【下水道関係】 山 元 町 公 認 排 水 設 備 等 工 事 業 者 名 簿 ①
平成２９年４月１４日 現在

指定番号

事業者の名称

電 話

事業者の所在地

1

㈲阿部ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ

山元町浅生原字作田山2番地の44

（０２２３） ３７-３４６９

2

㈲伊藤設備工業所

山元町山寺字石田22

（０２２３） ３７-２１０８

4

木村工事㈱

山元町高瀬字竹の内原16番地

（０２２３） ３７-２８５３

5

㈱クリワダ

山元町小平字南63番地の9

（０２２３） ３７-００１３

6

野村建設㈱

山元町坂元字町6

（０２２３） ３８-０５９１

9

三宅建設㈱

山元町真庭字南権現１１４

（０２２３） ３８-０４８０

12

㈱ヤマムラ

山元町坂元字西田51

（０２２３） ３８-０１５０

13

㈲針生設備工業

山元町山寺字谷原９２番地１

（０２２３） ３７-２４５２

14

㈲安田工務店

山元町山寺字西頭無43-46

（０２２３） ３７-０１４７

16

㈲佐藤設備

山元町山寺字西牛橋41番地の95

（０２２３） ３７-４１６５

17

㈲小野商店

伊具郡丸森町大内字上田辺54番地

（０２２４） ７９-２５４３

18

㈱嶺利設備工業所

亘理町逢隈中泉字上谷地252の4

（０２２３） ３４-３７９８

19

㈱コムロ

亘理町逢隈田沢字神明172

（０２２３） ３４-８０２７

20

㈱斉藤管工

角田市島田字稲場前46番地

（０２２４） ６２-１５０６

21

㈱宍戸工業所

亘理町逢隈田沢字遠原25番地の4

（０２２３） ３４-１７２２

22

㈱マルミ設備

仙台市青葉区落合三丁目13番10号

（０２２） ３９２-３２３４

23

㈱斎直商店

角田市角田字中島下301番地

（０２２４） ６２-１２３８

24

㈲エンジニアリングサトー

亘理町字上町42番地

（０２２３） ３４-１５３５

26

㈲青木設備工業所

名取市小山一丁目4番7号

（０２２） ３８４-１３３０

28

㈱白石ハウビング

柴田町船岡中央二丁目4-49

（０２２４） ５５-１４５７

30

㈱ワカキ

角田市角田字幸町3番地

（０２２４） ６２-３２１７

31

㈲加新住設

多賀城市浮島字高原110番地の2

（０２２） ３６５-８６２３

32

㈲エス・ジェイ・メンテナンス

角田市角田字野田前34番地1

（０２２４） ６３-５１２６

35

ホシナ住設㈱

角田市梶賀字東245-1

（０２２４） ６３-１４４８

36

㈱平設備興業

仙台市若林区上飯田二丁目29番40号

（０２２） ２８９-３３０５

37

高橋設備㈱

仙台市太白区袋原字六丁目20番17号

（０２２） ２４２-５９９０

38

㈲引地設備工業

名取市小塚原字鍋島103番地

（０２２） ３８５-０７３７

40

㈲角田安全ガス

角田市角田字町282番地

（０２２４） ６２-１１４３

41

㈲森久設備

岩沼市末広1丁目６番３号

（０２２３） ２２-０４５０

42

興信管工㈱

亘理町吉田字内浦40番地1

（０２２３） ３６-３２１１

43

㈱いこい住設

名取市飯野坂一丁目3番47号

（０２２） ３８２-２７１７

45

本田設備

角田市藤田字峠53番地7号

（０２２４） ６２-０４６８

47

㈱名取総合サービスセンター

名取市増田字袋4番地

（０２２） ３８４-３００２

48

嶋田設備

山元町高瀬字笠野14番地

（０２２３） ３７-０８０８

50

㈲門脇総合設備

亘理町逢隈高屋字倉東６９－３

（０２２３） ３４-７７７５

は山元町内業者です

注：この名簿以外の業者は接続工事をすることができません。

【下水道関係】 山 元 町 公 認 排 水 設 備 等 工 事 業 者 名 簿②
平成２９年４月１４日 現在

51

㈲タカヤ

大河原町字南原町１５－１

（０２２４） ５２-３３２０

53

船山設備

仙台市青葉区向田22番地１号

