鶴岡市指定給水装置工事事業者一覧
指定工事業者名

地域

第四学区

第五学区

第六学区

斎地区

電話番号

事業者番号

松田工業 株式会社

鶴岡市千石町17-28

0235-22-8048

7390001007817

桜井管工業 株式会社

鶴岡市日枝字鳥居上36-1

0235-24-1504

6390001007561

コスモ

鶴岡市城南町10-56-6

0235-25-9248

鶴岡市海老島町12-38

0235-57-3243

4390002010608

株式会社 スマイル設備サポート

鶴岡市長者町9-22

0235-29-4045

2390001008398

オサム設備

鶴岡市双葉町16-1

090-2958-3624

東亜設備

鶴岡市千石町12-53

0235-24-0382

佐藤管工設備 株式会社

鶴岡市東新斎町12-2

0235-23-8381

伊藤設備

鶴岡市茅原町18-15

0235-24-8672

ウォーター・レベル

鶴岡市茅原町1-51

0235-24-2886

マルタケ設備

鶴岡市茅原町20-23

0235-29-5531

エッグシステム 株式会社

鶴岡市美原町13-37

0235-23-7785

佐藤住設

鶴岡市美原町21-17

0235-23-7607

三和メイテック 株式会社

鶴岡市宝田三丁目1-15

0235-22-1225

5390001007595

有限会社 みづほ産業

鶴岡市宝田三丁目7-8

0235-22-1210

3390002009808

有限会社 佐藤ガス工事鶴岡営業所

鶴岡市朝暘町24-12

0235-22-7835

1390002008489

荘内配電管工 株式会社

鶴岡市切添町22-25

0235-22-6151

2390001007375

セルビック 株式会社 庄内営業所

鶴岡市道形町43-5

0235-25-0268

7410001004563

ヤマリョー 株式会社 鶴岡営業所

鶴岡市文下字沼田69-2

0235-22-3187

1390001002088

青山工管 株式会社

鶴岡市西新斎町9-2

0235-22-2261

3390001007432

株式会社 田川設備

鶴岡市美咲町20-13

0235-23-6351

6390001007669

株式会社 庄内品川 鶴岡支店

鶴岡市みどり町14-10

0235-22-0950

2390001006294

有限会社 山東設備

鶴岡市美咲町11-7

0235-24-4506

8390002009407

有限会社 三工設備工業

鶴岡市みどり町4-14

0235-24-4430

2390002009395

株式会社 トガシス

鶴岡市みどり町15-5

0235-22-0065

7390001007718

株式会社 ワイズ

鶴岡市大塚町18-27

0235-25-4110

7390001009680

株式会社 山形住設

鶴岡市淀川町23-51-4

0235-26-8491

6390001007405

渡部設備

鶴岡市大西町24-28

0235-23-0051

株式会社 クレスト

鶴岡市淀川町22-26-2

0235-33-9292

アチーブ

鶴岡市大西町8-33

090-1377-1624

第一学区 有限会社 本間設備工業

第三学区

住所

<令和4年3月31日現在>

8390001007576

7390001007478

3390001008380

山形エンジニアーズ 株式会社 鶴岡営業所 鶴岡市みどり町16-10

0235-25-1680

1390001006634

荘和設備工業 株式会社

鶴岡市伊勢横内字畑福16

0235-22-2466

1390001007608

加藤建設管工 株式会社

鶴岡市伊勢横内字伊勢郷79-1

0235-22-2206

8390001007527

東洋空調工業 株式会社

鶴岡市外内島字信州川原23-10

0235-24-1956

2390001007714

株式会社 アクアプラス

鶴岡市遠賀原字稲荷41-4

0235-24-5845

4390001007415

有限会社 東管工業

鶴岡市斎藤川原字小鷹64-5

0235-24-5798

9390002009620

菅原水道

鶴岡市伊勢横内字伊勢郷52

0235-22-5940

株式会社 鶴岡環境設備

鶴岡市伊勢横内字畑福149

0235-33-8236

2390001014454

鶴岡管工事協同組合

鶴岡市遠賀原字稲荷11-14

0235-22-9393

8390005003902

石井管工設備 有限会社

鶴岡市青龍寺字北内4

0235-23-0648

4390002009055

鶴岡市高坂字仏供沢55-3

0235-25-6143

2390002010386

鶴岡市上山谷字前沢59

0235-57-3120

黄金地区 有限会社 エンジニア工業
阿部設備
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指定工事業者名

