
平成３１・３２年度競争入札参加資格承認簿（市内工事）

承認
番号

地区名 許可番号 参加業種 名称 所在地 電話番号

1 石巻 宮知般　２８－１７８０１ 管 ㈱アーズシステム 石巻市蛇田字新西境谷地130番地1 0225-94-0614

2 石巻 宮知般　２９－１６７７０ 建大内 ㈲アースティクト 石巻市恵み野四丁目3番地1 0225-93-1153

3 石巻 宮知般　２７－１８８５７ 土舗 ㈱アーステック 石巻市蛇田字新下前沼54番地15 0225-96-0477

4 石巻 大特　２８－２４０６８ 土解 ㈱アートコーポレーション東北支店 石巻市大街道南二丁目10番1号 0225-24-6043

5 石巻 大特　２８－２１９８３ 土 ㈱アームズ東日本石巻営業所 石巻市水押二丁目1番45号 0225-94-4038

6 石巻 宮知特般　２８－１１５１９
土と電管鋼舗
しゅ塗機水消 ㈱アイ・ケー・エス 石巻市鋳銭場5番21号 0225-96-6420

7 河南 宮知般　２７－２０４３７ 土建と電管機 ㈱相輝 石巻市須江字皮剥1番地4 0225-24-6766

8 石巻 宮知特般　２８－１８０７１ 土建大内 ㈱愛建工業 石巻市伊原津一丁目1番41号 0225-92-6711

9 石巻 宮知般　２９－２００７ 土管水 相沢工業㈱ 石巻市不動町二丁目16番17-10号 0225-96-6631

10 北上 宮知般　２９－１０７０８ 土管水 ㈲相沢住設 石巻市北上町女川字新駒迫80番地1 0225-67-3066

11 石巻 宮知般　２６－１８６１８ 土建と管舗水解 ㈱アイテック 石巻市不動町二丁目6番5号 0225-94-4080

12 石巻 宮知特　２９-１９７７９ 土建大と筋舗 葵龍㈱ 石巻市恵み野六丁目２番地１６ 0225-90-3874

13 石巻 大般　２６－２５６３４ 土舗 ㈱秋田建設石巻営業所 石巻市大街道東四丁目4番8号 0225-90-4562

14 桃生 宮知般　２７－１３２４７ 土と管しゅ水 (業)アクアネット石巻営業所 石巻市桃生町永井字八幡66番地 0225-79-2380

15 河南 宮知般　２９－１５２３ 土建管舗 ㈱渥美産業 石巻市須江字小竹28番地 0225-73-3539

16 石巻 宮知般  ２５－２０００７ 土水 ㈱アドバンス 石巻市元倉二丁目6番2-1号 0225-25-6501

17 河北 宮知般　２９－１９２９２ 土建と舗水解 阿部久電機商会 石巻市小船越字小待井20番地 0225-98-3693

18 石巻 宮知般　３０－１５２０８ 土と電管舗機水 ㈱阿部工業 石巻市錦町4番17号 0225-95-0570

19 石巻 宮知般　３０－１５０９２ 鋼 ㈱阿部製缶鉄工 石巻市魚町三丁目１2番地1 0225-96-0349

20 桃生 宮知特般 ２７－１５９５ 土建と管舗水 ㈱阿部土建 石巻市桃生町給人町字上侭田15番地 0225-76-2251

21 北上 宮知般　２７-２０５８８ 土建と舗解 アベハウジング 石巻市北上町橋浦字大須５２番地 0225-691-7077

22 石巻 宮知般　３０－１５００２ 土と管水 ㈲石島工業 石巻市蛇田字新下前沼119番地36 0225-86-6163

23 石巻 宮知般　２８－５４５９ 管 石巻ガス㈱ 石巻市明神町二丁目3番48号 0225-22-1500

24 石巻 宮知般　２６－１８５８６ 土管水 ㈱石巻給水設備 石巻市大街道南一丁目6番46号 0225-93-6161

25 石巻 宮知特般　２８－１４２６７ 土建大と 石巻建商㈱ 石巻市美園三丁目21番地12 0225-96-4855

26 石巻 宮知特　２８－１９０２３
土建大と石屋タ鋼
舗しゅ塗内水解 石巻建設㈱ 石巻市末広町3番9号 0225-21-6165

27 石巻 宮知般　２９－１９５７０ 土管舗水 石巻広域管工事業（同） 石巻市蛇田字新上沼92番地の１ 0225-96-8302

28 石巻 宮知般　２６－１５４３４ 管 (業)石巻浄化槽管理センター 石巻市門脇字元明神30番18 0225-93-4521

29 石巻 宮知般　２６－６２３５ 管鋼機 ㈱石巻精機製作所 石巻市大街道東二丁目10番16号 0225-94-2233

30 河南 宮知般　３０－１９８６２ と解 伊藤商事㈲ 石巻市北村字涌谷沢13番地の5 0225-73-3117

31 石巻 宮知特　２７－１０９８３ 土と舗水解 ㈱伊藤土建 石巻市蛇田字新沼向前15番１ 0225-22-6772

32 河南 宮知般　２９－１６５５２ 建大 井上工務店 石巻市北村字六百刈6番地 0225-73-5335

33 石巻 大特　２９－２４４８０ 土と舗水 岩田建設㈱東北支店 石巻市渡波字栄田74番地10 0225-98-5508

34 河南 宮知般　２８－１９２２８ 土建と解 ㈱ヴィアンドコーポレーション 石巻市須江字畳石前1番地11 0225-25-6829

35 石巻 宮知特　２９－９９２９ 建 ㈱上野総建 石巻市鹿妻南五丁目5番24号 0225-95-5677

36 石巻 宮知般　２９－３５９９
土建と石管舗
しゅ水解 ㈱内海建設工業 石巻市伊勢町2番36号 0225-24-0740

37 河南 宮知般　２８－１８９９９ 土建と解 ㈲エクセルワン 石巻市北村字鐙上一63番地1 0225-98-8020

38 河南 宮知般　２６－１２６７９ 土舗解 ㈱エスエスケー石巻支店 石巻市北村字軽井沢前54番地 0225-73-3660

39 石巻 宮知般　２７-１８７７８ 土と舗水 ㈱エスケイ・ワン 石巻市門脇町三丁目3番26号 0225-94-5369

40 石巻 宮知般　２８－１２８０３ 土建と舗解 ㈱エスケン開発 石巻市沢田字平形山根10番地 0225-97-4533

41 桃生 宮知特般　２７－８９１９ 電消 ㈱エスディ佐藤電気 石巻市桃生町新田字東町30番地 0225-76-3605

42 河南 宮知般　２８-１８９９３ 土管鋼機水 ㈱エステック 石巻市前谷地字根方山５番地７ 0225-24-6364

43 石巻 大般　２９－２６７８４ 土建 ㈱ＭＫプラン 石巻市大門町三丁目1番51号 0225-24-9203

44 石巻 宮知特般　２９－３０５５
土建と管舗しゅ
水解 遠藤興業㈱ 石巻市大街道南二丁目9番13号 0225-95-8333

45 石巻 宮知特　２６－７４９３ 土建 ㈲遠藤工務店 石巻市鹿妻南三丁目1番3号 0225-93-5531
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46 桃生 宮知般　２９－１２８０５ 電 ㈲遠藤電気 石巻市桃生町高須賀字内畑39番地5 0225-76-3277

