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1 有限会社　白鳥電機 白鳥　賢一 987-2252
栗原市築館薬師三丁目２
番６号

築館 22-2320 22-2297 設備関係

2 有限会社　恵巧建 千葉　恵一 987-2243
栗原市築館字萩沢東２番
地１

築館 23-2045 23-2045
建築関係
土木関係

3 有限会社　熱海産業 熱海　孝治 987-2263 栗原市築館新田１番２１号 築館 22-3717 22-8007 土木関係

4 伊藤畳店 伊藤　文孝 987-2203
栗原市築館字下宮野町尻
５１番地２

築館 22-2778 22-2778 建築関係

5 株式会社　佐勝 佐藤　由美子 987-2215
栗原市築館高田一丁目６
番４３号

築館 22-2626 22-5966
建築関係
設備関係

6 菅野建築 菅野　敏明 987-2211 栗原市築館源光３番１６号 築館 22-3852 23-7797 建築関係

7 白鳥産業 白鳥　昭彦 987-2205
栗原市築館宮野中央一丁
目１４番地６

築館 22-2567 25-4030 土木関係

8 株式会社　共栄工業 菅原　健 987-2233 栗原市築館照越町田１０９－２０ 築館 23-7212 23-7212 建築関係

41 有限会社　イサゴ 砂金　侑弥 987-2203 栗原市築館下宮野砂子田３１ 築館 22-4377 22-9775 建築関係

43 髙橋建設工業 髙橋　光佑 987-2205
栗原市築館宮野中央一丁
目７‐２０ポライトリーエイト
204

築館 090-2971-4903 23-7737
建築関係
土木関係

44 さくら造景 佐藤　啓図 987-2226
栗原市築館八沢桜沢５２－
５

築館 24-8664 24-8664 土木関係

9 有限会社　齋藤鉄工 齋藤　功 989-5501
栗原市若柳字川北東若柳
１１１番地

若柳 32-2534 32-5343
建築関係
設備関係

10 金沢電気工事 鈴木　茂 989-5508
栗原市若柳武鎗字町舘２７
９番地

若柳 32-6050 32-2881 設備関係

11 小野寺測量 小野寺　徳義 989-5507
栗原市若柳有賀字新山１０
番地

若柳 32-4655 32-4655 土木関係

12 インテリア　おおめ 佐藤　　忠 989-5502
栗原市若柳字川南下大目
前２１３番地

若柳 32-4929 32-4963 建築関係

13 有限会社　クマショウ 熊谷　豊 989-5501
栗原市若柳字川北新中谷
地２０３番地１

若柳 35-3031 35-3027
建築設備
設備関係

14 海山電気 千葉　孝一 989-5501
栗原市若柳字川北原田５８
－８

若柳 32-3228 32-5146 設備関係

15 栄電社 佐藤　信一 989-5501
栗原市若柳字川北堤下３９
番地

若柳 32-2367 32-2320 設備関係
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42 古山テント室内装飾 古山　浩明 989-5501 栗原市若柳字川北元町１８ 若柳 32-2082 32-6478 建築関係

16 有限会社　佐々木金物店 佐々木　智哉 989-5301
栗原市栗駒岩ケ崎六日町
３０番地

栗駒 45-2204 45-2205 建築関係

17 佐藤畳店 佐藤　高広 989-5351
栗原市栗駒中野田町河原
１番地１

栗駒 45-2455 45-2455 建築関係

18 浅野花卉 浅野　淑郎 989-5321
栗原市栗駒栗原二枚橋１６
番地

栗駒 45-3764 45-5784
建築関係
土木関係

19 株式会社　柏屋 佐藤　昌宏 987-2186 栗原市高清水中町２番地 高清水 58-2041 58-2064 設備関係

20 高清水ガス有限責任事業組合 北村　芳昭 987-2186 栗原市高清水中町２番地 高清水 58-2580 58-2064 設備関係

21 友和塗装 佐藤　和也 987-2308
栗原市一迫真坂字南町２３
番地２

一迫 52-5787 52-5787 建築関係

22 有限会社　菅原建機産業 菅原　健久 987-2308
栗原市一迫真坂字中町１３
番地

一迫 52-2558 52-2277 土木関係

23 千葉畳店 千葉　幸善 987-2306
栗原市一迫字嶋躰下川原
６番地

一迫 54-2613 54-2613 建築関係

24 佐六建築 佐藤　忠五郎 987-2305
栗原市一迫狐崎寺前６０番
地

一迫 52-3563 52-3563
建築関係
土木関係

25 株式会社　宮城化成 小山　昭彦 987-2304
栗原市一迫北沢半金沢１５
番地の４

一迫 52-3931 52-3933 建築関係

26 氏家畳製作所 氏家　紀一 987-2308
栗原市一迫真坂字荒町２８
番地の２

一迫 52-2074 52-2074 建築関係

27 創建 菊池　哲也 987-2304 栗原市一迫北沢二本松３４ 一迫 52-3093 52-3093
土木関係
設備関係

28 鈴木石材店 鈴木　義博 987-2303 栗原市一迫字川口中町６６ 一迫 54-2724 54-2765 建築関係

29 株式会社　後藤商会 後藤　芳男 989-5402
栗原市鶯沢南郷辻前９５番
地８

鶯沢 55-2161 24-7825 設備関係

30 佐藤建業 佐藤　養作 989-5401
栗原市鶯沢袋欠畑前５番
地

鶯沢 55-3643 55-3643 建築関係

31 築館電工 加藤　正美 989-5171
栗原市金成沢辺西大寺８０
番地１８　定住促進金成住
宅１－４０５号

金成 24-8405 24-8406 設備関係

32 サンゴクデンキ 菅原　国政 989-4805
栗原市金成片馬合手柄１４
４番地

金成 44-3591 44-3938 設備関係

33 千光電気 千葉　弘悦 989-4805
栗原市金成片馬合佐野原
１３番地４

金成 44-2102 44-2102 設備関係
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34 有限会社　小野寺林業 小野寺　太一 989-4808
栗原市金成普賢堂粒良田
２４番地

金成 44-2453 44-2453 土木関係

35 有限会社　金成ホームサービス 阿部　均 989-4806
栗原市金成有壁新町３０番
地

金成 44-2780 44-2792 設備関係

45 髙橋材木店 髙橋　裕樹 989-5171
栗原市金成沢辺町１４０番
地

金成 42-2157 42-2157 建築関係

37 及原電気商会 及原　俊一 989-5615
栗原市志波姫沼崎新田１２
番地４

志波姫 25-3321 25-3320 設備関係

38 鈴木建設　合同会社 鈴木　伸一 989-5605 栗原市志波姫北郷川の口３７ 志波姫 25-2143 25-2143 土木関係

39 高寅住建 髙橋　誠一 987-2512
栗原市花山字草木沢原井
田３２番地３

花山 56-2447 56-2447 建築関係

40 株式会社　東洋エンジニアリング 髙橋　光廣 987-2511
栗原市花山字本沢北ノ前３
５番地の１５

花山 25-4618 43-5009
土木関係
設備関係


