滝沢市排水設備指定工事店一覧表
工事店名
アイテック株式会社
株式会社アベ設備工業
有限会社 熊谷工業
水道屋株式会社
有限会社 横沢機設工業
ロック工業㈱
エムテック 株式会社
パイプラインフジサワ
有限会社 ヒラタ設備
栄進産業株式会社
有限会社 アクアメンテナンス
丸片機水工業 株式会社
株式会社 アートプランバー
有限会社 アメニティーサービス
株式会社 さくらエンタープライズ
有限会社大幸エンジニアリング
有限会社 岩手向陽設備
有限会社 オザワ工業
株式会社 ＫＲ住建
有限会社 幸和住設
有限会社 北山水道工業所
有限会社 三和水道工業所
有限会社 照井ポンプ
株式会社 山與
株式会社 トライス
株式会社 上の島
樋下建設株式会社
株式会社東北ターボ工業
株式会社 アクード
株式会社 姫神設備工業
株式会社 クレス
島川設備
株式会社 小澤設備
有限会社 新世水機工業
三水水道工業株式会社
有限会社エコシステム
シーエル工業 株式会社
株式会社 岩手プランバー
ウチノ建設株式会社
有限会社 瀬田燃料店
富士水工業 株式会社
有限会社 清水畑建設
有限会社 伸栄設備
株式会社近藤設備
Ｊ・ウオーター株式会社
株式会社 畑村設備
有限会社 浜名設備
株式会社 メイクホーム
株式会社 よつばテクノ
有限会社第一エンジニヤリング工業

株式会社 ホーム建設
有限会社 北陵設備工業
アクア工業 株式会社
北東北設備 有限会社
有限会社 佐々木住設
株式会社 小林水道土木工業所

営業所所在地
滝沢市後２６８番地７８０
滝沢市巣子１６９番地１８
滝沢市巣子２７６番地１１２
滝沢市巣子１５２番地１２５
滝沢市巣子１５２番地２３８
滝沢市巣子1162番地71
滝沢市葉の木沢山３０８番地３９
滝沢市葉の木沢山３０８番地３８
滝沢市葉の木沢山５６１番地９
滝沢市根堀坂120番地7
滝沢市土沢311番地14
滝沢市土沢３１３
滝沢市高屋敷７３番地１５
滝沢市高屋敷７３－１２
滝沢市下鵜飼54番地２
滝沢市鵜飼石留１８－１５
盛岡市山岸四丁目９番２７号
盛岡市山岸字外山岸４番地６
盛岡市山岸二丁目１７番２８号
盛岡市山岸四丁目２６番１７号
盛岡市三ツ割三丁目２番２０号
盛岡市本町通一丁目１５番７号
盛岡市城西町１３番２０号
盛岡市城西町１３番７７号
盛岡市盛岡駅西通二丁目１７番１０号
盛岡市下太田下川原１３６番地１
盛岡市下太田下川原１００番１号
盛岡市下太田田中１番地２
盛岡市猪去的場３７番地２
盛岡市上田字岩脇１番地２７
盛岡市西松園一丁目１１番１号
盛岡市北松園二丁目２０番７号
盛岡市東松園一丁目１番８号
盛岡市東松園三丁目１１番４号
盛岡市松園一丁目３番１８号
盛岡市緑が丘四丁目１番６３号
盛岡市月が丘三丁目３１番４２号
盛岡市みたけ四丁目６－２０
盛岡市みたけ四丁目５番２２号
盛岡市みたけ三丁目４番１４号
盛岡市みたけ五丁目１０番４８号
盛岡市厨川五丁目１８番３号
盛岡市厨川二丁目８番２１号
盛岡市上堂三丁目９－４０ ３階
盛岡市上堂三丁目１３番３５号
盛岡市上堂三丁目８番４０号
盛岡市上堂三丁目１０番３１号
盛岡市上堂一丁目１９番３３号
盛岡市上堂三丁目６番２８号
盛岡市上堂三丁目６番２８号
盛岡市前九年三丁目２６番１号
盛岡市中堤町３４番３７号
盛岡市西青山二丁目１８番１号
盛岡市西青山三丁目４２番３２号
盛岡市青山一丁目１９番５１号
盛岡市北天昌寺町２番８号

