
 

石巻地方広域水道企業団 

指定給水装置工事事業者一覧 

水道の工事は指定給水装置工事事業者へ

水道水の安全確保のため、給水装置の新設・改造・修理などの工事は、企業団が指

定する「指定給水装置工事事業者」だけが行うことができます。

指定されていない工事事業者や個人では工事を行うことはできませんので、ご注意

ください。

※指定給水装置工事事業者一覧は、企業団ホームページでもご覧いただけます。

石巻地方広域水道企業団 給水課 〒 宮城県石巻市蛇田字新上沼 番地 ☎

令和２年 月 日現在
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番号 商号または名称
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　地区 ＴＥＬ 

指定
番号 商号または名称

　所在　
　地区 ＴＥＬ 

㈱ナカムラ 石巻営業所 旧石巻

㈱向陽設備 旧石巻 石巻ガス㈱ 旧石巻

㈲ホーワ設備 旧石巻 ㈲ダイワ 旧石巻

㈱大川屋本店 旧石巻 ㈱成和 石巻営業所 旧石巻

山下設備工業㈱ 旧石巻 ㈱丸叶 旧石巻

北上興業㈱ 旧石巻 ㈱拓真工業 旧石巻

㈱晃和工業 旧石巻 佐藤設備 旧石巻

共栄設備㈱ 旧石巻 ㈲サラサホーム 旧石巻

㈱佐藤工業所 旧石巻 ユニサービス 旧石巻

㈱大晃組 旧石巻 ㈱新孝工業 旧石巻

相沢工業㈱ 旧石巻 村上建設工業㈱石巻支店 旧石巻

石巻広域管工事業協同組合 旧石巻 ㈱ジュウハン 旧石巻

㈱内海建設工業 旧石巻 ヤマチ工業㈱ 旧石巻

㈱アイ・ケー・エス 旧石巻 ㈱高橋施工 河　北

㈲電工センター 旧石巻 ㈱佐藤設備 河　北

ミナミ工業㈱ 旧石巻 総武建設㈱ 河　北

㈲渡辺設備 旧石巻 正和クリーンサービス 河　北

㈱宮城プラントサービス 旧石巻 ㈱河北設備センター 河　北

㈱ミヤケン 旧石巻 木村電器店 河　北

阿部設備 旧石巻 阿部久電機商会 河　北

㈲武藤建設 旧石巻 ㈱横山組 河　北

モリコウ 旧石巻 山内建設㈱ 河　北

㈲高信工業 旧石巻 ヤマヨシ髙橋組㈱ 河　北

カガク興商㈱ 旧石巻 ㈱武山興業 河　北

高橋建工 旧石巻 ㈲日野土建 河　北

久我建設㈱ 旧石巻 ㈱丸松組 河　北

誠真工業㈲ 旧石巻 ヤマモト設備 河　北

白光電機　水押店 旧石巻 髙和住設 河　北

丸岩建設㈱ 旧石巻 佐藤建設㈱ 雄　勝

豊和建設㈱ 旧石巻 大幸工業㈱ 河　南

㈱二葉燃料 旧石巻 ㈲髙橋設備 河　南

安斉商会 旧石巻 ㈱橋本建設 河　南

㈱ハナマル・テック 旧石巻 ㈲ハシユウ設備工業 河　南

㈱石巻給水設備 旧石巻 ㈱河南水道工業所 河　南

㈱アーズシステム 旧石巻 ㈲やまなか設備 河　南

若生工業㈱ 旧石巻 ㈲ライフエンジニア榮 河　南

木村設備 旧石巻 ㈱ピー・エム設備企画 河　南

㈱高野建設 旧石巻 高橋燃料店 河　南

ヤマニン設備 旧石巻 ㈱渥美産業 河　南

建翔工業㈱ 旧石巻 今野電器商会 河　南

