
R5.3月現在

№ 指定業者名 住所　 電話 指定年月日

1 むらかみ商店 七ヶ浜町境山一丁目19-36-1 080-5848-5592 平成10年4月1日

2 カザマ商工 七ヶ浜町菖蒲田浜字西峠下104-2 022-357-6380 平成10年4月1日

3 ㈲星設備工業 七ヶ浜町菖蒲田浜字向山65-1 022-357-2673 平成10年4月1日

4 ㈱アーク 七ヶ浜町松ヶ浜字謡43-14 022-357-4605 平成10年4月1日

5 ㈱大進 七ヶ浜町花渕浜字谷地33-12 022-357-5607 平成10年10月1日

6 渡邊工業㈱ 七ヶ浜町東宮浜字東兼田32-4 022-349-4664 平成10年10月8日

7 ㈱内海設備 七ヶ浜町花渕浜字上ノ山28-1 022-357-4669 平成10年12月24日

8 ㈲藤原設備 七ヶ浜町汐見台一丁目1-4 022-357-3889 平成13年6月7日

9 星成商店 七ヶ浜町松ヶ浜字浜屋敷78-1 022-357-2227 平成17年3月25日

10 ㈱マルユウワークス 七ヶ浜町遠山一丁目8-32 022-365-0166 平成17年4月25日

11 ㈱山源工務店 七ヶ浜町菖蒲田浜字向山35-4 022-357-3431 平成20年12月4日

12 ミズテック 七ヶ浜町菖蒲田浜字化粧石38-8 022-357-2796 平成24年5月22日

13 ㈲陽昇興業 七ヶ浜町汐見台六丁目2-99 0243-33-4911 平成27年7月30日

14 ㈲マルリュウ 七ヶ浜町境山二丁目9-29 022-362-7453 平成29年10月20日

15 ㈱太陽工業 塩竈市越の浦一丁目3-3 022-367-3678 平成10年8月11日

16 今野設備工業㈱ 塩竈市西町3-15 022-367-3362 平成10年9月10日

17 ㈱村上工業 塩竈市杉の入一丁目21-8 022-364-7304 平成10年9月17日

18 エス・ケー・テー㈱ 塩竈市袖野田町21-16 022-364-8521 平成10年9月24日

19 ㈲ジーワン工業 塩竈市伊保石300 022-366-9810 平成11年6月17日

20 ㈲佐藤住設工業 塩竈市松陽台二丁目13-2 022-366-0059 平成14年4月24日

21 ㈲鈴木タイル店 塩竈市新富町31-1 022-362-6893 平成15年2月12日

22 ㈲ムツミ設備 塩竈市字伊保石390-1 022-365-7579 平成15年7月23日

23 ㈲長谷川設備 塩竈市清水沢四丁目12-30 022-361-7236 平成15年9月12日

24 ㈱清野工務店 塩竈市新富町31-42 022-364-0171 平成16年3月30日

25 塩釜ガス㈱ 塩竈市港町一丁目5番17号 022-365-3941 平成16年5月25日

26 港都設備㈱ 塩竈市白萩町2-9 022-366-0781 平成18年4月11日

27 宮城環境住設 塩竈市旭町8-7 022-366-2661 平成25年2月18日

28 ㈱うらと工業 塩竈市西玉川6-1 022-367-5998 平成25年12月25日

29 ハイパー㈱ 塩竈市西玉川町9-13 022-362-2008 平成30年3月2日

30 ㈱菜花空調 塩竈市千賀の台ニ丁目13番6号 022-353-9244 令和元年5月15日

31 岡村工業株式会社 塩竈市花立町19番36号 022-361-8325 令和2年7月1日

32 ㈱エイト 塩竃市母子沢町9番10号 022-365-0551 令和4年2月21日

33 髙橋工業㈱ 多賀城市桜木二丁目2-10 022-365-6171 平成10年4月1日

34 ㈱MINAMI 多賀城市山王字山王二区54番地の3 022-368-8881 平成10年6月11日

35 ㈱ウォータープランニング 多賀城市下馬二丁目1-15 022-363-8747 平成11年2月18日

36 ㈲加藤鉄工所 多賀城市町前二丁目4-25 022-364-4551 平成11年3月11日

37 吉野ウォータージョブ 多賀城市桜木三丁目7-60丸要桜木ＡＰ102号 022-365-6444 平成13年3月2日

38 ㈲川前工業所 多賀城市高橋四丁目21-1 022-309-9630 平成13年9月27日

39 ㈲加新住設 多賀城市浮島字高原110-2 022-365-8623 平成14年11月7日

40 ㈱笹原工業 多賀城市大代一丁目9-18 022-366-8502 平成21年5月1日

41 発向興業㈱ 多賀城市新田字中225-1 022-368-0531 平成27年6月29日

42 ㈲スイコーテクノ 利府町菅谷字赤坂28-1 022-349-1555 平成16年3月16日

43 松島住宅設備㈱ 松島町高城字町169-2 022-354-4484 平成14年7月16日

44 ㈲うちみ水道 松島町高城字町163 022-354-2710 平成18年4月7日

45 ㈱松清産業 仙台市宮城野区新田五丁目6-24 022-284-8679 平成10年5月21日

46 山幸綜合設備㈱ 仙台市若林区河原町二丁目5-11 022-262-8546 平成10年8月11日

47 東光設備工業㈱ 仙台市宮城野区田子字上17 022-258-1158 平成11年9月22日

48 仙台ガス水道工業㈱ 仙台市宮城野区扇町五丁目6-13 022-232-5881 平成12年4月20日

49 服部産業㈱ 仙台市宮城野区宮城野一丁目9-17 022-293-3633 平成12年5月25日

50 ㈲佐藤設備工業 仙台市泉区本田町15-33 022-372-4334 平成12年9月14日
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51 ㈱平設備興業 仙台市宮城野区扇町七丁目1-30 022-766-9177 平成13年2月8日

52 藤倉設備工業㈱ 仙台市青葉区中山四丁目13-1 022-279-1090 平成16年1月27日

53 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5-413 022-302-3267 平成16年8月19日