47 桃生 宮知特般　２９－１０６２８ 土と舗園水解 ㈱オイカワ建設 石巻市桃生町寺崎字梅ノ木37番地1 0225-76-2209

48 石巻 宮知般　２８－１４５２１ 通 ㈱及川無線 石巻市蛇田字境塚11番地の2 0225-95-8869

49 河南 宮知特　２９－５４２２ 土と舗水 ㈱生出興業 石巻市鹿又字道的前39番地 0225-75-2148

50 河北 宮知般　２６－２０３６９ 土と石舗水解 大久保産業㈱ 石巻市中野字牧野巣前16 0225-25-6840

51 石巻 宮知般　２７－１１９０８ と管鋼機 ㈱大越工業 石巻市松並一丁目4番地10 0225-96-2696

52 石巻 宮知般　２６－２１７０ 建 大嶋工務店 石巻市向陽町三丁目4番6号 0225-95-1574

53 河南 宮知般　２８－７００２ 土建と舗水 ㈱太田産業 石巻市鹿又字矢袋屋敷合14番地1 0225-75-2201

54 雄勝 宮知般　２５－１０５８ 土と石舗 ㈱大槻組 石巻市雄勝町船越字石峰山1番地31 0225-57-3507

55 桃生 宮知般　２７－４９４７ 建 ㈲大友工務店 石巻市桃生町寺崎字町30番地の2 0225-76-3319

56 石巻 宮知般  ２７－２０３９６ 電 ㈲大友電気商会 石巻市渡波字栄田186番地 0225-24-0314

57 河南 宮知般　２６－１０７９２ 管鋼機 ㈱大橋鉄工所 石巻市鹿又字嘉右衛門360番地の1 0225-75-2562

58 石巻 宮知般　２８－１５０８ 土管水 ㈱大晃組 石巻市松並一丁目10番7号 0225-22-9278

59 石巻 宮知般　２８－３８７ 電 ㈱岡崎電気石巻営業所 石巻市中屋敷二丁目4番146号 0225-93-3564

60 石巻 宮知特　２７－９１６１ 電 ㈱岡田電気工事 石巻市大街道北３丁目３番５４号 0225-96-5623

61 石巻 宮知特般  ２９－９０６８
土と管舗しゅ水
解 ㈱奥田建設 石巻市伊原津二丁目2番10号 0225-93-1077

62 石巻 宮知般　２９－９３８６ 建大 ㈱牡鹿観光 石巻市門脇字二番谷地13番地の477 0225-94-8311

63 牡鹿 宮知般　２９－１０５３１ 土と管舗水 牡鹿設備工業所 石巻市鮎川浜四ッ小谷21番地1 0225-45-2120

64 石巻 宮知般　２６－１３５３４ 塗防 小野寺塗装㈱ 石巻市門脇字青葉東132番地1 0225-95-0742

65 河北 宮知般　２９－１２８０４ 建 小山住宅㈲ 石巻市相野谷字本屋敷26番地8 0225-62-2240

66 石巻 宮知般　３０－１９６５５ 電管消 カガク興商㈱ 石巻市三ツ股一丁目2番106号 0225-95-3381

67 河南 宮知特般　２９－２１８５
土建と管舗園水
解 ㈱角張工務店 石巻市鹿又字八幡下84番地 0225-74-2241

68 石巻 宮知般　　２８－１０１４６ 土舗 春日興業㈱ 石巻市不動町二丁目12番7号 0225-93-7571

69 石巻 宮知般　２７－２５０８ 塗防 ㈱カツマタ 石巻市大街道東二丁目1番57号 0225-22-9517

70 石巻 宮知特　２９－１４９１１ 土 ㈲勝又運輸 石巻市魚町二丁目5番2号 0225-94-2240

71 河南 宮知特　２６－３８２８ 建解 ㈱加藤工務店石巻営業所 石巻市広渕字舘前46番地 0225-98-8442

72 石巻 宮知般　２９-１４６１１ 建 河南観光㈱ 石巻市あけぼの三丁目４番地の１ 0225-94-1171

73 河南 宮知般　２９－９５４ 土管舗水 ㈱河南水道工業所 石巻市前谷地字黒沢前113番地の1 0225-72-2226

74 石巻 宮知般　２８－７７０７ 土建と舗 ㈱カネホ堀内組 石巻市渡波字山崎63番地 0225-24-0237

75 河北 宮知般　２７―９６５２ 土と舗園 ㈱河北造園建設 石巻市小船越字崎山79番地 0225-62-1947

76 石巻 大般　２７－２５８９２ 土舗しゅ ㈲カヤノ東北営業所 石巻市不動町二丁目12番7号春日ビル201号 0225-25-7959

77 河北 宮知特般　２９－１１３６５ 土と舗園水 ㈱狩野緑化建設 石巻市三輪田字久根前上41番地 0225-62-1739

78 石巻 宮知般　２７－１０９９４ 建 ㈲菅野工務店 石巻市田道町二丁目3番8号 0225-22-2344

79 石巻 宮知特般　２９－１１０５１
土建と管鋼舗園
水解 雁部建設㈱ 石巻市大街道東一丁目4番18号 0225-22-6662

80 河南 宮知般　２６－１５７７４ 土 菊地工業㈱ 石巻市広渕字砂四25番地 0225-73-4522

81 河南 宮知般　２８－８７６９ 土と ㈲北上グラウト工業 石巻市鹿又字道的前365番地1 0225-25-4677

82 石巻 宮知般　２９－２３６９ 土管水消 北上興業㈱ 石巻市門脇字捨喰61番地の1 0225-96-1611

83 石巻 宮知特　２７－９７３０ 電通 北上電設工業㈱ 石巻市末広町2番10号 0225-96-4140

84 河南 宮知特　30－１５９０２ 土と舗 ㈱木村工業 石巻市鹿又字学校前149番地 0225-90-4521

85 河南 宮知般　２７－１５１５ 建鋼 ㈲キムラ鉄工所 石巻市鹿又字道的前33番地1 0225-75-2350

86 石巻 宮知特　２８－４９９９ 土管舗 共栄設備㈱ 石巻市蛇田字新下沼3番地2 0225-96-7530

87 石巻 宮知般　２７－１３００１ 土と舗 ㈲共伸 石巻市蛇田字新東前沼50番地6 0225-94-2163

88 石巻 宮知般　２９－１９３１２ 鋼機 ㈱協伸工業 石巻市魚町三丁目1番地の25 0225-93-4271

89 河南 宮知特　２７－２０７１０ 電 ㈱協和産業 石巻市須江字畳石前1番25 0225-25-5161
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90 石巻 宮知特 ２８－１２４２４
土建と管鋼舗
しゅ水解 久我建設㈱ 石巻市新栄一丁目25番地5 0225-94-7778

