
㈱永沢水道工業 三関字神田 ２３－２４４５ ㈲佐甚商店 摺沢字大森 ７５－２３２７

清水管工業㈱ 赤荻字桜町 ２５－３６６３ 金匠水道工事店 大原字中島 ７２－３１７１

大宝商事㈱ 赤荻字月町 ２５－３３４４ やまき菅原商店 鳥海字古戸前 ７４－２２１５

㈱アズマ住設 中里字南白幡 ２１－１５１５ ㈲岩渕興務店 大原字岩谷堂 ７２－２７１３

㈱スズキ設備 東地主町 ２１－３３５１ 後藤工建㈱ 摺沢字但馬崎 ７５－３５３５

㈱小野寺設備 山目字寺前 ２６－３８１１ 喜福水道 摺沢字新右ヱ門土手 ７５－３１７７

㈲千葉管業 山目字泥田 ２５－２０４３ 岩渕工業所 中川字川又 ７１－３０３０

サカイ工業㈱ 山目字館 ２５－６１１０ ㈲東陽建設 大原字有南田 ７２－２９８８

㈱森燃 真柴字中田 ２３－２０４４ 青柳建設㈱ 摺沢字荒屋敷 ７５－３１３７

㈱中島設備 舞川字中島 ２８－３９００ ㈱山友建設 大原字有南田 ７２－３１６７

㈲コンノ設備機器販売 樋渡 ２６－５７５５ ㈱加藤重機 大原字八幡館 ７２－３３１８

㈲伸誠設備工業 萩荘字下モ下釜 ２４－２７１０ 横田建設㈱ 大原字立町 ７２－２１７０

千葉設備 北豊隆 ２３－４４６７ 大東プロパン協業組合 大原字七切 ７２－２０３５

(名)岩佐商店 中央町一丁目 ２３－５０４６ 共同サービス 猿沢字町方 ７６－２６５５

菅原設備 関が丘 ２１－０７９６ ㈲佐藤建設 沖田字堀合 ７４－２１１３

㈲宮本燃料 山目町三丁目 ２３－２８３６ 菊池風呂店 大原字立町 ７２－２６５８

㈲イワサ工業 真柴字宇南田 ２１－４３８９ ㈱シンコーロードサービス 曽慶字岩間 ７２－２５９８

㈱奈良屋 山目字前田 ２３－５２２１

佐々木木工所 赤荻字清水 ２５－３５３６

㈲宮本プロパン 宮下町 ２３－３１４８

㈲丸和理化水工業 宮下町 ２３－５９０６

(同)奥洲屋燃料 山目字前田 ２３－２７１６

㈲鈴木組 赤荻字亀田 ２５－２６５５

㈱佐安商店 字相去 ２３－４３５２ ㈱橋本工務店 千厩字岩間 ５３－２１８５

サワダ工業 中里字沢田 ２１－０８８２ ㈱晃和工業一関支店 千厩字舘山 ５２－５３５４

㈱石川設備 滝沢字一ノ沢 ２１－４７７０ ㈱三ツ矢建設工業 千厩字北ノ沢 ５３－２６５９

叶　設備 樋渡 ３４－６６８１ ㈲センナン設備 千厩字町浦 ５３－３８５５

㈲いろは一関営業所 弥栄字下谷起 ４８－４５８１ ㈲三浦建設 小梨字落合 ５２－５１０１

エスワイ設備設計 滝沢字一ノ沢 ２６－８２２２ ㈲協栄工業 千厩字町 ５２－３３７７

千條設備 萩荘字脇田郷 ４８－４４４７ ㈲畑山建設 千厩字駒ノ沢 ５３－２６４３

松本工業(有) 山目字寺前 ２３－３４５５ ㈲タカラ住建 奥玉字萱刈場 ５６－２２０２

(株)平間燃料 八幡町 ２３－４８４８ 南西工業 千厩字久保田 ４８－５０８１

三共プロパン㈱ 山目字十二神 ２３－６１３０ カンリョウ(株) 千厩字構井田 ５３－２２３１

さとう工業 関が丘 ３４－６６０７ ｺｰﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 千厩字舘山 ５１－３０３９

