
釜石市指定給水装置工事事業者名簿 （平成30年4月1日現在/50音順）

地区 会社名等 所在地 電話番号

市内 ㈱青紀土木 釜石市大字平田3ｰ17ｰ4 36ｰ1611

市内 アタック 釜石市中妻町3丁目2-10 23-9177

市内 ㈲荒井電気商会 釜石市只越町3丁目4番13号 22-5247

市内 ㈲石川住宅設備 釜石市小川町4丁目3番28号 23-3643

市内 ㈲一信工業 釜石市甲子町第15地割1番地40 23-7540

市内 ㈱エイゼン建工 釜石市大字平田第6地割3番地2 26-5941

市内 エステック　小笠原聖一 釜石市上中島町4-7-14上中島ハイツ2F 090-4882-7034

市内 ㈲エテルナ 釜石市大字平田第5地割84番地5 55-6577

市内 ㈲及川興建 釜石市甲子町第3地割39-7 23-1616

市内 ㈱小澤組 釜石市松原町3丁目10番22号 22-2541

市内 ㈲勝又設備 釜石市野田町2丁目8番13号 23-3229

市内 釜石ガス工事㈱ 釜石市松原町3丁目1番19号 22-5907

市内 ㈲ケイ工業 釜石市鵜住居町第5地割8番地1 28-4126

市内 ㈲佐藤設備 釜石市定内町1丁目14番4号 23-8107

市内 ㈱鈴陶釜石支店 釜石市甲子町第9地割263番地23 23-6903

市内 ㈱武山建設 釜石市唐丹町字川目2-2 55-3036

市内 ㈱東北水道工事 釜石市大字平田第2地割20番地1 26-7311

市内 ㈱都南建設釜石支店 釜石市千鳥町2丁目1番5号 25-2135

市内 ㈲日管水道 釜石市小川町3丁目3番32号 23-0316

市内
日鉄住金テックスエンジ㈱建設
事業部釜石建設センター

釜石市鈴子町23番15号 0193-23-5411

市内 ㈱白山 釜石市嬉石町1丁目4番9号 0193-55-6889

市内 ㈲花崎産業 釜石市定内町3丁目2番31号 23-2100

市内 濱口設備（濱口聡） 釜石市大字平田第2地割25番地120 26-5625

市内 北光水道土木㈱ 釜石市片岸町第9地割41番地1 28-3036

市内 松村工業㈱ 釜石市中妻町2丁目4番7号 23-1888

市内 ㈲マルハ建設 釜石市鵜住居町第5地割32番地1 28-4053

市内 三浦設備㈱ 釜石市大字平田第2地割64番地8 26-5641

市内 村松設備工業㈱ 釜石市松原町1丁目5番10号 24-2425

市内 山崎建設㈱ 釜石市港町2丁目5番5号 22-3089

市内 ㈲山繁水道 釜石市鵜住居町第8地割36番地1 28-2622

市内 ㈱山元 釜石市只越町2丁目6番20号 22-1805



地区 会社名等 所在地 電話番号

市内 リフォームショップランナー
釜石市鵜住居町第10地割30番地1鵜住居町神ノ沢地区
第2仮設企業団地B棟102

0193-55-6262

市外 アクア工業㈱ 盛岡市西青山二丁目18番1号 019-647-2775

市外
アクアサービス
代　表　高　橋　　寛

奥州市水沢区佐倉河字松堂82-1 0197-23-5808

市外 アクア設備㈱ 八戸市沼館1丁目2番12号 0178-72-1500

市外 ㈲アクアテックシステム 遠野市大工町6番9号 0198-62-8955

市外 ㈱アドバンス・テック 大船渡市日頃市町字坂本沢112-3 0192-22-8810

市外 ㈲荒屋タイル 上閉伊郡大槌町本町7番17 0193-42-6866

市外 ㈲池田水道 宮古市八木沢第7地割字ﾗﾝﾄの沢56の1 0193-62-7016

市外 泉商事㈱ 遠野市早瀬町4丁目8番25号 0198-62-2077

市外 ㈱伊藤住宅設備 宮古市上鼻2丁目1番17号 0193-62-4112

市外 内田工事㈱ 北上市孫屋敷13番11号 0197-64-7213

市外 ㈲エイワ工業 上閉伊郡大槌町須賀町3-18 0193-42-2611

市外 ㈲エコシステム 盛岡市緑が丘4丁目1番63号 2F 019-663-8663

市外 ＳＫＣ水道設備 上閉伊郡大槌町赤浜1丁目1番1号 090-8254-9108

市外 小笠原設備工業㈱ 遠野市松崎町光興寺2-61-85 0198-60-3636

市外 ㈱オカダ 北海道札幌市北区新琴似6条16丁目4番15号 011-761-3668

市外 ㈱小澤設備 盛岡市東松園1丁目1-8 019-601-9720

市外 角登設備㈲ 岩手県宮古市崎鍬ケ崎4-23 0193-64-0011

市外 花南水道土木㈱ 花巻市下根子352番地 0198-22-3988

市外 ㈱菊地建設 宮古市八木沢三丁目11番5号 0193-63-3871

市外 ㈲菊池設備 遠野市青笹町中沢第2地割31番地 0198-62-8356

市外 ㈲北山水道設備 盛岡市三ツ割3丁目2番20号 019-661-1511

市外 共立設備工業㈱ 弘前市大字扇町2丁目4番地1 0172-28-3456

市外 日下真寿 滝沢市湯舟沢222-637 019-681-6181

市外 ㈱クラシアン 盛岡市前九年2丁目6番10号 ｻﾝﾗｲｽﾞsasaki 1階 019-645-8711

市外 ㈱K設備 宮古市金浜第2地割2-8 0193-63-1308

