)396-3570
167 ㈲加新住設 塩釜市 (022)365-8623
168 ㈲常楽設備 仙台市 (022)289-3155
169 ㈲トミヤテック 大和町 (022)344-1750
171 旭洋設備工業㈱ 南三陸町 (0226)46-3412
174 ㈲佐々木設備工業 登米市 68-2525
181 ㈱塩釜水道工業所 塩釜市 (022)362-8538
186 ㈲中村住宅設備工業 大崎市 (0229)56-2397
189 ㈲伊藤設備工業 美里町 (0229)32-3371
190 ㈲後藤工業 登米市 (0220)34-4119
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191 ㈲栄設備工業 富谷市 (022)358-2310
192 ㈲総合設備センター 大崎市 (0229)56-2248
193 リビングコンサルタント てど 亘理町 (0223)34-3568
200 ㈱佐々木電業 登米市 76-4012
201 ㈱菅慶 登米市 (0220)58-2653
202 芳賀電気サービス 登米市 76-3378
203 ㈲カメイ 登米市 76-3304
205 ㈲大森電機 登米市 76-3106
206 ㈱千葉設備 大崎市 (0229)28-1929
208 ㈲佐々木設備 登米市 (0220)55-1511
209 ㈲拓信工業 登米市 (0220)55-1277
211 マルヤ設備 登米市 (0220)55-3061
212 ㈱中村設備工業所 登米市 76-3217
222 ㈲神田建設 女川町 53-2859
229 ㈱アクレフ 登米市 (0220)58-2232
231 ㈱ウォータープランニング 多賀城市 (022)363-8747
238 ㈲山裕設備工業 女川町 54-3385
247 ㈱齋藤工務店 大崎市 (0229)23-5155
248 ㈲星設備工業 七ヶ浜町 (022)357-2673
253 ㈲藤原設備 七ヶ浜町 (022)357-3889
256 ㈲秋武工業 仙台市 (022)390-7933
258 ㈱ヤマサ建設 登米市 76-4078
259 行場工業所 南三陸町 (0226)46-2269
260 ㈱サンユウ 仙台市 (022)301-6628
261 ナガノ工業㈱ 女川町 53-2078
262 ㈱オイデック 大崎市 (0229)52-5100
263 ㈱藤設備 富谷市 (022)346-6411
264 ㈱昭仙 大崎市 (0229)55-5160
268 積和建設東北㈱ 仙台市 (022)777-3911
271 ㈲芳賀工業 仙台市 (022)772-5313
273 みどり工業㈱ 大崎市 (0229)25-7222
274 ㈱ケイテック 仙台市 (022)218-0961
276 共栄設備工業 平泉町 090-8785-6645
277 ㈲シーイー・カミオン 仙台市 (022)773-6801
279 ㈱青木設備 仙台市 (022)289-6559
280 ㈱千田建設 大崎市 (0229)78-2277
282 エスケー工業㈱ 仙台市 (022)372-5439
283 ㈲安住商店 涌谷町 (0229)42-3177
284 ㈲加美設備工業 色麻町 (0229)65-2457
285 トータル設備 大崎市 (0229)29-9261
286 ㈱ダイテック 大崎市 (0229)29-9263
287 ㈱小山のドクター 栗原市 (0228)24-9620
288 栗生住宅設備工業 仙台市 (022)391-1226
290 板垣建設管工㈱ 名取市 (022)385-9901
291 ㈱ヨネヤマ設備 仙台市 (022)771-2667
292 マルユウ住設 七ヶ浜町 (022)365-0166
293 ㈲髙橋設備 富谷市 (022)347-8609

294 ㈱溝淵建設 多賀城市 (022)367-9080
296 菅原設備工業 登米市 (0220)34-5993
297 都管理㈱ 仙台市 (022)781-0231
298 丸伸建設㈱ 仙台市 (022)781-5115
299 ㈱サンユー 登米市 (0220)44-4744
300 ㈲ケーズシステム 仙台市 (022)307-3281
303 ㈲村山組 大郷町 (022)359-3823
304 日成施設㈱ 仙台市 (022)738-9572
305 ㈱日和住設 仙台支店 仙台市 (022)390-1410
306 ㈱ミヤギ電機 登米市 (0220)22-3037
308 ㈱平設備興業 仙台市 (022)766-9177
309 ㈲ゴトウ設備 仙台支店 仙台市 050-5806-3736
311 J・ウォーター㈱ 仙台営業所 仙台市 (022)292-1255
312 ㈲明和設備工業 仙台市 (022)373-2245
314 ファインデイサービス 松島町 (022)765-4376
320 ㈲幸伸住設 仙台市 (022)285-0720
321 ㈱ big one 仙台市 (022)355-2307
322 ㈲広川工業 宮城支店 仙台市 (022)242-5217
323 阿部工業所 富谷市 (022)358-0032
324 いなば商事 涌谷町 (0229)45-2892
326 ㈱高周 登米市 (0220)22-3702
327 ㈱日新クリエーション 登米市 (0220)23-9101
329 ㈱マルワ工業 塩釜市 (022)354-0502
330 中島設備工業㈱ 加美町 (0229)63-3020
331 ㈱城南 仙台市 (022)394-4360
332 ㈱オカダ 気仙沼支店 気仙沼市 (0226)29-5380
334 登米建設㈱ 登米市 (0220)52-2288
336 ㈱仲村設備 大崎市 (0229)25-9554
339 ㈲ムツミ設備 塩釜市 (022)365-7579
341 エンドー設備 登米市 69-2785
342 ㈲安藤設備 登米市 (0220)22-1480
344 ㈲スイコーテクノ 利府町 (022)349-1555
346 ㈱馬渕工業所 仙台市 (022)247-0181
347 craft ㈱ 仙台市 (022)255-2350
349 橋本設備 登米市 (0220)52-3726
350 ㈱北栄工業所 仙台市 (022)271-7259
354 ㈱ナカムラ 東北支店 仙台市 (022)391-5521
355 ㈱共立 登米市 (0220)52-4101
356 ㈱涌谷住宅設備センター 涌谷町 (0229)42-3972
357 ㈱イースマイル 仙台市 (022)296-8055
359 ㈲長谷川設備 塩釜市 (022)361-7236
361 ㈲湯山設備工業所 仙台支店 仙台市 (022)343-7680
362 船山設備㈱ 仙台市 (022)394-3632
366 ㈱東海商事 仙台市 (022)242-2994
367 スイートホーム てど 亘理町 (0223)34-5430
369 井上設備工業㈱ 仙台市 (022)255-6333
370 fcc ㈱ 仙台市 (022)355-4374
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