
登録番号 業　　者　　名 所　在　地

第　　３ 号 有限会社　山家設備興業 蔵王町 0224 32-2933

第　１０ 号 株式会社　武田工務店 蔵王町 0224 32-2162

第　１４ 号 高良水道工事店 蔵王町 0224 33-2711

第　１７ 号 有限会社　佐藤設備工業 蔵王町 0224 32-3460

第　１９ 号 有限会社　熊坂設備 蔵王町 0224 26-9590

第　２３ 号 高橋設備 蔵王町 0224 33-4160

第　５５ 号 有限会社　松崎建設 蔵王町 0224 33-2703

第　５９ 号 有限会社　島蔵 蔵王町 0224 33-2937

第　８６ 号 株式会社　上　伸 蔵王町 0224 32-3970

第　９２ 号 長嶋設備 蔵王町 0224 32-2614

第　９４ 号 大沼建築店 蔵王町 0224 33-3747

第　１２ 号 株式会社　エコー設備工業 白石市 0224 26-3939

第　２７ 号 株式会社　白石モーター 白石市 0224 25-8511

第　２９ 号 有限会社　島貫住設 白石市 0224 26-3280

第　３０ 号 有限会社　佐藤設備工業 白石市 0224 25-1665

第　４９ 号 上西産業　株式会社 白石市 0224 26-2121

第　７２ 号 伸栄設備 白石市 0224 25-2462

第　７３ 号 株式会社　シマヌキ建工 白石市 0224 25-1888

第　８５ 号 株式会社　エニック 白石市 0224 25-6711

第　９７ 号 和建設　株式会社 白石市 0224 28-2848

第　９９ 号 株式会社　白高商事 白石市 0224 26-9621

第　５０ 号 株式会社　ワカキ 角田市 0224 62-3217

第　６０ 号 有限会社　角田安全ガス 角田市 0224 62-1143

第　８９ 号 株式会社　ホシナ 角田市 0224 63-1448

第　１６ 号 株式会社　白石ハウビング 柴田町 0224 55-1457

第　４３ 号 株式会社　登勇管工設備 柴田町 0224 55-3731

第　５１ 号 有限会社　高美住設 柴田町 0224 55-1351

第　６１ 号 有限会社　永山設備工業 柴田町 0224 54-3165

第　３１ 号 有限会社　岡田電器商会 川崎町 0224 84-2078

第　３３ 号 有限会社　鈴木設備工業所 川崎町 0224 84-4140

第　　７ 号 有限会社　川内住器設備 村田町 0224 83-2248

第　　８ 号 村上設備店 村田町 0224 83-3265

第　３２ 号 有限会社　迫住工 村田町 0224 83-3005

第　４１ 号 有限会社　サトウ配管 村田町 0224 83-2605

第　４５ 号 高橋設備工業 村田町 0224 83-2503

第　４２ 号 株式会社　さくら設備 大河原町 0224 53-2510

第　６２ 号 いこい住設　株式会社 大河原町 0224 52-2161

第　８２ 号 株式会社　タカヤ 大河原町 0224 52-3320

第　６７ 号 有限会社　小野商店 丸森町 0224 79-2543

蔵王町指定給水装置工事事業者名簿 令和３年９月３０日現在

電　話　番　号



登録番号 業　　者　　名 所　在　地

蔵王町指定給水装置工事事業者名簿 令和３年９月３０日現在

電　話　番　号

第　３８ 号 株式会社   嶺利設備工業所 岩沼市 0223 22-1451

第　７６ 号 有限会社　森久設備 岩沼市 0223 22-0450

第　４８ 号 鹿又工業　株式会社 名取市 0223 82-0216

第　６８ 号 株式会社　いこい住設 名取市 0223 82-2717

第　７４ 号 有限会社　引地設備工業 名取市 0223 85-0737

第　７８ 号 有限会社　青木設備工業所 名取市 0223 84-1330

第　８３ 号 株式会社　門脇総合設備 亘理町 0223 34-7775

第　８８ 号 リビングコンサルタントてど 亘理町 0223 34-3568

第　９１ 号 スイートホームてど 亘理町 0223 34-5430

第 １００号 株式会社　宍戸工業所 亘理町 0223 34-1722

第　７１ 号 有限会社　加新住設 多賀城市 022 365-8623

第　７９ 号 有限会社　マサエ興業 仙台市青葉区 022 397-3060

第　８４ 号 株式会社　クラシアン仙台支社 仙台市青葉区 022 279-2581

第　３５ 号 株式会社　平設備興業 仙台市宮城野区 022 766-9177

第 １０１号 株式会社　高橋設備 仙台市宮城野区 022 342-1830

第　４６ 号 高橋設備　株式会社 仙台市太白区 022 242-5990

第　６４ 号 株式会社　多賀工業所 仙台市太白区 022 245-1062

第　７７ 号 サケン工業　株式会社 仙台市太白区 022 249-6696

第　９０ 号 ㈱オアシスソリューション 東北支店 仙台市太白区 022 304-5625

第　９３ 号 株式会社　三成工研 仙台市太白区 022 242-4435

第　９８ 号 株式会社　青木設備 仙台市若林区 022 289-6559

第　２４ 号 有限会社　新梁設備技工 福島県伊達市 024 577-7631

第　５８ 号 協和産業　株式会社 福島県伊達市 024 577-3254

第　８１ 号 株式会社　丸祐建設 福島県伊達市 024 572-2011

第　９５ 号 株式会社　五百川屋商事 山形県西村山郡西川町 023 774-2142

第　９６ 号 株式会社 　イースマイル 大阪府大阪市 067 739-2525


