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平成２７年１月２２日現在
電話番号

江口設備工業

南陽市宮内1232番地の8

0238-47-5631

有限会社 木村水道設備

南陽市宮内2448

0238-47-2120

尾形興業 有限会社

南陽市宮内2992番地の11

0238-47-2537

坂本住設

南陽市宮内3275番地の4

0238-59-5095

株式会社 狩野設備工業

南陽市宮内4552番地の1

0238-47-7134

三浦建設工業 株式会社

南陽市宮内3187

0238-47-3832

有限会社 マツダ

南陽市池黒1413番地の2

0238-47-2547

有限会社 川井設備工業

南陽市池黒593番地の2

0238-47-2512

浅野興業 有限会社

南陽市池黒804番地の6

0238-47-5078

丸山設備

南陽市漆山1303番地の17

0238-47-5719

アクアクリーン山形

南陽市漆山2151

0238-47-5912

有限会社 オオタケ

南陽市漆山991番地の1

0238-45-2053

南陽市竹原22番地の1

0238-59-0001

安達工業

南陽市椚塚145番地

0238-50-1285

山田設備

南陽市椚塚169番地の4

0238-43-4355

有限会社 ゴトウデンキ

南陽市赤湯798番地の1

0238-43-2275

寒河江鉄工所

南陽市三間通126番地

0238-43-3109

山口デンキ

南陽市三間通148番地の2

0238-43-3441

置賜ツバメ石油 株式会社

南陽市三間通25番地4

0238-43-2560

株式会社 冷凍技術工業所

南陽市三間通383番地の1

0238-43-5211

赤湯プロパン 株式会社

南陽市三間通6番地の2

0238-43-2464

株式会社 ヤマニ商店

南陽市郡山1059番地の9

0238-43-2050

有限会社 戸田屋商店

南陽市郡山1059番地の39

0238-40-2171

ヤブタ住設

南陽市郡山1206番地の14

0238-43-7168

高橋設備

南陽市郡山124番地の10

0238-43-6526

有限会社 伍丈住設

南陽市鍋田1031番地の7

0238-43-3266

有限会社 鈴木設備工業

南陽市関根233番地の1

0238-43-5217

有限会社 大和設備工業

南陽市関根408番地の1

0238-40-2807

株式会社 田斎建設

南陽市蒲生田748

0238-47-4037

有限会社 水家

南陽市若狭郷屋726番地の2

0238-43-7250

太陽設備工業

南陽市萩生田1321

0238-43-2433

斎藤建設 株式会社
株式会社 喜助
株式会社 梅津設備工業所
株式会社 タイラ設備
ユーケン工業 株式会社
飯鉢工業 株式会社
有限会社 ビット
第一建設 株式会社
有限会社 鈴木タイル設備工業
安達設備工業 株式会社
株式会社 遠藤設備
株式会社 高橋設備
有限会社 大信建設工業
フタバ設備置賜土木㈱
垂石
住器サービス佐藤
株式会社 金子建設
有限会社 県南設備工業
有限会社 市川製作所
有限会社 二瓶設備
桑島管工事店
株式会社 ハギウダ
荒井金物企業組合
有限会社 安部設備
アサヒライフライン 有限会社
カイヤ住設

南陽市萩生田957番地の8
長井市屋城町4-45
長井市館町南10-55
長井市台町6-22
長井市時庭1903-1
長井市九野本1052
長井市九野本1151-1
長井市九野本2276-1
長井市中道二丁目6番7号
長井市寺泉2847
長井市寺泉5779番地1
長井市五十川 1042-3
長井市成田823-6
長井市緑町9-72
長井市舟場19-29
東置賜郡高畠町大字上和田2230
東置賜郡高畠町上和田2850-12
東置賜郡高畠町相森140-2
東置賜郡高畠町一本柳1478-2
東置賜郡高畠町高畠1351-6
東置賜郡高畠町高畠2605-82
東置賜郡高畠町高畠422-5
東置賜郡高畠町夏茂204-1
東置賜郡高畠町山崎265-7
東置賜郡高畠町福沢1031-2
東置賜郡高畠町上平柳21

0238-43-3058
0238-84-1637
0238-84-1854
0238-84-4123
0238-88-3644
0238-84-1488
0238-84-7328
0238-84-1003
0238-84-4321
0238-84-2797
0238-88-3211
0238-84-2294
0238-84-1826
0238-84-3032
0238-84-2316
0238-56-2186
0238-56-2195
0238-52-1093
0238-52-2053
0238-52-3549
0238-52-2515
0238-52-3485
0238-57-3170
0238-57-2069
0238-57-5339
0238-57-2686