エールホーム㈱ 狐禅寺字峰下 ７８－２５７２

(株)佐藤工務店 狐禅寺字舞台 ２１－４４１２

(株)千総建 石畑 ３４－６８８６

㈲千葉水道 長坂字西本町 ４７－２５７３

㈲小田沢水道 長坂字柴宿 ４７－３２８９

㈲近藤設備工業 涌津字道下 ８２－３４９８ ㈲三友設備 長坂字町 ４７－３２９５

鈴木水道 涌津字中町 ３６－１２２０ ㈲丸已建設 長坂字西本町 ４７－２４８０

㈱関建設 涌津字下吉田 ８２－４２４６ ㈲大和建設 長坂字町 ４７－２３０１

㈲武田水道 油島字日向平 ８２－４５８６ ㈱那須工業 長坂字西本町 ４７－２２２３

花泉電気商会 花泉字袋 ８２－２３１１ 南部鉄工建設㈲ 田河津字高金 ４７－４００７

㈱舞石組 花泉字下北浦 ８２－２３２３ ㈲和光建設 長坂字大田 ４７－２２３５

よろず設備 涌津字道下 ８２－４２２２ ㈱陸中鉱業 松川字滝ノ沢 ４７－３６５１

㈲両磐管工設備 花泉字上野沢 ８２－１２５８ 吉田電気水道 長坂字久保 ３４－４２２９

工藤工業㈱ 登米市中田町石森字中田 0220-23-8337

㈱関栄工業 涌津字境 ８２－４１２０

㈲モリネン花泉 金沢字内の目 ８２－２１３４

佐藤設備 涌津字松の坊 ８２－５３１５ 吉田水道 矢越字花立 ６４－３６２７

フジタ設備 老松字佐野屋敷 ８２－５５７０ ㈲佐藤建興 折壁字勢返 ６４－２６６５

㈲北斗建工 永井字杉山30-12 ３４－５９５９ 小山水道設備 折壁字絵図下 ６４－２２７８

らくらく設備 花泉字西郷ノ目 ８２－１２５５ ㈱岩辰 折壁字新舘前 ６４－３２１１

三浦設備 花泉字東鹿野 ４８－３９４７ ㈲小野寺建設 折壁字天神下 ６４－３４８４

小岩電器商会 花泉字東鹿野 ８２－４２７０ ㈱ミユキ土木 折壁字中里 ６４－２８２４

㈱小野寺住設 永井字西狼ノ沢 ８４－２２３５

小林設備 金沢字大沢田 ８２－４４０５

千　厩　支　所　地　域

東　山　支　所　地　域

室　根　支　所　地　域　

指定工事事業者（地域別）一覧表 令和4年10月1日現在
一　関　市　内　（　市　外　局　番　０　１　９　１　）

一　関　市　本　庁　地　域　 大　東　支　所　地　域

花　泉　支　所　地　域



㈲丸吉建設 門崎字岩畑 ４３－３３４２ 角石分店 保呂羽字宇道沢 ６３－３３１５

カワセツ 門崎字石蔵 ４３－３９１２ 皆川建築設計㈱ 藤沢字町裏 ６３－５２２３

㈲マルタ 門崎字岩畑 ４３－３３３５ 千葉産業ガス住設部 藤沢字狩野 ６３－２０５７

オノデラ管工 門崎字所萱 ３６－５１６５ ㈲古川鉄工所 藤沢字早道 ６３－２２６３

(資)笠松管工業 門崎字銚子 ４３－２０７０ ㈱フジテック岩手 藤沢字大母 ６３－３１９４

未歩設備 薄衣字大久保 ４３－３９５０ ㈱村上建築工業 黄海字町裏 ６３－５２７０
北海土木工業㈱一関（営） 薄衣字諏訪前 ４３－４００７ ㈱岩渕建設 黄海字箕ノ輪 ６３－５５６６