地域

住所

<令和4年3月31日現在>

電話番号

事業者番号

有限会社 トータル設備

鶴岡市岡山字六供31-31

0235-28-2560

1390002009603

株式会社 日新設備工業

鶴岡市小淀川字村東94-5

0235-24-8158

8390001014762

鶴岡市山田字小京田15-1

0235-25-0339

6390002009656

山形空調 株式会社

鶴岡市大淀川字洞合22

0235-22-6355

9390001005224

株式会社 ヒューマンテック

鶴岡市寺田字道田51-1

0235-26-7580

9390001016353

京田地区 ラステック

鶴岡市平京田乙119

0235-22-7474

上郷地区 有限会社 水沢設備

大泉地区 日栄産業 有限会社

豊浦地区

鶴岡市水沢字行司免50

0235-35-3711

サトウ・プラミング

鶴岡市堅苔沢乙152

0235-73-2804

シラハタ設備

鶴岡市三瀬字堅田205-20

0235-73-2313

上野住宅設備

鶴岡市堅苔沢甲30-6

0235-73-3399

荘内汎機 株式会社

鶴岡市三瀬字白山98-3

0235-24-3636

8390001014093

株式会社 大山設備

鶴岡市平成町5-18

0235-33-3800

2390001007499

鶴岡市大山三丁目18-29

0235-33-4305

4390002009864

有限会社 鈴木孔建

鶴岡市下小中字壱ノ揚400

0235-33-3982

7390002009481

羽黒設備 株式会社

鶴岡市羽黒町荒川字西田52

0235-62-2044

2390001007755

あずま水道 有限会社

鶴岡市羽黒町戸野字橋本22-1

0235-62-4316

4390002010104

オーハシ・ウォッシャブルシステム

鶴岡市羽黒町川代字真木森184

0235-62-4445

鶴岡市羽黒町十文字字十文字157-5

0235-62-2226

アイサワ設備

鶴岡市羽黒町玉川字玉川50

0235-64-8130

三栄設備

鶴岡市羽黒町松尾字鶴ヶ野19

0235-62-3405

カナウチ設備

鶴岡市羽黒町町屋字村中28-4

0235-62-3635

有限会社 冷熱設備今野

鶴岡市松根字中松根87

0235-57-4742

1390002010370

有限会社 菅原設備

鶴岡市馬渡字道西93

0235-57-2577

9390002010082

有限会社 相建工業

鶴岡市板井川字片茎186

0235-78-7533

7390002010448

大山地区 有限会社 山口設備

羽黒地域 小野寺住宅設備

櫛引地域 釼持工管

朝日地域

鶴岡市黒川字橋本104

0235-57-2076

Ｙ・Ｓ設備工業

鶴岡市下山添字長瀞23

0235-57-3639

株式会社 国善工業

鶴岡市下山添字一里塚182-4

0235-57-2889

システム トガシ

鶴岡市下山添字一里塚232

0235-57-3499

有限会社 ウォーターシステム

鶴岡市越中山字西山田20-1

0235-53-3050

8390002009951

株式会社 伊藤組

鶴岡市本郷字興屋32

0235-53-2051

2390001007895

有限会社 アサヒ設備工業

鶴岡市槙代字槙の代5-1

0235-43-2075

6390002009978

株式会社 和泉工務店

鶴岡市温海戊645-57

0235-43-3565

7390001007924

鶴岡市鼠ヶ関乙162-8

0235-44-2201

有限会社 温海三浦工務店

鶴岡市湯温海字湯之里80-1

0235-43-2423

庄清工務店水道部

鶴岡市小国甲111

0235-47-2628

森建設工業 株式会社

鶴岡市上藤島字街道西3-1

0235-64-2362

1390001008028

株式会社 板垣水道

鶴岡市長沼字上新田34

0235-64-2463

3390001008001

鶴岡市渡前字大坪36

0235-64-4174

7390001008030

阿部設備

鶴岡市藤浪二丁目20-9

0235-64-6015

東北イートップ 株式会社

鶴岡市藤浪四丁目104-2

0235-64-5785

6390001008015

株式会社 黄金屋工業

三川町大字猪子字高倉52-2

0235-66-4515

7390001008039

上野工業 有限会社

三川町大字神花字前外川原45-1

0235-66-4205

2390002008934

町野建設 株式会社

三川町大字成田新田字前田元342

0235-66-4069

9390001008053

温海地域 冨士設備工業

藤島地域 株式会社 ヤマムラ

三川町

4390002009798
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鶴岡市指定給水装置工事事業者一覧
指定工事業者名