（０２２） ３９４-３６３２

54

㈲高美住設

柴田町船岡東二丁目1番8号

（０２２４） ５５-１３５１

55

㈲鈴木設備工業所

柴田郡川崎町大字前川字中町22番地3

（０２２４） ８４-４１４０

56

㈱松村工業所

山元町坂元字道合37番地

（０２２３） ３８-０５５８

57

木村設備工業㈱

亘理町荒浜字星５１番地

（０２２３） ３５-２４５７

58

㈲丸子設備工業

角田市梶賀字東北16-1

（０２２４） ６３-２４０２

59

協業組合 ケンナン

名取市下増田字北原東153-3

（０２２）３８４－５６９７

60

㈲斎藤設備工業

宮城県仙台市泉区市名坂字東裏６３番

（０２２）３７２－３５９６

61

㈱藤設備

富谷町成田7-22-10

（０２２）３５１－５８１５

62

㈲正友設備

仙台市若林区六町の目元町14－15

（０２２）２９０－６６３６

63

㈱さくら設備

柴田郡大河原町字東442－3

（０２２４）６２－４５１９

64

㈲高橋設備

角田市角田字扇町11－20

（０２２４）６２－４５１９

65

㈱三成工研

仙台市太白区中田町字後河原24－3

（０２２）２４２－７４３５

66

阿部春建設㈱

亘理町字東郷209‐5

（０２２３）３４－３７２１

67

㈱横淵建設

札幌市北区西茨戸5条1丁目2番17号

（０１１）７７４－２７５４

68

㈲及川水道工業所

岩沼市藤浪一丁目3番7号

（０２３３）２２－４５０７

69

㈱アベ設備工業

名取市高舘吉田字東内舘46－2

（０２２）７３８－８１０２

70

㈲ひばり住設

福島県南相馬市原町区大木戸字松島301‐16

（０２４４）２２－８４１６

71

㈱登勇管工設備

柴田郡柴田町大字下名生字上納202

（０２２４）５５－３７２１

72

㈱サンユウ

仙台市青葉区折立1丁目14－３

（０２２）７９７－６４２０

73

㈱big one

宮城野区新田4丁目24－13－203

（０１２０）９１６－１７２

74

㈱大湧工業

名取市増田九丁目4－3

（０２２）３８４－５０１６

75

㈲丸安設備工業

仙台市太白区山田北前町4番6号

（０２２）４８４－５４５７

76

㈲シンコウ設備工業

岩沼市中央一丁目4番19号

（０２２３）２４－０４３１

77

㈲福島エル・シィ・サービス 角田市藤田字竹ノ内22番地の１

（０２２４）６３－５７７９

78

㈱白石モーター

白石市字中町30番地

（０２２４）２５－８５１１

79

㈲幸伸住設

仙台市若林区南小泉3丁目6－8－A103

（０２２）２８５－０７２０

80

㈲明和設備工業

仙台市泉区七北田字大沢向原３８

（０２２）３７３－２２４５

81

㈱アクアテック

仙台市若林区荒井字大場伝41－7

（０２２）７６２－８６３２

82

共同工業㈲

仙台市若林区遠見塚3丁目4番11号

（０２２）２８６－２３２８

83

㈲広川工業宮城支店

仙台市太白区袋原三丁目7番75号

（０２２）２４２－５２１７

84

鹿又工業㈱

名取市箱塚1丁目1－4

（０２２）３８２－０２１６

85

㈱トーヨー建設

福島県相馬郡新地町谷内小屋字上ノ台５２－２

（０２４４）３６－７０３０

86

株式会社ケイテック

仙台市泉区向陽台３丁目１８－８

（０２２）２１８－０９６１

87

有限会社 髙大工業

仙台市宮城野区岩切字今市東９３

（０２２）３９６－３５７０

88

宮城ウォーターサービス

名取市愛島笠島字野田１１－１

（０２２）３８２－０８８０

89

有限会社 常楽設備

仙台市若林区霞目字谷風２－５

（０２２）７８１－２５５３

90

株式会社 髙橋設備

仙台市宮城野区鶴ヶ谷字北畑７－３

（０２２）３４２－１８３０

91

株式会社 東海商事

仙台市太白区四郎丸字田中３０-３１

（０２２）２４２－２９９４

92

株式会社 羽根川設備工事 仙台市若林区卸町東三丁目３番１０号

（０２２）２８７－５５７７

は山元町内業者です

注：この名簿以外の業者は接続工事をすることができません。