54 ㈲斎藤設備工業 仙台市泉区市名坂字東裏63 022-372-3596 平成16年11月16日

55 ㈲芳賀工業 仙台市泉区市名坂字黒木川原19-2 022-772-5313 平成19年5月9日

56 ㈱クラシアン 仙台市青葉区山手町27-10 0120-511-511 平成19年10月5日

57 フィールドツール㈱ 仙台市宮城野区平成1丁目21-10 022-352-6180 平成19年11月22日

58 佐孝組㈲ 仙台市宮城野区岡田字岡田前122-2 022-794-8402 平成21年8月18日

59 ㈲正友設備 仙台市若林区沖野2丁目5番70号 022-290-6636 平成22年3月1日

60 ㈲髙大工業 仙台市宮城野区岩切字今市東93 022-396-3570 平成22年4月13日

61 ㈲シーイー・カミオン 仙台市泉区みずほ台13-5 022-773-6801 平成22年6月14日

62 ㈱青木設備 仙台市若林区三本塚中谷地49 022-289-6559 平成23年6月1日

63 ㈱アクアテック 仙台市宮城野区蒲生一丁目113-11 022-762-8632 平成23年9月1日

64 ㈱渡辺技工 仙台市太白区東大野田21-18 022-247-1756 平成24年5月22日

65 ㈲湯山設備工業所 仙台支店 仙台市泉区南中山四丁目21-14 022-343-7680 平成24年10月12日

66 全栄興業㈱ 仙台市宮城野区岩切字昭和北48-1 022-255-2066 平成24年10月12日

67 ㈱浩誠工業 仙台市青葉区東勝山二丁目6-27 022-779-5791 平成24年12月7日

68 三豊工業㈱ 仙台市泉区根白石字判在家西2 022-376-2383 平成25年2月18日

69 ㈱日幸商會 仙台市宮城野区新田東三丁目13-2 022-237-8077 平成25年3月13日

70 ㈲幸伸住設 仙台市若林区荒井字雨坪8-10 022-285-0720 平成25年6月24日

71 ㈱日和住設仙台支店 仙台市若林区伊在字東通46 022-390-1410 平成26年2月26日

72 ㈲三塚設備 仙台市宮城野区東仙台七丁目7-27 022-762-9893 平成26年3月17日

73 ㈱城南 仙台市青葉区みやぎ台二丁目1-1 022-394-4360 平成26年5月27日

74 都管理㈱ 仙台市若林区霞目二丁目20-39 022-781-0231 平成26年7月9日

75 ㈱北栄工業所 仙台市青葉区国見三丁目3-17 022-271-7259 平成26年9月16日

76 craft㈱ 仙台市宮城野区岩切字稲荷西95 022-255-2350 平成26年11月18日

77 ㈱big one 仙台市宮城野区新田四丁目24-13-203 022-385-5799 平成27年5月28日

78 ㈱髙橋設備 仙台市宮城野区鶴ケ谷字北畑7-3 022-342-1830 平成28年3月1日

79 ㈲明和設備工業 仙台市泉区七北田字大沢向原38 022-373-2245 平成28年8月1日

80 ㈲ゴトウ設備仙台支店 仙台市青葉区折立一丁目13-6-111 050-5806-3736 平成28年10月21日