リフォーム磐井 砂子田字新城沢 ６３－２５２８

㈲菅田興業 保呂羽字大沢田 ６３－３９６２

㈲花立空調 西磐井郡平泉町平泉字花立 ４６－４０６１ ㈲ナンデモヤ商会 西磐井郡平泉町平泉字泉屋 ４６－４１１１

菅原水道 西磐井郡平泉町平泉字三日町 ４６－３０１４ ｴｰﾙｸﾘｴｲﾄ東北㈱ 西磐井郡平泉町平泉字塩沢 ４８－５９３３

鈴木住設 西磐井郡平泉町長島字竜ヶ坂 ４６－４６１８ みのる工業 西磐井郡平泉町平泉字志羅山 ４６－４３６０

㈲三浦屋本店 西磐井郡平泉町平泉字佐野 ４６－５０４７

県南設備工業㈱ 奥州市前沢字本杉 0197-56-4319 ㈱サンライフ 奥州市水沢字田小路 0197-51-2288

㈱ホソカワ 奥州市水沢姉体町字林前 0197-26-5159 ㈱クラシアン 盛岡市前九年二丁目 0120-500-500

村上住宅設備 奥州市胆沢小山字後大畑 0197-47-2004 千葉住設 大船渡市猪川西轆轤石 0192-26-0306

㈱ワールド設備機器 奥州市胆沢小山字峠 0197-47-1572 ㈲北山水道工業所 盛岡市三ツ割三丁目 019-661-1511

㈱今野商店 奥州市前沢字三日町 0197-56-3111 協栄電工㈱ 奥州市水沢姉体町字大内田前 0197-28-0555

㈱姫神設備工業 盛岡市上田字岩脇 019-661-8356 ㈱水道センター 奥州市胆沢南都田字林福野 0197-46-4756

㈱水沢工事センター 奥州市水沢佐倉河字前田 0197-24-4331 ㈲胆沢住宅設備 奥州市胆沢小山字舘 0197-47-2175

㈲広新電設工業 奥州市水沢字水山 0197-23-8711 北桜設備㈱ 北上市村崎野 0197-62-5222

㈱セントラル設備機器 奥州市水沢佐倉河字前田 0197-24-4026 ㈲昆組 紫波郡矢巾町大字高田 019-697-6058

㈱菊地建設 宮古市八木沢三丁目 0193-63-3871 ㈲中神工務店 北上市孫屋敷 0197-63-3611

アクアシステム 奥州市水沢真城字西舘 0197-51-6667 シャン・システム 奥州市水沢佐倉河字東大畑 0197-24-5210

電熱機器 奥州市水沢太日通 0197-23-8019 ㈱ユアホーム 胆沢郡金ヶ崎町西根谷来浦 0197-42-3845

佐野建設㈱ 奥州市江刺愛宕字前中野 0197-35-0811 藤原水道 奥州市水沢姉体町字石名坂 0197-26-4320

㈲大宮管工業 奥州市胆沢南都田 0197-46-2930 ㈲高橋設備 奥州市胆沢小山字小林 0197-47-2370

水沢ガス㈱ 奥州市水沢山崎町 0197-24-4150 (有)菊地水道 奥州市江刺愛宕字落合 0197-35-6745

㈱オイラー 奥州市水沢東大通り三丁目 0197-25-7315 (有)フジデン総設 北上市九年橋三丁目 0197-63-3626

内田工事㈱ 北上市孫屋敷 0197-64-7213 (株)まるも 北上市鍛冶町二丁目 0197-65-2231

及川設備工業㈱ 奥州市水沢佐倉河字前田 0197-25-7020 (株)地水 北上市口内町新町 0197-71-4300

㈱ムラスイ 陸前高田市米崎町字川内 0192-55-2412 (有)小野寺建設 奥州市前沢古城字川原前 0197-56-5311
ＥＣ南部コーポレーション㈱ 奥州市水沢佐倉河字慶徳 0197-22-2255 斉藤水道 奥州市水沢字堀ノ内 0197-22-7372