91 北上 宮知般　２８－１３４６６ 建屋 ㈲熊谷産業 石巻市北上町橋浦字南釜谷崎340番地 0225-67-2045

92 石巻 大特　２６－２５５８６ 土 ㈱倉元建設東北本部 石巻市大街道西二丁目1-98 0225-24-6124

93 石巻 宮知般　２８－１４５０１ 土と舗園 ㈱グリーンパル石巻 石巻市大瓜字棚橋下待井65番地の1 0225-98-7105

94 石巻 宮知般　２６－１９１２４ 塗 ㈱栗田総業 石巻市門脇字捨喰22番地21 0225-93-3352

95 石巻 大特  ２７－８２３０ 土と鋼舗園解 ㈱グリーンシェルター石巻支店 石巻市三ツ股四丁目３番１号 0225-22-7579

96 石巻 宮知特　２９－１０２１４ 土と舗水解 黒須産業㈱ 石巻市蛇田字新下前沼156番地の10 0225-96-9645

97 石巻 宮知般　２７－１８８４１ 土石電 ㈲ケイエムテック 石巻市中里六丁目1番25号 0225-95-8265

98 石巻 大特　２９－２５４８１
土鋼舗しゅ塗水
解 ㈱Ｋ’ｓプラン石巻支店 石巻市渡波字黄金浜１０８番地２ 0225-98-5731

99 石巻 宮知般　２７－２０５７１ 土と舗 ケーズグリーン㈱ 石巻市三ツ股四丁目3番29号 0225-24-6040

100 石巻 宮知特  ２８－１９１３４ 土舗水解 ㈱ケーユーケー石巻営業所 石巻市湊町三丁目5番4号 0225-90-4941

101 石巻 宮知般　２８－１１４０９ 土 ㈲小岩興業石巻支店 石巻市門脇字青葉東143番地5 0225-96-6623

102 北上 宮知般　２９－１４６６６ 土と舗水 ㈲広栄建設 石巻市北上町橋浦字大須185番地 0225-75-2873

103 石巻 宮知般　２６－１７２９９ 土と舗 ㈲広建 石巻市南中里四丁目5番3号 0225-93-3110

104 河南 宮知特般　２７－７０８６ 土建と舗水 広伸建設㈱ 石巻市前谷地字根方山3番地 0225-72-3773

105 石巻 宮知特　２８－６０２２ 土管水 ㈱向陽設備 石巻市茜平二丁目4番地33 0225-93-1513

106 石巻 宮知般　２７－１３１０７ 塗防 ㈲髙力塗装店 石巻市開北二丁目6番8号 0225-22-9031

107 石巻 宮知般　２７－１４０８５ 機 宏和機工㈱ 石巻市門脇字明神27番地 0225-93-8882

108 石巻 大特般　２７－８３２７ 土管機水消 ㈱晃和工業 石巻市大橋二丁目1番地の1 0225-96-6651

109 石巻 宮知般　２７－１４０２７ 消 ㈲興和防災工業 石巻市水押三丁目2番2-3号 0225-94-1116

110 石巻 宮知般　２９－５８１９ 土園解 ㈱ことぶき園芸 石巻市茜平一丁目4番地14 0225-94-1135

111 石巻 宮知般　２９－６６８１ 建大内 ㈲今野建設 石巻市門脇字青葉東60番地の2 0225-95-1768

112 石巻 宮知特般　３０－１２６６２ 土建と舗解 ㈱今野工務店 石巻市向陽町四丁目21番7号 0225-22-1449

113 河北 宮知般　２６－１２６０５ 建 今野工務店㈱ 石巻市三輪田字竹ノ迫28番地 0225-62-1575

114 石巻 宮知般　３０－１５０２３ 土と舗 今野総業㈱ 石巻市中央三丁目3番1号今野総業ビル２Ｆ 0225-22-1156

115 石巻 宮知般　２９－４２８ 土と石舗水解 ㈲齋藤組 石巻市清水町二丁目8番3号 0225-22-4314

116 石巻 宮知特　２９－１１２０ 土と舗しゅ水解 齋藤建設㈱石巻営業所 石巻市蛇田字新下前沼156番地5 0225-95-6305

117 石巻 宮知般　２６－２０１４３ 土と舗解 齋藤興業㈱ 石巻市蛇田字中埣67番地1 0225-93-2634

118 河南 宮知特般　２９－６７３ 土建舗水解 ㈱齋藤工務店 石巻市前谷地字新二間堀178番地 0225-72-3091

119 河北 宮知般　２６-１２１１２ 建屋 ㈱斉良工業 石巻市中野字新相野田入117番地 0225-62-3528

120 桃生 宮知特般　２７－８３１４ 土建と管舗水解 ㈱榮興業 石巻市桃生町中津山字町34番地2 0225-76-1140

121 河北 宮知般　２８－１７７１０ 土と舗解 佐希太 石巻市相野谷字今泉前35番地1 0225-62-0208

122 石巻 宮知特　２９－５８１７ 土と舗塗園解 桜井建設工業㈱ 石巻市門脇字青葉西24番地1 0225-93-7711

123 石巻 宮知特　２９－１８８７６
土建鋼舗塗水
解 ㈱櫻工房 石巻市蛇田字新下沼9番地6 0225-98-6048

124 石巻 宮知般　２７－２０７００ 塗 櫻塗装工業㈱ 石巻市大街道東四丁目2番13号　クレンビル3号館1階 0225-25-7172

125 河北 宮知般   ２９－１３０ 土と舗水解 ㈱佐々木組 石巻市中島字木ノ下1番地 0225-62-1815

126 河南 宮知般   ２６－１５７２４ 土舗 ㈲佐々木建設工業 石巻市須江字しらさぎ台一丁目15番地の2 0225-86-4271

127 河北 宮知般　２８－１３４０７
土と管鋼舗しゅ
機水 ㈱佐々木工業所 石巻市小船越字堤下156番地20 0225-62-2807

128 石巻 宮知般  ２８－１６４５８ 電 ㈲佐々木電気設備 石巻市築山一丁目１番79号 0225-93-0265

129 石巻 宮知般　２８－１０１０４ 電 ㈱佐々電 石巻市南中里四丁目6番7号 0225-96-1020

130 河南 宮知般　２８－１５７９５ 土建と舗水解 ㈲佐藤建材 石巻市北村字久米田79番地7 0225-73-3203

131 雄勝 宮知特般　２８－２３７８ 土建と管舗水 佐藤建設㈱ 石巻市雄勝町雄勝字寺66番地9 0225-57-2811

132 石巻 宮知般　２９－２０１１ 土建解 ㈱佐藤建設工業 石巻市駅前北通り一丁目7番20号 0225-22-3703

133 石巻 宮知特般　２７－１７８５ 土と電管舗水 ㈱佐藤工業所 石巻市開成1番18 0225-22-0105

134 河北 宮知般　２７－９６３１ 土管鋼水 ㈲佐藤設備 石巻市飯野字大吉野入14番地 0225-62-1608
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135 北上 宮知般　２９－１３７０２
土と管舗しゅ水
解 ㈱佐藤リース工業 石巻市北上町長尾字御手会46番地1 0225-67-2085

