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株式会社　米倉設備工業 宮城県栗原市築館字久伝16-1 0228-22-3284

株式会社　渡辺工務店 宮城県栗原市築館源光4-45-1 0228-22-3296

高橋設備 宮城県栗原市築館字成田196-2 0228-22-1556

株式会社　大和工務店 宮城県栗原市築館青野5-36 0228-22-2690

野口建設　株式会社 宮城県栗原市築館源光12-24 0228-22-2102

株式会社　平野組築館営業所 宮城県栗原市築館藤木2-18 0228-22-2855

株式会社　野口重機 宮城県栗原市築館字照越寺沢65-1 0228-22-2874

株式会社　シラトリ 宮城県栗原市築館薬師四丁目2-1 0228-22-2405

有限会社　狩野設備 宮城県栗原市築館字照越大樟45 0228-22-3921

協業組合　アクアテック栗原 宮城県栗原市築館伊豆三丁目1-5 0228-22-9262

株式会社　佐勝 宮城県栗原市築館高田一丁目6-43 0228-22-2626

有限会社　昼八設備工業 宮城県栗原市築館字太田大西57 0228-21-1405

小野寺建設　株式会社 宮城県栗原市築館薬師四丁目2-5 0228-22-2466

白鳥産業 宮城県栗原市築館宮野中央一丁目14-6 0228-22-2567

株式会社　小山のドクター 宮城県栗原市築館字下宮野館6 0228-24-9620

野口石油　株式会社 宮城県栗原市築館字照越松長根6 0228-22-4219

栗原市排水設備指定工事店一覧

築館
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有限会社　ミズホ工業 宮城県栗原市若柳字川南堤通17-6 0228-35-3633

大目建設　株式会社 宮城県栗原市若柳字川南道伝前107 0228-32-3180

株式会社　加藤工機 宮城県栗原市若柳字大林境前36 0228-32-3264

宮城クリーン　株式会社 宮城県栗原市若柳字上畑岡新米ヶ浦前210 0228-33-2921

上田建設　株式会社 宮城県栗原市若柳字川北原畑21-1 0228-32-3211

有限会社　白鳥興業 宮城県栗原市若柳字上畑岡大立11-5 0228-33-2308

有限会社　佐々木工業 宮城県栗原市若柳字大林新堰合70 0228-32-3778

扇設備工業 宮城県栗原市若柳字川北原畑2-7 0228-32-2704

有限会社　千葉産業 宮城県栗原市若柳字川北荒町1-1 0228-32-3057

鈴木風呂店 宮城県栗原市若柳字川北並柳8-1 0228-32-3257

栗原創管 宮城県栗原市若柳字川南砂原32 0228-32-4155

熊谷設備 宮城県栗原市若柳字川南中ノ目304-11 0228-32-6323

株式会社　ミツウロコヴェッセル東北 宮城県栗原市若柳字川北中文字78 0228-32-2362

若清テクノ株式会社 宮城県栗原市若柳字川南子々松166 0228-32-5355

敬愛工業 宮城県栗原市若柳有賀字倉沢6 0228-32-5819

有限会社　ハヤカワ設備 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎新土川169-1 0228-45-5501

株式会社　高橋工務店 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後38 0228-45-2337

有限会社　千葉燃料店 宮城県栗原市栗駒中野田町西167 0228-45-6633

有限会社　三浦設備工業 宮城県栗原市栗駒稲屋敷沼田3 0228-45-3037

株式会社　アクアライン 宮城県栗原市栗駒栗原大谷地33-1 0228-45-2555

株式会社　高源工業 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎円鏡寺後12-1 0228-45-1268

宮城建設　株式会社 宮城県栗原市栗駒中野上野原南20 0228-45-2261

有限会社　菅彦 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎四日町58 0228-45-1418

高征建設　株式会社 宮城県栗原市栗駒菱沼鹿島8-1 0228-45-2834

株式会社　丸信商店 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎八日町10 0228-45-2043

高清水 株式会社　坂理工作所 宮城県栗原市高清水桜丁10 0228-58-2048

栗駒

若柳
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有限会社　鈴木工業 宮城県栗原市一迫字川口日影37-3 0228-54-2740