市外 ㈱越田工業 下閉伊郡山田町織笠第22地割55番地 0193-82-0494

市外 ㈲小田嶋設備工業 花巻市石鳥谷町上口2-1-6 0198-45-5583

市外 ㈲ゴトウ設備 仙台市青葉区折立1-13-6-111 050-5806-3736

市外 ㈲昆組 紫波郡矢巾町大字高田第4地割17番地4 019-697-6058

市外 ㈱近藤設備 和賀郡西和賀町沢内字猿橋33地割50 0197-85-2577

市外 ㈲斎藤設備 下閉伊郡山田町豊間根第3地割285番地 0193-86-3373



地区 会社名等 所在地 電話番号

市外 ㈱栄組 遠野市上郷町板沢9-19-1 0198-65-3032

市外 ㈱佐賀建設 花巻市石鳥谷町南寺林5の297 0198-26-3800

市外 ㈱盛水道電業社 大船渡市盛町字宇津野沢3番地3 0192-27-2138

市外 ㈲ササキ電気工事 陸前高田市小友町字宮崎31-1 0192-56-2200

市外 ㈲佐藤水道工業所 大船渡市大船渡町字下船渡10番地14 0192-26-3213

市外 サトー設備　佐藤弘幸 下閉伊郡山田町山田19-129 0193-82-0126

市外 ㈲佐野屋水道土木 上閉伊郡大槌町小鎚第21地割145番地 0193-42-5580

市外 三陽テクノサービス㈲ 十和田市大字三本木字稲吉15番地130 0176-25-1826

市外 ㈲三和水道工事店 大船渡市大船渡町字永沢19番地5 0192-27-0813

市外 Ｊ・ウォーター㈱ 盛岡市上堂三丁目13番53号 019-646-9511

市外 篠澤管工業㈲ 下閉伊郡山田町船越第10地割33番地1 0193-84-3644

市外 ㈱神道設備 宮古市長町1-6-16 0193-77-4067

市外 ㈱水工社 湯沢市西愛宕町11番18号 0183-72-1193

市外 鈴木設備 下閉伊郡山田町大沢第9地割26番地1 0193-82-3462

市外 ㈱成翊光産業 大船渡市大船渡町字富沢6番地1 0192-27-1121

市外 ソークテクノ㈱ 盛岡市下飯岡14地割99番地11 019-614-2511

市外 大安環境㈲ 上閉伊郡大槌町安渡三丁目10番1号 0193-42-2263

市外 ㈱高設 盛岡市上厨川字横長根10 019-645-4286

市外 ㈱髙橋設備 仙台市宮城野区鶴ケ谷字北畑7-3 022-342-1830

市外 ㈱立石工務店 遠野市早瀬町2丁目7番31号 0198-63-1731

市外 千葉住設（千葉光雄） 大船渡市猪川町字ろくろ石5番地6 0192-26-0306

市外 ㈲東環 大船渡市大船渡町字赤沢19番地1 0192-27-7347

市外 中村光高 上閉伊郡大槌町大槌第12地割13番地5 0193-42-3329

市外 ㈱日水設備工業 青森市中佃3丁目5番8号 017-742-6614

市外 ㈲浜名設備 盛岡市上堂三丁目10番31号 019-641-0251

市外 ㈱平山工業所 遠野市松崎町白岩字地森64番地2 0198-62-2541

市外 ㈱藤原組 上閉伊郡大槌町小槌第11地割76番地 0193-45-2026

市外 松村建設㈱ 上閉伊郡大槌町大槌第22地割字下野216番地 0193-42-3640

市外 ㈲丸新工業 大船渡市大船渡町字永沢19番地5 0192-21-3386

市外 ㈲丸水工業 岩手郡雫石町名子242番地2 019-692-5456

市外 まるたつ㈱ 大船渡市猪川町字善蔵敷133番地14 0192-27-6679

市外 まるふく建設㈲ 男鹿市船川港女川字鵜ﾉ崎7番地24 0185-27-2620



地区 会社名等 所在地 電話番号

市外 ㈱丸政 奥州市水沢区真城字幅下11番地の1 0197-24-1307

市外 ㈱まるも 北上市鍛冶町2丁目14番12号 0197-65-2231

市外 ㈱溝淵建設 北海道札幌市北区西茨戸5条1丁目2番17号 011-774-2754

市外 ㈱ムラスイ 陸前高田市米崎町字川内178番地2 0192-55-2412

市外 ㈲最上商店 下閉伊郡山田町豊間根第3地割33番 0193-86-2622

市外 ㈲盛合水道工業所 宮古市津軽石7-63-2 0193-67-3539

市外 ㈲八幡組 上閉伊郡大槌町小槌第3地割14番地 0193-42-8600

市外 山陰設備㈱ 上閉伊郡大槌町大槌16-20-54 090-2995-7428

市外 山口建設 上閉伊郡大槌町大槌15-1-3 0193-42-6005

市外 ㈲山舘設備工事 宮古市津軽石14-38-4 0193-67-2888

市外 ㈲山巳建設 上閉伊郡大槌町栄町14-8 0193-42-2296

市外 ㈱ユアホーム 胆沢郡金ヶ崎町西根谷来浦53-1 0197-42-3845

市外 ㈱よつばテクノ 盛岡市上堂三丁目6番28号 019-646-5110

市外 ライフ工業㈱ 大船渡市猪川町字久名畑98-3 0192-27-3148

市外 リビングコンサルタントてど 亘理郡亘理町字上茨田140-2 0223-34-3568

市外 菱和設備㈱ 盛岡市東安庭三2丁目7番20号 019-654-2602

市外 ㈱ワールド設備機器 奥州市胆沢区小山字峠27-1 0197-47-1572