136 石巻 宮知般　２７－１３２２２ 塗 三匡ペイント㈱ 石巻市門脇字一番谷地14番地の8 0225-93-4121

137 河北 宮知般　２９－１４７３８ 土と解 ㈱サンクリーン工業 石巻市北境字構堀1番地の1 0225-62-1821

138 石巻 大特　２９－１７６３８ 土と解 ㈱三幸工務店東北支店 石巻市大街道南二丁目10番1号 0225-90-3515

139 河南 宮知般　２８－５６１７ 土と舗しゅ 志賀建設工業㈱ 石巻市須江字大谷地46番地1 0225-73-5411

140 石巻 宮知特　２６－１５５３４ 土建 シグマ建工㈱ 石巻市湊字須賀松4番地7 0225-23-0258

141 石巻 宮知特　２９－８３７０ 土建と解 重吉興業㈱ 石巻市門脇字元明神10番地 0225-23-0205

142 牡鹿 宮知般　３０－１３３１ 土と舗解 ㈲雫石組 石巻市鮎川浜鬼形山412番地 0225-45-3317

143 桃生 宮知特  ２９－９７８３
建石板ガ塗防
絶具解 ㈱室内装飾おとこざわ 石巻市桃生町新田字東町32番地 0225-76-1221

144 河北 宮知般　２６-１８６１０ 建 紫桃建築 石巻市相野谷字斉ノ神７３番地 0225-62-3019

145 河北 宮知般  ２８－８５７６
土建と管舗しゅ
園水 ㈲渋谷産業 石巻市中島字向平畑一番103番地 0225-62-0019

146 石巻 宮知般　３０－１６９０８ 建 ジャパンビルシステム㈱ 石巻市開成1番地38 0225-93-3243

147 石巻 宮知特　２９－１６６６６ 土建舗解 ㈱ジュウハン 石巻市大街道東一丁目4番18号 0225-94-9011

148 石巻 宮知般　２８－７２２７ 電 ㈲正進電気 石巻市大街道西一丁目12番76号 0225-95-5603

149 石巻 宮知般　２８－２０８１１ 土建解 ㈱松和建設 石巻市蛇田字新刈場6番地 0225-25-7301

150 桃生 宮知般　２８－１８９９８ 土建と舗 ㈱進建 石巻市桃生町城内字舘下66番地 0225-76-0550

151 石巻 宮知特般　２８－１２９７８ 土建舗解 新東総業㈱ 石巻市大街道北三丁目7番27号 0225-96-6217

152 石巻 大特　２７－１７１０６ 土と舗しゅ水 新日本建設工業㈱東北支店 石巻市大街道北一丁目4番8号-102 0225-98-4384

153 石巻 宮知般　２７－２０４３５ と電解 ㈲SHIN LINE 石巻市三ツ股一丁目1番34号 0225-93-5652

154 石巻 宮知般　２９－１４８２６ 電 ㈲シンワ電気工事 石巻市新栄二丁目17番地9 0225-21-1201

155 石巻 宮知般　２８－１０３４４ 電 ㈱菅野又電気 石巻市蛇田字土和田32番地 0225-93-7180

156 石巻 宮知般　２７－１３２７ 土舗水 ㈱菅原組 石巻市沢田字平形山根13番地 0225-24-0095

157 石巻 宮知般　２９－１５１１ 管鋼 ㈱杉浦鉄工所 石巻市松並一丁目11番地の2 0225-22-2519

158 桃生 宮知般　２８－１２５３１ 土建舗解 ㈱須田組 石巻市桃生町太田字角山63番地 0225-76-2277

159 石巻 宮知特　２９－１８８４０ 土と鋼舗しゅ スリーテック㈱ 石巻市松並一丁目4番地23 0225-98-3381

160 石巻 宮知特　３０－１０３３３ 土と鋼塗水 ㈱成和石巻営業所 石巻市丸井戸三丁目1番10号 0225-92-7793

161 石巻 宮知般　２８－２０９１７
土石鋼舗しゅ塗
水解 ㈱清和建設 石巻市渡波字黄金浜108番地2 0225-24-6337

162 石巻 宮知般　２８－１７８５８ 建 セオリーホーム㈱ 石巻市大街道北三丁目３番６１号 0225-21-5678

163 石巻 宮知般　３０－１５２６２ 電通 ㈱石南通信 石巻市垂水町三丁目11番地の5 0225-97-3588

164 河南 宮知般　２７－１４１１０ 電 ㈲石南電気工業 石巻市須江字相野佐野54番地1 0225-90-3958

165 石巻 宮知特般　２８－１６
土建大と管舗
しゅ園水解 ㈱瀬崎組 石巻市南中里三丁目15番21号 0225-22-4634

166 河北 宮知特  ２９－２１８３
土建と石舗しゅ
水 総武建設㈱ 石巻市相野谷字六本木28番地 0225-62-3333

167 河南 宮知般　２８－１９１７５ 土舗 ㈲大一建設興業 石巻市鹿又字梅木屋敷3番地2 0225-24-9233

168 石巻 大般　２８－２６３６７ 土と舗水解 ㈲タイキ東北支店 石巻市新栄一丁目12番地8 0225-24-6155

169 石巻 宮知般　２６－１２３９０ 建 ㈱大建ホーム石巻営業所 石巻市あけぼの二丁目6番地１ 0225-93-0575

170 河南 宮知特般　２８－１２０３ 土建管鋼機水 大幸工業㈱ 石巻市鹿又字矢袋屋敷合27番地 0225-25-4221

171 石巻 宮知般　２７－９８４５ 電 ㈱大幸電気工事 石巻市流留字一番囲41番地2 0225-24-0968

172 石巻 宮知特　２７－８３６９ 土建と舗水解 大正建設㈱ 石巻市門脇字捨喰31番地の1 0225-93-8351

173 石巻 宮知般　２７－２０４７２ 石 大信産業㈱ 石巻市重吉町8番4 0225-96-6751

174 石巻 宮知般　２７－２０４７１ 土と舗水 ㈱大地 石巻市不動町2丁目13番1号 0225-98-9174

175 石巻 大特　２７－３９８６ 電 太平電気㈱石巻営業所 石巻市住吉町二丁目9番7号 0225-95-5696

176 石巻 宮知般　２９－１２６０６ 電 ㈱大洋電気 石巻市大街道東三丁目6番6号 0225-94-0621

177 石巻 宮知般　２７－６８５８ 土建 大和建設㈱ 石巻市中里二丁目3番18号 0225-93-1792

178 河南 宮知般　２８－１６２９７ 建大 ㈱タカコウ・ハウス 石巻市須江字舘81番地4 0225-73-4823
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179 石巻 宮知般　２８－８８１１ 建大内 ㈲高周工務店 石巻市蛇田字中埣1番地 0225-93-7462