有限会社　阿部建設 宮城県栗原市一迫真坂字畑中9-2 0228-52-4349

柴田電気 宮城県栗原市一迫字川口中町17 0228-54-2439

株式会社　大起建設 宮城県栗原市一迫真坂字高橋9-2 0228-52-2546

有限会社　高橋設備工業 宮城県栗原市一迫北沢十文字3-5 0228-52-3422

株式会社　伊藤土建 宮城県栗原市一迫北沢十文字1-2 0228-52-2517

有限会社　一迫電業社 宮城県栗原市一迫真坂字町東175-2 0228-52-2230

石田設備 宮城県栗原市一迫字川口打越4-2 0228-54-2435

株式会社　永光重機工業 宮城県栗原市一迫真坂字清水一本柳1-9 0228-52-2146

株式会社　佐々貞土建 宮城県栗原市瀬峰大境前10 0228-38-3230

有限会社　佐々木工務所 宮城県栗原市瀬峰寺浦79-12 0228-38-2481

株式会社　菅慶 宮城県栗原市瀬峰下田13-2 0228-38-3921

高橋住宅設備工業 宮城県栗原市瀬峰二又88 0228-38-2592

有限会社ゆき建材 宮城県栗原市瀬峰四ツ壇18 0228-38-3731

有限会社　後藤工務店 宮城県栗原市瀬峰下藤沢41-3 0228-38-3464

有限会社　佐藤電気商会 宮城県栗原市鶯沢南郷北沢57-7 0228-55-3514

電器と設備のこんの 宮城県栗原市鶯沢南郷下久保前4-6 0228-55-2247

株式会社　後藤商会 宮城県栗原市鶯沢南郷辻前95-8 0228-55-2161

有限会社　金野設備工業 宮城県栗原市金成新町1 0228-42-1732

有限会社　高橋工業 宮城県栗原市金成大原木道場260-1 0228-42-2278

株式会社　丸清工務店 宮城県栗原市金成津久毛平形蔵本沢63 0228-42-2031

株式会社　小野良建設 宮城県栗原市金成沢辺町沖223 0228-42-1455

有限会社　岩栄 宮城県栗原市金成中町94 0228-42-1211

阿部工機 宮城県栗原市金成有壁大日前54-3 0228-44-2306

ケイセン土木　株式会社 宮城県栗原市金成入生田25-5 0228-42-1453

工藤設備 宮城県栗原市金成姉歯水押34 0228-42-2422

株式会社　鈴木工務店 宮城県栗原市金成沢辺前門沢134-7 0228-42-1301

一迫

瀬峰
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株式会社　丸久組 宮城県栗原市志波姫北郷館72 0228-25-2324

有限会社　サンライズ 宮城県栗原市志波姫堀口御駒堂115-1 0228-23-7077

有限会社　三浦工業 宮城県栗原市志波姫刈敷治郎144 0228-25-2716

佐藤機工　有限会社 宮城県栗原市志波姫南郷杭ケ浦下14 0228-25-2581

株式会社　栗っこライフサービス 宮城県栗原市志波姫沼崎南沖438 0228-22-5797

菅原ガス・設備　株式会社 宮城県栗原市志波姫伊豆野芝の脇前18 0228-24-9031

菅久　株式会社 宮城県栗原市志波姫伊豆野町北側16-1 0228-25-2377

中鉢工業 宮城県栗原市花山字草木沢宿30-12 0228-56-2619

有限会社　花山産業 宮城県栗原市花山字本沢北ノ前35-15 0228-56-2258

花山

志波姫
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有限会社　安藤設備
宮城県登米市迫町佐沼字萩洗一丁目2-11
萩洗第一ビル203

0220-22-1480

株式会社　アクレフ 宮城県登米市南方町雷110 0220-58-2232

有限会社　佐々木設備 宮城県登米市米山町中津山字羽場81-1 0220-55-1511

株式会社　光和設備 宮城県登米市迫町佐沼字萩洗二丁目1-16 0220-22-8583

株式会社　高周 宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘150-2 0220-22-3702