地域

酒田市

庄内町

住所

<令和4年3月31日現在>

電話番号

事業者番号

株式会社 昭和管工設備

酒田市緑ケ丘一丁目1-18

0234-31-3322

8390001006339

有限会社 酒田水道設備

酒田市こあら三丁目6-14

0234-23-3429

8390002007369

有限会社 東和管工設備

酒田市浜田二丁目1-43

0234-24-5729

7390002007717

環清工業 株式会社

酒田市浜中字八間山135-1

0234-92-3111

1390001006147

有限会社 和島水道

酒田市大宮町三丁目24-2

0234-23-5638

4390002008148

有限会社 設備プランナーアソ

酒田市砂越字小形90-10

0234-52-2692

8390002008367

株式会社 新和設備

酒田市こあら三丁目4-6

0234-24-1122

2390001006328

砂丘管工有限会社

酒田市宮野浦三丁目9-55

0234-31-3223

5390002007438

本間機材 株式会社

酒田市若竹町一丁目2-1

0234-23-4477

9390001006544

株式会社 東京ガス圧接八幡工業所

酒田市保岡字下草田24

0234-28-2403

3390001006450

株式会社 カクタ

酒田市浜中乙103

0234-92-2054

5390001006127

株式会社 庄内エコポリス

酒田市石橋字前田18-2

0234-52-2665

1390001006766

ＳＡＴＯＨ設備機器

酒田市宮野浦二丁目16-17

0234-31-1230

えんや住設 有限会社

酒田市船場町一丁目1-11

0234-26-0124

5390002007099

有限会社 石川設備工業所

酒田市字本町1-4

0234-62-2357

2390002008397

株式会社 東北住設

酒田市広栄町二丁目100-18

0234-91-1061

4390001007258

丸芳設備工業 有限会社

酒田市大宮町三丁目19-18

0234-24-1766

4390002007942

東洋冷熱 株式会社

酒田市亀ヶ崎七丁目6-28

0234-24-2275

5390001006457

スリーテック 有限会社

酒田市富士見町二丁目1-3

0234-43-6562

3390002008669

高砂水道 有限会社

酒田市高砂一丁目3-12

0234-33-8669

8390002007625

栄進

酒田市東泉町1-9-10

0234-23-3953

有限会社 一刀管工設備

酒田市光ヶ丘五丁目18-13

0234-33-7574

9390002007005

有限会社 阿部管工

酒田市砂越字上川原546

0234-52-2826

3390002008347

浅野管工設備 株式会社

酒田市東泉町二丁目10-1

0234-22-4255

8390001006041

後藤水道設備

酒田市砂越字楯之内44-21

0234-52-3786

弘栄設備工業 株式会社 酒田営業所

酒田市東泉町一丁目8-10

0234-24-2504

3390001000569

株式会社 暖工業

酒田市北新橋一丁目13-6

0234-23-7580

4390001006409

水工房

酒田市坂野辺新田甲3

0234-31-4922

にしき住器

酒田市錦町一丁目102-25

0234-25-4820

株式会社 アクアライフ

酒田市緑ヶ丘二丁目1-4

0234-43-1511

8390001012816

株式会社 サンライズ機工

酒田市両羽町3-7

0234-22-8333

6390001006282

阿部住機サービス

酒田市飛鳥字大道端250-1

0234-52-3645

有限会社 ミツワ空調設備

酒田市漆曽根字四合田106

0234-27-3704

7390002008005

株式会社 幸内設備

酒田市広野字下通58

0234-92-2297

6390001015275

有限会社 輝滋

酒田市小泉字道南4-7

0234-61-1382

9390002008911

株式会社 堀電機気水道設備

酒田市北仁田字五百地72-3

0234-64-2046

5390001006754

星川設備工業 株式会社

庄内町狩川字内北割41-1

0234-56-2637

5390001007026

株式会社 工藤建設

庄内町古関字古館66-2

0234-43-3054

2390001006815

興成設備工業 有限会社

庄内町深川字沼田19

0234-43-4402

7390002008475

有限会社 佐々木水道

庄内町余目字土堤下41-18

0234-43-3342

4390002008486

板垣建設管工 株式会社

庄内町余目字下梵天塚42-8

0234-42-3362

3390001006987

菅原管設備

庄内町余目字町214-3

0234-42-2344

マイデル庄内

庄内町廿六木字三百地78-2

0234-42-1770

有限会社 梅木設備工業

庄内町廻館字館舎79

0234-42-2028
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指定工事業者名

地域
遊佐町

その他
市町村

県外

住所

<令和4年3月31日現在>

電話番号

事業者番号

土門建設 株式会社

遊佐町遊佐字丸ノ内29-5

0234-72-2626

4390001006722

有限会社 今井設備

遊佐町吉出字和田9-6

0234-72-2517

5390002008790

加藤設備

戸沢村大字松坂字野口1920

0233-72-2916

株式会社 クラシアン 山形営業所

山形市緑町3-3-22ﾃｨﾝﾊﾞｰﾘｰﾌ101号

023-634-0181

マルサン設備

戸沢村大字角川252－2

0233-73-2300

株式会社 フカセ

東根市神町西三丁目4-59

0237-49-1871

6390001009467

株式会社 五百川屋商事

西川町大字間沢26-1

0237-74-2142

7390001012370

丸善住設

新庄市大字鳥越1005-57

0233-33-4188

ＤＥＮＤＥＮ横山

戸沢村大字古口3074-8

0233-72-3668

橋本商事 株式会社

河北町大字吉田939-1

0237-73-2323

9390001012039

東洋設備工業 株式会社

山形市砂塚6-1

023-643-1650

6390001001291

リビングコンサルタントてど

宮城県亘理郡亘理町字上茨田140-2

0223-34-3568

株式会社 イースマイル

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7-3

06-7739-2525

5120001111564

アストモスリテイリング 株式会社

東京都千代田区丸の内1-7-12

050-3816-0079

5012301002941

022-304-5625

6011001056272

株式会社 オアシスソリューション 東北支店 仙台市太白区鹿野三丁目27-17
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