180 石巻 宮知般　２８－１７６９９ 土管舗水 ㈲高信工業 石巻市中浦一丁目1番19号 0225-21-1271

181 石巻 宮知般　２８－７４９５ 土と舗 高田建設工業㈱ 石巻市門脇町四丁目６番３１号 0225-94-0044

182 河南 宮知般　３０－１６９９７ 土と舗 ㈲髙梨組建設運輸 石巻市広渕字町北101番地1 0225-73-2402

183 石巻 宮知般　２９－１６７８０
土建大と管舗水
解 髙橋建工 石巻市水沼字舘下59番地 0225-25-8130

184 石巻 宮知特　２７－１２００３ 建 ㈱高橋工務店 石巻市蛇田字南久林37番地3 0225-95-2061

185 河北 宮知般　２６－２０３５２
土と鋼舗しゅ水
解 髙橋商事㈱ 石巻市中島字清水田畑96番地 0225-62-0018

186 河北 宮知特般　２８－９５６１ 土管水 ㈱高橋施工 石巻市中島字清水田畑113番地 0225-62-0027

187 河南 宮知般  ２９－１６５７６ 土管水 ㈲髙橋設備 石巻市鹿又字学校前75番地2 0225-25-7805

188 石巻 宮知般　２９－９３９５ 電 髙橋電機商会 石巻市泉町一丁目5番3号 0225-93-3381

189 石巻 宮知般　２８－７１７１ 屋 高橋屋根工業㈱ 石巻市蛇田字北経塚12番地の11 0225-22-8682

190 石巻 宮知般　２７－７４０３ 塗防 ㈱貴丸塗装工業 石巻市蛇田字沖31番地の1 0225-93-7860

191 河南 宮知特般　２８－１７９４ 土建と管舗園水 ㈱髙康建設 石巻市前谷地字西横須賀107番地1 0225-72-2243

192 桃生 宮知般２８－３８６ 土建と舗水 ㈱武山組 石巻市桃生町新田字西町3番地1 0225-76-3444

193 河北 宮知特般　２８－１０１０５
土と石鋼舗しゅ
塗園水 ㈱武山興業 石巻市中野字牧野巣前198番地 0225-62-3760

194 河北 宮知般　２８－１０００８ 建 ㈲武山住宅 石巻市相野谷字飯野川町161番地4 0225-25-4277

195 石巻 宮知特　２６－２３７２ 電 ㈱田倉電気工業所 石巻市双葉町7番3号 0225-22-4653

196 石巻 宮知般　２６－１４９０８ 土と舗水解 ㈲丹野建設 石巻市伊勢町２番１４－１号 0225-24-3703

197 石巻 宮知般　２７－２０４６４ 管 タンノ冷機工業㈱ 石巻市門脇字元屋敷６０番地の１０ 0225-95-3068

198 北上 宮知般  ２７－１５８５６ 土建管舗園水 ㈲千葉建設 石巻市北上町十三浜字東田56番地 0225-62-2551

199 石巻 宮知般　２７－８２３９ 建 ㈲千葉工作所 石巻市大街道西2丁目6番5号 0225-95-8017

200 石巻 宮知般　２８－８６３３ 鋼機 ㈱千葉鉄工所 石巻市松原町11番8号 0225-24-0135

201 石巻 宮知特般　２９－７２９
土と石管鋼舗
しゅ塗園水解 津田海運㈱ 石巻市のぞみ野一丁目1番地2 0225-23-0181

202 石巻 宮知般　２９－４９４１ 土建大と 津田建設㈱ 石巻市伊原津一丁目4番3号 0225-22-0950

203 石巻 宮知般　２８－８９６ 土と舗園 ㈱鶴岡殖産 石巻市大街道東四丁目2番26号 0225-94-1101

204 石巻 宮知般　２６－１５４３７ 電 ㈱電業社 石巻市元倉二丁目2番20号 0225-93-6627

205 石巻 宮知般　２８－１４５２４ 土電管舗水 ㈲電工センター 石巻市丸井戸一丁目3番1号 0225-95-7251

206 石巻 大特　２７－２５７９１ 土と舗しゅ水 でんでん建設工業㈱石巻支店 石巻市門脇字浦屋敷89番地9 0225-24-6285

207 河南 宮知特　２７－２０５８５ 土舗塗 東亜環境サービス㈱石巻支店 石巻市須江字畳石前1番地33 0225-90-4554

208 桃生 宮知特  ２９－１１７７２ 土建舗塗水解 桃建工業㈱ 石巻市桃生町太田字薬田108番地 0225-76-4131

209 石巻 宮知特般 ３０－１４０８６ 電通消 東北エレクトロ通信㈱ 石巻市鹿妻南二丁目15番21号 0225-93-6629

210 石巻 宮知般　２８－１９０２７
土建石屋タ鋼
舗しゅ内水 ㈱東北建商 石巻市明神町二丁目3番51号 0225-92-9201

211 桃生 宮知特　２９－１９５７７ 土舗水解 ㈱東北建設 石巻市桃生町給人町字東町91番地3 0225-24-6325

212 石巻 大特　２７－１６４８７ 電 東北電化工業㈱石巻営業所 石巻市湊字葛和田山2番地の2 0225-25-5061

213 石巻 宮知特般　２８－１３４３６ 土建電管 ㈲東和電設 石巻市あけぼの二丁目8番地13 0225-93-1449

214 石巻 宮知般　２９－１６６３２ 電通 ㈲トーア通信興業 石巻市松並二丁目9番地の4 0225-23-2170

215 石巻 宮知般　２９－１０６２９ 内 ㈱トートインテリア 石巻市大街道東一丁目2番3号 0225-22-9142

216 石巻 宮知特般　２９－１２７５１
土と管舗しゅ水
解 ㈱豊浦建設運輸 石巻市大瓜字上大塚前10番地の1 0225-22-6718

217 石巻 宮知般　２９－９７５８ 土と舗水 ナカサトテック㈱ 石巻市中里七丁目2番43号 0225-23-2525

218 石巻 宮知般　２７－８４０４ 塗防 中島産業㈱ 石巻市中屋敷一丁目1番13号 0225-22-5886

219 石巻 大特　２８－１４１２８ 管 ㈱ナカムラ石巻営業所 石巻市双葉町3-32-2フレンドハウス1-Ｂ 0225-24-8810

220 石巻 宮知特　２７－６８１９ 電 ㈱ナリサワ電気 石巻市山下町二丁目4番1号 0225-96-2159

221 石巻 宮知特　２７－１６０８６ 土と園 南光運輸㈱ 石巻市重吉町７番地１ 0225-95-4127

222 石巻 宮知般　２７－７０４０ 電通 ㈲南部電氣工事 石巻市渡波字栄田37番地の1 0225-24-0814
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223 牡鹿 宮知般　２８－１４５３４ 建大 ㈲新沼工務店 石巻市鮎川浜北58番地2 0225-45-2217