有限会社　拓信工業 宮城県登米市米山町中津山字土地込19 0220-55-1277

株式会社　タカハシ住建 宮城県登米市迫町佐沼字中江一丁目11-5 0220-22-3688

有限会社　阿部工業 宮城県登米市石越町北郷字長根146-1 0228-34-2068

株式会社　佐々重 宮城県登米市迫町北方字古宿5 0220-22-7269

株式会社　百足設備 宮城県登米市登米町寺池中町19 0220-52-2138

有限会社　迫水道設備 宮城県登米市迫町佐沼字末広24 0220-22-7577

有限会社　伊東設備工業 宮城県登米市中田町石森字茶畑72-1 0220-35-3077

東北興業　株式会社 宮城県登米市豊里町小口前185-5 0225-76-4966

マルヤ設備 宮城県登米市米山町西野字十日町139 0220-55-3061

有限会社　斉藤管工設備 宮城県登米市東和町錦織字小童子101-2 0220-44-3172

株式会社　渡辺工業所 宮城県登米市南方町苔野谷地36 0220-58-4562

高橋設備 宮城県登米市迫町新田字倉崎195 0220-28-2713

株式会社　サンユー 宮城県登米市中田町石森字本町100 0220-44-4744

菅原設備工業 宮城県登米市中田町上沼字金谷37 0220-34-5993

マテリアル東北 宮城県登米市石越町南郷字峯129-1 0228-34-2446

株式会社　日新クリエーション 宮城県登米市迫町佐沼字萩洗一丁目2-8 0220-23-9101

日野ポンプ商会 宮城県登米市中田町石森字霜降舘100-2 0220-34-2103

株式会社　共立 宮城県登米市登米町寺池鉄砲町74-2 0220-52-4101

高橋アメニティ住設　 宮城県登米市迫町新田字前沼30-12 0220-28-2071

直設備 宮城県登米市石越町南郷字土手前174 080-5570-4042

登米市
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株式会社　協栄工務店 宮城県大崎市古川南町三丁目4-39 0229-22-1407

株式会社　協和クリエイト 宮城県大崎市古川穂波四丁目3-3 0229-22-4800

千坂設備　株式会社 宮城県大崎市古川矢目字新田13 0229-52-2120

株式会社　藤山工務店 宮城県大崎市田尻沼部字新富岡57-1 0229-39-1234

株式会社　千葉設備 宮城県大崎市古川狐塚字天神浦26-1 0229-28-1929

株式会社　古川設備工業 宮城県大崎市古川休塚字南田4 0229-28-1967

協業組合　アクアネット 宮城県大崎市古川桜ノ目字新高谷地526 0229-28-3734

株式会社　玉虫商会 宮城県大崎市古川休塚字要害1 0229-28-2758

髙橋設備 宮城県大崎市田尻沼部字十五町新田27-1 0229-39-1148

株式会社　菅原設備工業所 宮城県大崎市古川渋井字西田28 0229-26-2395

株式会社　共振 宮城県大崎市古川千手寺町一丁目5-33 0229-22-1967

株式会社　キクチ設備工事 宮城県大崎市古川大幡字道下東42-3 0229-23-8545

株式会社　オイデック 宮城県大崎市三本木南谷地字熊野越72-1 0229-52-5100

株式会社　ダイマル 宮城県大崎市古川十日町9-25 0229-22-1221

有限会社　三峰機工 宮城県大崎市三本木字南町75 0229-52-3229

株式会社　仙北設備工事 宮城県大崎市古川大宮八丁目6-16 0229-23-6674

株式会社　富士土木 宮城県大崎市古川米袋字堤内9-1 0229-23-4367

株式会社　草富設備 宮城県大崎市古川新田字旭57-1 0229-36-1810

株式会社　佐々木組 宮城県大崎市田尻沼部字富岡85-1 0229-39-2353

ワタックス 宮城県大崎市田尻大嶺字車地蔵29 0229-39-7810

有限会社　ミノワ住設 宮城県大崎市岩出山町下野目字八幡田1-3 0229-72-2185

三和工業　株式会社 宮城県大崎市古川北稲葉一丁目2-62 0229-23-6181

有限会社　藍商会 宮城県大崎市古川西館三丁目7-64 0229-23-8176

中鉢設備 宮城県大崎市岩出山字通丁29-9 0229-72-4183

株式会社　仲村設備 宮城県大崎市古川大宮六丁目10-48 0229-25-9554

トータル設備 宮城県大崎市古川桜ノ目字飯塚14-2 0229-29-9261

株式会社　ダイテック 宮城県大崎市松山金谷字向田16 0229-29-9263

株式会社　ミヤマ・コーケン 宮城県大崎市古川小野字中蝦沢139-86 0229-25-9416

G・F設備工事 宮城県大崎市古川米倉字中田6-2 0229-25-8008

髙博設備　株式会社 宮城県大崎市田尻沼木字津花谷地5 0229-39-2283

株式会社　渋谷総合設備工業 宮城県大崎市岩出山字下川原町83-5 0229-72-2501

株式会社　東北マテリアル 宮城県大崎市古川江合本町二丁目2-3 0229-21-0751

大崎市
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株式会社　エネサンス東北
宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目2-3
仙台MTビル13階