梨郷 株式会社 ダイニ

南
陽
市

住所

指定給水装置工事事業者一覧
業者名

川西町

白鷹町
飯豊町

米沢市

上山市

山形市

中山町
天童市
寒河江市
東根市

生井設備
株式会社 殖産工務所
有限会社 銅屋
株式会社 藤倉設備
島貫設備
ﾄｰﾀﾙｼｽﾃﾑアクエアー
白鷹配管工業
株式会社 佐藤管工業
株式会社 齋藤住設工業
有限会社 ウエマツ
株式会社 シグマ
株式会社 新光住設産業
富士ガス販売 株式会社
情野冷熱機工株式会社
光設備工業 株式会社
株式会社 日建設備
有限会社 佐藤設備工業
三和衛生工業
有限会社 遠藤配管工業
有限会社 丸俊協同設備
六興整熱工業 株式会社
株式会社 加藤設備工業
有限会社 中央冷熱工業
東亜熱研工業 株式会社
株式会社 和美屋
有限会社 白井総業
宇井設備
有限会社 アイ・ケイ設備
有限会社 高橋工務店
有限会社 ヨシダ設備
吉田工業 株式会社
有限会社 大木水道設備
株式会社 町田工務所
有限会社 船越設備工業
株式会社 昭和設備
東洋設備工業 株式会社
株式会社 クラシアン
株式会社 山形企業
菱建工業 株式会社
株式会社 深瀬工業所
有限会社 平泉設備工業
有限会社 内陸協栄設備
山形総建有限会社
株式会社 山形銅鉄設備工業
株式会社 山形設備
守成工業 株式会社
株式会社 出羽工務所
株式会社 早 電 舎
富樫管工建設 株式会社
有限会社 原田住宅設備
有限会社 新栄水道工事店
サラヤ 株式会社
株式会社 齋藤管工業
株式会社 フカセ

住所
東置賜郡川西町西大塚4037
東置賜郡川西町上小松988-1
東置賜郡川西町上小松3503番地
東置賜郡川西町黒川325-1
東置賜郡川西町小松386-1
東置賜郡川西町高山2328
西置賜郡白鷹町鮎貝1244-1
西置賜郡飯豊町大字萩生615番地
米沢市中田町1980
米沢市中田町1034番地
米沢市中田町1404-26
米沢市中田町1825-5
米沢市中田町1977番地
米沢市大字花沢371-8
米沢市下花沢3-8-43-3
米沢市大町5-5-10
米沢市大町四丁目1番5号
米沢市城南1-7-48
米沢市中央四丁目10番12号
米沢市徳町4-5
米沢市遠山町606番地
米沢市簗沢2939-2
米沢市川井2852番地の2
米沢市万世町堂森707-3
米沢市万世町牛森4256
米沢市万世町桑山4645
米沢市三沢26114番地の1
米沢市大字笹野4685-2
米沢市口田沢８２２番地の６
上山市金生西3-4-21
上山市八日町3-23
上山市矢来4-7-28
上山市宮脇字八幡下３９３番地の７
上山市三本松2104
上山市三本松56-6
山形市砂塚6-1
山形市穂積104-7
山形市小白川町3-5-6
山形市本町2-1-23
山形市印役町5-3-81
山形市天神町2023
山形市天神町2049番地
山形市馬見ケ崎1-8-21
山形市西田1-3-24
山形市城西町4-12-22
山形市飯塚町544
山形市内表35番地
山形市南栄町一丁目8番35号
東村山郡中山町大字長崎7852-55
東村山郡中山町大字長崎字新町247-1
天童市乱川3丁目9番29号
寒河江市本楯3-150-1
東根市大字若木字七窪5555の8
東根市神町西3-4-59

平成２７年１月２２日現在
電話番号
0238-42-5252
0238-42-3500
0238-46-2332
0238-42-3366
0238-42-3013
0238-42-4754
0238-87-2131
0238-72-2191
0238-37-3188
0238-37-4328
0238-37-6133
0238-37-2285
0238-21-4411
0238-22-7070
0238-21-3993
0238-21-4300
0238-21-3574
0238-22-2562
0238-23-6424
0238-22-1710
0238-21-4575
0238-32-2803
0238-28-4605
0238-28-2411
0238-28-3379
0238-28-5023
0238-24-8256
0238-38-2405
0238-31-2291
023-677-0327
023-672-0823
023-672-1066
023-672-0855
023-672-8182
023-672-2075
023-643-1650
023-634-0181
023-641-6959
023-631-8988
023-622-4259
023-681-7208
023-679-5160
023-684-9080
023-643-4242
023-645-4331
023-643-0554
023-681-1500
023-641-1583
023-662-3459
023-662-3370
023-653-0381
0237-86-2002
0237-47-4884
0237-49-1871