224 石巻 宮知般　２８－１９０１０ 建 ㈱NIKKEN 石巻市南中里三丁目13番15号 0225-98-3741

225 石巻 宮知般　２７－１３０１８ 建大 ㈲日松建設 石巻市蛇田字境塚18番地の10 0225-96-7215

226 石巻 宮知般　２９－４７４７ 塗防 日新商事㈱石巻営業所 石巻市門脇字明神1番地1 0225-96-0421

227 河北 宮知般　２７－１６０５１ 土建と舗 ㈱日総 石巻市三輪田字谷津155番地の1 0225-86-4157

228 河南 大特  ２９－２４２７ 土舗解 日鋪建設㈱石巻営業所 石巻市鹿又字山下西100番地 0225-25-7748

229 石巻 宮知特般　２７－１８７７７

土建大左と石屋
電管タ鋼筋舗
板ガ塗防内機
絶通具水解 日本製紙石巻テクノ㈱ 石巻市南光町二丁目2番11号 0225-22-6225

230 石巻 大特　２６－１０２２７ 土建電舗 日本製紙ユニテック㈱宮城事業所 石巻市南光町2丁目2番1号 0225-96-2775

231 石巻 宮知般　２８－１３３０４ 屋板ガ内具 ㈱はぎや 石巻市大橋一丁目8番地16 0225-96-6121

232 河南 宮知特般　３０－８２３６ 土管舗水 ㈱橋本建設 石巻市広渕字焼巻109番地の1 0225-73-2161

233 石巻 大特　２８－５８１
土建と鋼舗しゅ
水 ㈱橋本店石巻営業所 石巻市大街道北三丁目23番7号 0225-25-4371

234 河南 宮知般　２９－１４９０９ 土管舗水消 ㈲ハシユウ設備工業 石巻市広渕字馬場屋敷44番地の1 0225-73-4090

235 石巻 宮知般　２９－９３６６ 電 ㈲ハヤシ電気 石巻市鹿妻南二丁目5番22号 0225-93-4450

236 石巻 宮知般　２８－１７７４７
土石鋼舗しゅ水
解 ㈲晴石巻営業所 石巻市大手町5番42号 0225-92-5586

237 河南 宮知般　２７－１１６３３ 土建管水 ㈱ピー・エム設備企画 石巻市鹿又字扇平140番地1 0225-75-2905

238 石巻 宮知般　２９－１９５３３ 電 ㈱光テクノサービス 石巻市中屋敷二丁目4番地146 0225-94-3190

239 石巻 大特　２９－２３９７

土建大左と石屋タ
鋼筋舗しゅ板ガ塗
防内絶具水 菱中建設㈱石巻支店 石巻市南光町一丁目4番20号 0225-22-5145

240 石巻 宮知般　２８－１９１５６ 建 ㈱ピノキオ 石巻市中里六丁目14番24号 0225-92-9255

241 石巻 宮知特　２８－１２３１６ 建 ヒノケン㈱ 石巻市蛇田字中埣5番地8 0225-94-8130

242 河南 宮知般　２５－１５４０６ 土 ㈲日野工業 石巻市前谷地字樋口151番地の1 0225-72-2636

243 河北 宮知般　２９－６８５９ 土管舗水 ㈲日野土建 石巻市北境字蒜沢9番地2 0225-62-0606

244 桃生 宮知般　２９－１２６８０
土建と屋タ鋼舗板
ガ塗防内絶具水 ㈱ヒラツカ 石巻市桃生町中津山字中津山198番地 0225-76-4128

245 石巻 宮知般　２９－１４６０７ 土と ㈱ヒラマ 石巻市新境町二丁目2番地9 0225-98-5851

246 河南 宮知特　３０－１２８７１ 建 ㈱平山建築 石巻市鹿又字内田148番地の6 0225-75-2756

247 石巻 大特　２９-２４７５１ 土と石舗塗水解 ㈱福永建設工業東北支店 石巻市蛇田字新下沼76番地1 0225-98-7490

248 石巻 宮知般　３０－１８３８８ 土舗 ㈱フジテックス 石巻市住吉町二丁目9番10号 0225-22-5126

249 河南 宮知般　２９－６０６０ 土と舗水 ㈱富士土木石巻営業所 石巻市北村字新天神下138番地1 0225-73-5733

250 石巻 宮知特　２７－２２９３ 土と水 二ツ山建設㈱ 石巻市恵み野六丁目2番地12 0225-93-0505

251 石巻 大般　２７－４９６８ 内具 文化シヤッター㈱石巻営業所 石巻市大街道東二丁目10番45号 0225-22-1789

252 石巻 宮知特般　２９－１０２８４ 土と管舗しゅ水 ㈱宝栄建設 石巻市門脇字青葉東97番地 0225-93-3148

253 石巻 宮知般　２６－２０１４４ 建 ㈱豊成工務店 石巻市駅前北通り四丁目8番22号 0225-23-7001

254 石巻 宮知特　２８－６２４６ 土建管水 豊和建設㈱ 石巻市双葉町1番10号 0225-93-7553

255 河南 宮知般　２８－１３３０ 土建塗防解 ホーム・クラフトＫ 石巻市鹿又字内田167番地 0225-74-2609

256 石巻 宮知般　２７－１１９１１ 土管舗水 ㈲ホーワ設備 石巻市蛇田字新上沼139番地3 0225-22-8454

257 河北 宮知般　２９－５２２４ 土舗水 ㈱北衛建設 石巻市小船越字堤下49番地 0225-62-2053

258 河南 宮知般　２９－１９５２１ 土管機 ㈱北斗技研 石巻市鹿又字役場前52番地 0225-98-5896

259 石巻 宮知特般　２７－１０９６３ 土建と管舗水解 ㈱堀内建設 石巻市新成三丁目1番地5 0225-24-0526

260 石巻 宮知般　２７－１８８６９ 鋼 本田工業㈱ 石巻市長浜町11番12号 0225-24-0920

261 河南 宮知般　２９－１９３７０ 土舗 ㈱眞籠 石巻市須江字関ノ入235番地2 0225-98-4817

262 河南 宮知般　３０-１５２６６ 土と管舗しゅ ㈲真籠建材 石巻市須江字関ノ入235番地2 0225-73-3920

263 石巻 大特  ２９－１９７１ 土と水 升川建設㈱宮城営業所 石巻市南中里4町目6-6ササキビル1Ｆ 0225-24-6118

264 河北 宮知般　２７－１６０５４ 土建 マルイ建業 石巻市中島字和泉沢畑二番55番地 0225-62-0363
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265 石巻 宮知特　２８－８８３３ 土と舗水解 丸岩建設㈱ 石巻市蛇田字南経塚20番地の5 0225-22-8757