022-355-9061

共同工業　有限会社 宮城県仙台市若林区遠見塚三丁目4-11 022-286-2328

東北藤吉工業　株式会社 宮城県仙台市若林区蒲町18-1 022-286-4431

有限会社　髙大工業 宮城県仙台市宮城野区岩切字今市東93 022-396-3570

株式会社　髙橋設備 宮城県宮城野区鶴ケ谷字北畑7-3 022-342-1830

有限会社　正友設備 宮城県仙台市若林区六丁の目元町14-15 022-290-6636

株式会社　尾形設備 宮城県仙台市泉区北中山四丁目32-11 022-765-8777

富谷市 有限会社　髙橋設備 宮城県富谷市日吉台二丁目20-9 022-358-4842

宮城郡 株式会社　タカオカ工業　仙台営業所 宮城県宮城郡利府町神谷沢字化粧坂66-3 022-349-5904

石堂建設　株式会社 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神211-1 0229-32-2233

株式会社　涌谷住宅設備センター 宮城県遠田郡涌谷町字渋江13 0229-42-3972

有限会社　ケー・イー・アイ 宮城県遠田郡美里町二郷字甚助二号60 0229-59-1680

有限会社　黒沢工業所 宮城県遠田郡涌谷町吉住字塩柄43 0229-45-2485

石山工業　有限会社 宮城県加美郡加美町字中嶋中里南70 0229-66-1480

株式会社　中島風呂商会 宮城県加美郡加美町字雁原148-1 0229-63-2709

中島設備工業　株式会社 宮城県加美郡加美町城生字城生東5 0229-63-3020

有限会社　加美設備工業 宮城県加美郡色麻町一の関字片平前4 0229-65-2457

弘將設備 宮城県加美郡加美町字岡町36-3 0229-63-5921

気仙沼市 株式会社　澤井製作所 宮城県気仙沼市東新城一丁目11-8 0226-22-1031

有限会社　トミヤテック 宮城県黒川郡大和町落合松坂字内蔵之助41 022-344-1750

宮水 宮城県黒川郡大和町吉岡天皇寺東4-11 022-345-3831

株式会社　晃和工業 宮城県石巻市大橋二丁目1-1 0225-96-6651

株式会社　大川屋本店 宮城県石巻市田道町二丁目1-33 0225-96-2325

有限会社　加新住設 宮城県塩竈市袖野田町21-8 022-365-8623

株式会社　菜花空調 宮城県塩竈市千賀の台二丁目13-6 022-353-9244

東松島市 株式会社　花坂ハウス工業 宮城県東松島市小野字中央5-5 0225-87-3775

亘理郡 株式会社　門脇総合設備 宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋字倉東69-3 0223-34-7775

塩竈市

加美郡

遠田郡

黒川郡

石巻市

仙台市
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2021年3月31日 更新

地　　区 業 者 名 住　　　　　　　所 電 話 番 号 備 考

栗原市排水設備指定工事店一覧

大宝商事　株式会社 岩手県一関市赤荻字月町63-3 0191-25-3344

株式会社　森燃 岩手県一関市真柴字中田87 0191-23-2044

株式会社　奈良屋 岩手県一関市山目字前田11 0191-23-5221

株式会社　スズキ設備 岩手県一関市東地主町27 0191-23-6220

サカイ工業　株式会社 岩手県一関市山目字館67-21 0191-25-6110

清水管工業　株式会社 岩手県一関市赤荻字桜町109-2 0191-25-3663

株式会社　小野寺設備 岩手県一関市山目字寺前35-2 0191-26-3811

株式会社　石川設備 岩手県一関市滝沢字一ノ沢93-4 0191-21-4770

有限会社　近藤設備工業 岩手県一関市花泉町涌津字道下15-31 0191-82-3498

有限会社　タカラ住建 岩手県一関市千厩町奥玉字萱刈場63-4 0191-56-2202

西磐井郡 有限会社　ナンデモヤ商会 岩手県西磐井郡平泉町平泉字泉屋82 0191-46-4111

奥州市 有限会社　大宮管工業 岩手県奥州市胆沢区南都田字午房谷地114 0197-46-2930

一関市
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