㈱アクアライフ 北上市二子町南田 0197-81-6900 ㈱高設 盛岡市上厨川字横長根 019-645-4286

㈲ササキ電気工事 陸前高田市小友町字宮崎 0192-56-2200 ㈱近藤設備 北上市流通センター 0197-62-5090

㈱丸政 奥州市水沢真城字幅下 0197-24-1307 (株)共和開発 奥州市衣川表 0197-52-3939

㈲東北クリエート 奥州市水沢佐倉河字竃神 0197-22-4442 共和設備工業(株) 奥州市水沢西上野町 0197-24-6156

㈱丸金工業 北上市柳原町一丁目 0197-64-7111 金野設備(株) 陸前高田市米崎町字和方 0192-54-4843

㈱県南設備 奥州市水沢工業団地二丁目 0197-24-1788 (有)ナカテック 盛岡市松園 019-664-6233

㈱初貝住設店 奥州市前沢字三日町 0197-56-5715 (有)アルファー住設 奥州市水沢真城字北上野 0197-22-6448

アクアサービス 奥州市水沢佐倉河字松堂 0197-23-5808 （株）鈴陶 遠野市中央通り 0198-62-2463

㈲鈴木工業 栗原市一迫字川口日影 0228-54-2740 ㈱小山のドクター 栗原市築館字下宮野館 0228-24-9620

㈱百足設備 登米市登米町寺池中町 0220-52-2138 菅原ガス・設備㈱ 栗原市志波姫伊豆野芝の脇前 0228-24-9031

㈲昼八設備工業 栗原市築館字太田大西 0228-21-1405 ㈱千葉設計 気仙沼市松崎高谷 0226-24-0065

㈱千葉設備 大崎市古川狐塚字天神浦 0229-28-1929 中島設備工業㈱ 加美郡加美町城生字城生東 0229-63-3020

㈱タカハシ住建 登米市迫町佐沼字中江一丁目 0220-22-3459 ㈱アンドー住設 気仙沼市田谷 0226-24-1570

㈲斉藤管工設備 登米市東和町錦織字小童子 0220-44-3172 ㈲ミズホ工業 栗原市若柳字川南堤通 0228-35-3633

㈱太平エンジニアリング 仙台市宮城野区榴岡三丁目 022-295-6366 ㈲ホーム工器 登米市東和町米川 0220-45-1717

㈲熊谷ポンプ商会 気仙沼市字長磯大窪 0226-27-2079 吉田兄弟設備 気仙沼市本吉町津谷松尾 0226-42-2522

㈲ヨシダホーム 気仙沼市字長磯牧通 0226-26-1311 ㈲ゴトウ設備 大阪府河内長野市清水 0721-60-2408

㈲三忠商店 気仙沼市本吉町馬籠町 0226-43-2226 橋本設備 登米市登米町大字日根牛浦小路 0220-52-3726

㈲岩渕水道設備 気仙沼市本吉町津谷長根 0226-42-3960 アストモスリテイリング(株) 東京都千代田区丸の内 0191-25-2525

㈱三協住設 気仙沼市内の脇一丁目 0226-22-6044 ㈱草富設備 大崎市古川新田字旭 0229-36-1810

旭電機 気仙沼市本吉町長根 0226-44-2543 ㈱アベ設備工業 名取市高舘吉田字東内舘 019-601-2861

㈱アクレフ 登米市南方町雷 0220ｰ58-2232 ㈲三雄商会 気仙沼市東新城三丁目 0226-23-7626

㈱澤井製作所 気仙沼市東新城一丁目 0226-22-1031 ㈱日新クリエーション 登米市迫町佐沼字萩洗一丁目 0220-23-9101
リビングコンサルタントてど 亘理郡亘理町字上茨田 0223-34-3568 Ｇ・Ｆ設備工事 大崎市古川米倉字中田 0229-25-8008

㈲金成ホームサービス 栗原市金成有壁新町 0228-44-2780 ㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀 082-502-6644

㈲拓信工業 登米市米山町中津山字土地込 0220-55-1277 工藤建設（株） 登米市登米町寺池目子待井 0220-52-3301

㈲ハヤカワ設備 栗原市栗駒岩ヶ崎新土川 0228-45-5501 敬愛工業 栗原市若柳有賀字倉沢 0228-32-5819

ミライフ東日本(株) 仙台市青葉区国分町三丁目 0191-33-2121

一　関　市　外　両　磐　地　域　（　市　外　局　番　０　１　９　１　）

一　関　市　外　県　内　地　域

一　関　市　外　県　外　地　域

川　崎　支　所　地　域 藤  沢　支　所　地　域