㈱山一星 旧石巻 遠藤設備 河　南

でんき倶楽部 旧石巻 ㈱齋藤工務店 河　南

㈱サードシステム 旧石巻 ㈱角張工務店 河　南

㈱フォルテック 石巻営業所 旧石巻 和設備 河　南

㈱奥田建設 旧石巻 ㈲河南サービス 河　南

㈲日野設備 旧石巻 鈴木設備 河　南

石栄設備㈱ 旧石巻 Ｓ設備 河　南

㈱阿部工業 旧石巻 ㈲スガノ建設 桃　生

㈱アイテック 旧石巻 ㈱榮興業 桃　生

ひかり工業 旧石巻 ㈱阿部土建 桃　生

㈱阿部設備 旧石巻 ㈲遠藤電気 桃　生

石　巻　市
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コンノデンキ 桃　生 三豊工業㈱ 仙台市

㈲小野晃興建 桃　生 大昭興業㈲ 仙台市

㈱旭東 桃　生 ㈲髙大工業 仙台市

㈲相沢住設 北　上 ㈲常楽設備 仙台市

大内産業 北　上 ㈲秋武工業 仙台市

㈱山内組 北　上 ㈱サンユウ 仙台市

牡鹿設備工業所 牡　鹿 積和建設東北㈱ 仙台市

㈱吉藤工業 牡　鹿 ㈲芳賀工業 仙台市

㈱ケイテック 仙台市

㈲加曽利設備防災 矢　本 ㈲シーイー・カミオン 仙台市

㈱津田工業所 矢　本 ㈱青木設備 仙台市

木村工業所 矢　本 エスケー工業㈱ 仙台市

㈱東邦管工 矢　本 栗生住宅設備工業 仙台市

㈲辺見興業 矢　本 ㈱ヨネヤマ設備 仙台市

三浦工業 矢　本 都管理㈱ 仙台市

㈱千石建設 矢　本 丸伸建設㈱ 仙台市

㈲奥田電気工業 矢　本 ㈲ケーズシステム 仙台市

㈱マルタツ熊谷建設 矢　本 日成施設㈱ 仙台市

㈱木村工務店 矢　本 ㈱日和住設 仙台支店 仙台市

㈱ガス＆ライフ 矢　本 ㈱平設備興業 仙台市

㈲佐々木設備 矢　本 ㈲ゴトウ設備 仙台支店 仙台市

㈱橋本道路 矢　本 ㈲明和設備工業 仙台市

㈱宮城電気サービス 矢　本 ㈲幸伸住設 仙台市

庄子設備㈱ 矢　本 ㈱ｂｉｇ ｏｎｅ 仙台市

㈱三栄設備 矢　本 ㈲広川工業 宮城支店 仙台市

㈱ワークス 矢　本 ㈱城南 仙台市

丸寿商機㈱ 矢　本 ㈱馬渕工業所 仙台市

大槻設備 矢　本 ｃｒａｆｔ㈱ 仙台市

㈱湯一ライフサポート 矢　本 ㈱北栄工業所 仙台市

㈱櫻井水道設備工業所 鳴　瀬 ㈱尾形設備 仙台市

㈱丸一建設 鳴　瀬 ㈱イースマイル 仙台市

㈱櫻井建設 鳴　瀬 ㈲湯山設備工業所 仙台支店 仙台市

㈱センショウ・テック． 鳴　瀬 船山設備㈱ 仙台市

㈱花坂ハウス工業 鳴　瀬 ㈱東海商事 仙台市

児島産業㈱ 鳴　瀬 井上設備工業㈱ 仙台市

㈲ニシガヤ 鳴　瀬 ｆｃｃ㈱ 仙台市

オーエス設備 鳴　瀬 ㈱エイト 仙台市

㈲市川工業 鳴　瀬 ㈲齋藤設備工業 仙台市

㈱アーク 仙台市

㈲ミズマックス 仙台市 ㈱シンエイ 仙台市

㈱鷹翔 仙台市 諏訪設備㈱ 仙台市

㈱ﾃﾗﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 仙台営業所 仙台市 ㈱リフレッシュ仙台営業所 仙台市