R2.12.28現在
電話番号
688-7276
601-2861
688-2059
688-2592
688-5094
688-3374
688-0050
688-0121
688-3262
681-6181
699-1770
699-1191
681-7398
687-1030
601-5576
684-3109
661-6040
661-4850
601-2850
681-6127
661-1511
624-6266
622-0808
653-1221
604-7511
658-1100
625-3737
658-1113
656-3515
661-8356
661-7221
090-6220-9520
601-9720
661-5200
662-9059
663-8663
641-2684
0194-72-3350
641-8852
641-2364
641-2241
641-8372
645-1320
656-7660
646-9511
681-4857
641-0251
646-4952
646-5110
648-5760
648-3862
645-1170
647-2775
645-3855
645-0698
647-0419

滝沢市排水設備指定工事店一覧表
工事店名
有限会社 北斗水道工業所
株式会社 内澤建設
株式会社 高設
岩手日化サービス 株式会社
ダイマル
有限会社設備技研
有限会社 設備ポート
株式会社 山崎組
株式会社 シリウス
菱和設備 株式会社
熊谷設備
有限会社 三星住設
株式会社 都南建設
盛岡ガス工業 株式会社
有限会社 サン住設
積和建設東北株式会社 北東北支店

有限会社 中野設備工業所
ソークテクノ株式会社
藤沢設備
旭管工 株式会社
斉藤設備
株式会社 田中組
有限会社 好摩水道工業
有限会社 高橋設備工業
ＡＣサカモト株式会社
泉金物産 株式会社
有限会社 昆組
株式会社 水清建設
有限会社 高松工業
有限会社佐々国工業
エスケー未来株式会社
有限会社 ワガワ水道工業
株式会社 アクール工業
有限会社 丸水工業
株式会社サンライフ
内田工事株式会社
有限会社中神工務店
株式会社ライフ花北
有限会社 斎藤設備
株式会社 富岡鉄工所
株式会社丸竹興業
西根水道工業所
有限会社 工藤管工
有限会社 佐々長水道
ヒロ工業
有限会社 小山田燃料
有限会社 竹畑水道土木

営業所所在地
盛岡市天昌寺町９番４３号
盛岡市上厨川字野子１４６番地１
盛岡市上厨川字横長根１０番地
盛岡市黒川２２地割５６番地
盛岡市黒川８地割４８番地１７
盛岡市つつじが丘３３番１８号
盛岡市東桜山３７番１９号
盛岡市加賀野三丁目１２番３０号
盛岡市東安庭二丁目１２番１５号
盛岡市東安庭二丁目７番２０号
盛岡市三本柳１６地割３６番地１
盛岡市三本柳４地割１６番地１８
盛岡市三本柳２３地割２３番地１
盛岡市東見前７地割１５２番地
盛岡市津志田中央三丁目２３番２号
盛岡市津志田中央二丁目７番１８号
盛岡市湯沢５地割４６番１号
盛岡市下飯岡１４地割９９番地１１
盛岡市東仙北２丁目５番１３号
盛岡市南仙北一丁目３番８号
盛岡市本宮六丁目25番2号
盛岡市住吉町１２番２４号
盛岡市好摩字野中296番地
盛岡市好摩字新田１５１番地６
盛岡市川崎字川崎９２番地４
矢巾町流通センター南３丁目９－１６
矢巾町大字高田第４地割１７番地４
矢巾町大字西徳田第５地割２０１番地の２
矢巾町大字又兵エ新田第7地割40番地6
矢巾町大字広宮沢第１０地割５０８番地８
矢巾町煙山２６－５９
雫石町上町東５１番地
雫石町千刈田８１番地
雫石町名子２４２番地２
奥州市水沢字田小路１６番地４
北上市孫屋敷１３番１１号
北上市孫屋敷８番１号
北上市和賀町藤根１８地割３９番地１７
山田町豊間根第３地割２８５番地
紫波町桜町字下川原３５番地１
二戸市米沢字下平１０１番地２４
八幡平市大更１６－１９１－１
八幡平市田頭第８地割８４番地
八幡平市田頭第１７地割７８番地
八幡平市田頭第２４地割６番地
八幡平市荒屋新町１６番地
八幡平市細野３９１番地１

R2.12.28現在
電話番号
647-1168
646-4283
645-4286
696-5611
613-5980
654-2902
654-3208
652-3088
604-1080
654-2602
638-1080
639-6670
637-1455
638-6144
637-2861
638-1222
605-7660
614-2511
636-3191
636-0711
635-7208
624-4509
682-0173
682-0077
683-2957
656-9095
697-6058
697-2318
698-1770
637-4732
613-9369
692-5521
692-5051
692-5456
0197-51-2288
0197-64-7213
0197-63-3611
0197-71-7610
0193-86-3373
672-2303
0195-23-7751
0195-76-2741
0195-76-2249
0195-76-2258
0195-75-0630
0195-72-2350
0195-72-5687