81 ㈱イースマイル 仙台市宮城野区小田原1-2-5 0120-091-053 平成28年11月17日

82 ㈱羽根川設備工事 仙台市若林区卸町東三丁目3-10 022-287-5577 平成29年1月10日

83 ㈱タカオカ工業 仙台市青葉区中山六丁目14-22 022-279-2412 平成29年10月20日

84 ㈱興明設備 仙台市宮城野区白鳥二丁目28-19 022-258-2868 平成29年12月8日

85 ㈱東海商事 仙台市太白区四郎丸字田中30-31 022-242-2994 平成30年7月23日

86 ㈱若生設備工事 仙台市宮城野区蒲生南城道田49-2 022-786-1415 平成31年2月4日

87 イズミワークス 仙台市泉区泉ケ丘5丁目26-3 022-778-9122 令和2年9月1日

88 ㈲アオバ管工業 仙台市青葉区北根三丁目22-17 022-342-0238 令和2年9月18日

89 カクヤス設備事務所 仙台市宮城野区原町1丁目3-11 2F 022-352-0049 令和3年6月11日

90 ㈱エイト 仙台市青葉区みやぎ台2丁目16-8 022-765-3872 令和3年7月2日

91 ㈱オアシスソリューション東北支店 仙台市太白区富沢二丁目3-12 0120-95-1011 令和4年3月28日

92 ㈱向陽設備 石巻市茜平2丁目4-33 0225-93-1513 平成15年6月6日

93 ㈲タイキ 石巻市新栄1-12-8 0774-28-0555 平成29年11月6日

94 ㈱草富設備 大崎市古川新田字旭57-1 0229-36-1810 平成25年1月21日

95 ㈱古川設備工業 大崎市古川休塚字南田4 0229-28-1967 平成26年9月16日

96 ㈱昼八設備工業 栗原市築館字太田大西57 0228-21-1405 平成26年4月16日

97 ㈱タカヤ 柴田郡大河原町字南原町15-1 0224-52-3320 平成25年10月1日

98 ㈲高美住設 柴田郡柴田町船岡東二丁目1番8号 0224-55-1351 令和元年5月15日

99 ㈲伊藤設備工業 遠田郡美里町北浦字船入2-193 0229-32-3371 平成22年4月1日

100 ㈲ケー・イー・アイ 遠田郡美里町二郷字甚助二号60 0229-59-1680 平成26年10月9日

101 ㈱藤設備 富谷市成田七丁目30-3 022-346-6411 平成19年11月27日

102 ㈱誠設備 富谷市明石台一丁目9-11 022-739-7129 平成20年4月1日

103 ㈲髙橋設備 富谷市日吉台二丁目20-9 022-347-8609 平成27年6月29日



104 ㈲青木設備工業所 名取市小山一丁目4-7 022-384-1330 平成15年4月3日

105 ㈱豊円 富谷市成田五丁目16-6 022-725-2525 令和4年11月1日

106 ㈱アベ設備工業 名取市高舘吉田字東内舘46-2 022-738-8102 平成28年7月21日

107 ㈲エンジニアリングサトー 亘理郡亘理町字上町42 0223-34-1535 平成25年1月21日

108 ㈲トミヤテック 黒川郡大和町落合松坂字内蔵之助41番地 022-344-1750 令和4年9月16日