㈱興明設備 仙台市 ㈲アベ住設 登米市

東光設備工業㈱ 仙台市 ㈱百足設備 登米市

㈱仙台東宝 仙台市 東北興業㈱ 登米市

東北藤吉工業㈱ 仙台市 ㈲迫水道設備 登米市

㈲サンテック工業 仙台市 ㈲後藤工業 登米市

泉栄工業㈲ 仙台市 ㈱佐々木電業 登米市

㈱マルミ設備 仙台市 ㈱菅慶 登米市

㈱日幸商會 仙台市 芳賀電気サービス 登米市

㈱高屋敷工業 仙台市 ㈲カメイ 登米市

その他の地区

東　松　島　市
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㈲大森電機 登米市 ㈲昼八設備工業 栗原市

㈲佐々木設備 登米市 ㈱小山のドクター 栗原市

㈲拓信工業 登米市 ㈱いこい住設 名取市

マルヤ設備 登米市 板垣建設管工㈱ 名取市

㈱中村設備工業所 登米市 ㈱アベ設備工業 名取市

㈱アクレフ 登米市 ㈱エコー設備工業 白石市

㈱ヤマサ建設 登米市 松島住宅設備㈱ 松島町

菅原設備工業 登米市 ㈲美和工業 松島町

㈱サンユー 登米市 川村工ム店 松島町

㈱高周 登米市 ファインデイサービス 松島町

㈱日新クリエーション 登米市 ㈲堂賀設備工業 女川町

登米建設㈱ 登米市 ㈲ベルサービス 女川町

エンドー設備 登米市 ㈲神田建設 女川町

㈲安藤設備 登米市 ㈲山裕設備工業 女川町

橋本設備 登米市 ナガノ工業㈱ 女川町

㈱共立 登米市 鈴木設備工業 女川町

㈲斉藤管工設備 登米市 ㈲黒沢工業所 涌谷町

工藤建設㈱ 登米市 ㈲安住商店 涌谷町

㈱草富設備 大崎市 いなば商事 涌谷町

㈱玉虫商会 大崎市 ㈱涌谷住宅設備センター 涌谷町

㈲中村住宅設備工業 大崎市 川嶋住宅設備㈱ 七ヶ浜町

㈲総合設備センター 大崎市 ㈲星設備工業 七ヶ浜町

㈱千葉設備 大崎市 ㈲藤原設備 七ヶ浜町

㈱齋藤工務店 大崎市 ㈱マルユウワークス 七ヶ浜町

㈱オイデック 大崎市 ムラカミ建設 七ヶ浜町

㈱昭仙 大崎市 旭洋設備工業㈱ 南三陸町

みどり工業㈱ 大崎市 行場工業所 南三陸町

㈱千田建設 大崎市 ㈲丸伊商事 南三陸町

トータル設備 大崎市 ㈲ケー・イー・アイ 美里町

㈱ダイテック 大崎市 ㈲伊藤設備工業 美里町

㈱仲村設備 大崎市 リビングコンサルタント てど 亘理町

㈱キクチ設備工事 大崎市 スイートホーム　てど 亘理町

㈱東北マテリアル 大崎市 中島設備工業㈱ 加美町

今野設備工業㈱ 塩竈市 ㈱みちのく建設 大和町

エス・ケー・テー㈱ 塩竈市 ㈲加美設備工業 色麻町

㈱太陽工業 塩竈市 ㈱村山組 大郷町

㈲加新住設 塩竈市 ㈲スイコーテクノ 利府町

㈱塩釜水道工業所 塩竈市 ㈱タカオカ工業仙台営業所 利府町

㈱マルワ工業 塩竈市

㈲ムツミ設備 塩竈市

㈲長谷川設備 塩竈市

㈲佐藤住設工業 塩竈市

㈱菜花空調 塩竈市

㈲栄設備工業 富谷市

㈱藤設備 富谷市

㈲髙橋設備 富谷市

阿部工業所 富谷市

㈲川前工業所 多賀城市

㈱ウォータープランニング 多賀城市

㈱溝淵建設 多賀城市

髙橋工業㈱ 多賀城市