266 牡鹿 宮知般　２６－２０１９７ と ㈱マル幸商事 石巻市小渕浜泥沢上町2番1 0225-46-2265

267 石巻 宮知般　２７－１２０２１ 土と管舗しゅ マルサ重興業㈲ 石巻市蛇田字菰継21番地の2 0225-94-6782

268 石巻 宮知般　２９－１２６０７ 土と舗 ㈱丸善リース 石巻市三ツ股一丁目2番38号 0225-94-1144

269 石巻 宮知般　２７－１６１７３ と解 ㈲マルダイ 石巻市沢田字折立26番地 0225-24-1348

270 石巻 宮知般　２７-２０７１２ 電管 ㈱マルタハイテックシステムズ 石巻市新橋９番１１号 0225-21-8970

271 河南 宮知特　２９－１０５６７
土建と石鋼舗
しゅ塗園水解 ㈱マルテック 石巻市鹿又字横前134番地 0225-75-3660

272 河北 宮知般　２９－１９５８８ 土と舗解 ㈱丸羽工業 石巻市成田字土手畑51番地2 0225-62-2663

273 河南 宮知般　２９－５９１８ 土舗 ㈲丸秀工業 石巻市北村字大番所22番地 0225-73-3264

274 石巻 宮知特　２８－７８５
土建大と管鋼舗
しゅ園水 ㈱丸本組 石巻市恵み野三丁目1番地2 0225-96-2222

275 河南 宮知般　３０－１６９８３ 土と舗水 ㈱丸雄組 石巻市須江字茄子川前5番地 0225-86-6232

276 石巻 宮知特　２８－１４１７７
土建大と石夕鋼
筋舗しゅ塗水解 ㈱マルヨシ興業 石巻市門脇字二番谷地13番533 0225-93-8101

277 石巻 宮知般　２７-５８８３ 土と舗 ㈲三浦工業 石巻市向陽町二丁目10番1号 0225-94-1479

278 河北 宮知般　２９－１３６１６ と園 ㈲三浦造園土木 石巻市小船越字山畑433番地1 0225-62-3948

279 石巻 大特　２９－１３３０
土と石鋼舗しゅ
塗水 三井住建道路㈱東北支店石巻営業所 石巻市南中里一丁目10番3号　高橋ビル２階 0225-92-0051

280 石巻 宮知般 ２９－１４８７６ 機清 ミナカ工業㈱ 石巻市緑町二丁目4番10号 0225-95-9848

281 石巻 宮知般　２８－８８１２ ガ具 ㈱ミナト建総 石巻市門脇字捨喰49番地1 0225-94-0787

282 石巻 宮知般　２６－１６５７５ 電 ㈱ミノ電気 石巻市塩富町一丁目2番1号 0225-24-3562

283 石巻 宮知般　２８－１６３０１ 電 ㈱宮川電気商会 石巻市中里五丁目3番13号 0225-22-5685

284 石巻 宮知般　２８－１２５６１ 建 宮城工営㈱ 石巻市日和が丘四丁目6番6号 0225-94-0852

285 石巻 宮知般　２８－１３４５４ 電通消 宮城ノーミ㈱ 石巻市蛇田字新丸井戸39番地25 0225-93-8811

286 石巻 宮知特般　２８－９２６５ 建電管解 ㈱宮城プラントサービス 石巻市松並二丁目3番地8 0225-93-6505

287 石巻 大特般　３０－２２８１８ 土電管機消 宮城ヤンマー㈱ 石巻市松並一丁目14番5号 0225-93-2121

288 石巻 宮知特　２９－１６８３１ 土管鋼舗水 ㈱ミヤケン 石巻市渡波字新千刈140番地 0225-25-3077

289 石巻 宮知般　２９－１１４４０ 土と管鋼機水 ㈱宮富士工業 石巻市大街道東二丁目11番25号 0225-93-8295

290 石巻 宮知般　２６－２００１７ 土舗解 ㈱ｍｉｒａｉ 石巻市大街道東四丁目2番33号 0225-98-7098

291 石巻 宮知般　２９-１９４２１ 電 ㈱ムトー電機 石巻市山下町二丁目５番１号 0225-95-4433

292 石巻 宮知般　２８－１９０５５ と メグミ総業 石巻市水明北二丁目2番27号 0225-94-2713

293 石巻 宮知般　２８－１２５４２ 建と舗 ㈱山一星 石巻市湊字大門崎245番地1 0225-22-8807

294 北上 宮知特般  ２８－７８７ 土と管舗解 ㈱山内組 石巻市北上町橋浦字行人前174番地の1 0225-67-2227

295 河北 宮知特般　２８－２１８４ 土管舗水 山内建設㈱ 石巻市飯野字袖吉野67番地1 0225-62-1667

296 河南 宮知般　２７-１７４８４ 土舗機解 ㈲山神組 石巻市鹿又字新高田97番地1 0225-75-2728

297 桃生 宮知般　２９－１１１１６ 土と舗 ㈲ヤマサ佐々木産業 石巻市桃生町城内字東嶺243番地 0225-76-1281

298 石巻 宮知般　３０－１５０６２ 土舗水 ㈲ヤマササトー建設 石巻市垂水町三丁目10番地の12 0225-24-2365

299 石巻 宮知般　３０－１９８３５ 土解 山下建設工業㈱ 石巻市蛇田字福村北27番地2 0225-98-6365

300 石巻 宮知般　２７－１６１５０ 土建と ㈲山下住建 石巻市貞山二丁目2番28号 0225-95-7015

301 石巻 宮知特般　２８－１５１４ 土管水消 山下設備工業㈱ 石巻市中里六丁目15番18号 0225-95-2204

302 石巻 宮知特　２７－１０１２ 土舗 ㈱ヤマゼン雁部組 石巻市渡波字念仏壇72番地の4 0225-97-4644

303 石巻 宮知特　２９－１２７１８ 建大内 ㈱山大 石巻市潮見町2番地の3 0225-93-1111

304 河南 宮知特　２９－１４５２２ 土舗 ㈱和建設石巻営業所 石巻市和渕字佐沼川27番地 0225-86-3011

305 石巻 宮知般　３０－１９９６０ 電 ㈲ヤマト電設 石巻市沼津字入24番地の3 0225-90-3141

306 河南 宮知般　２９－１７９０６ 土と管舗水 ㈲やまなか設備 石巻市鹿又字内田156番地 0225-75-2249

307 石巻 宮知般　２９－３０７０ 建管鋼塗水 ㈱ヤマニシ 石巻市西浜町1番地2 0225-82-5551

308 石巻 宮知般　２６－７９４４ 電通消 ㈲山西商会 石巻市大門町三丁目1番51号 0225-22-2360
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309 石巻 宮知般　２９－１６５７７ 土塗 ㈲ヤマモトコーポレーション 石巻市新橋2番22-11号 0225-95-1540

310 河北 宮知特般　２７－２８３ 土建と管舗水 ヤマヨシ髙橋組㈱ 石巻市馬鞍字間々合54番地1 0225-62-0103

311 石巻 大特　２９－１９０２ 電管 ㈱ユアテック石巻営業所 石巻市大街道北一丁目1番21号 0225-96-6373

312 石巻 宮知般　３０－１８３１０ 土と鋼解 ㈲友和工業 石巻市吉野町三丁目5番6号 0225-93-7675

313 石巻 宮知般　２９－１９３５４ と解 ㈱ゆたか野建設 石巻市湊字鳥井崎50番地11 0225-93-4655

314 石巻 宮知特　２７－２０３７７ 土解 ㈱ユナイティヴ 石巻市大街道南二丁目10番1号 0225-98-4317

315 河北 宮知般　２７－６２３３ 土舗水 ㈱横山組 石巻市三輪田字華土手上15番地1 0225-62-1469

316 牡鹿 宮知般　２９-２１４６４ 土管舗水 ㈱吉藤工業 石巻市大原浜字町１１番地 0225-24-6271

317 石巻 宮知般　２６－１５７７１ 土舗 ㈲良信 石巻市門脇字青葉東88番4 0225-96-3410

318 桃生 宮知般　２８－１２２９５ 土建と舗水 ㈲隆昌建築工業 石巻市桃生町太田字溜畑18番地 0225-76-1274

319 河南 宮知特　２９－１１９４９ 土建 ㈱リュクス 石巻市鹿又字山下西115番地の1 0225-75-2131

320 石巻 宮知特　２８－１３５３２ 土と舗解 ㈲亮信興産 石巻市大街道南二丁目10番23号 0225-93-3415

321 河南 宮知特  ２６－１３２３７ 土と舗 ㈱ワークス石巻営業所 石巻市前谷地字高張1 0225-72-3616

322 石巻 大特　２６－３６５０

土建大左と石屋
タ鋼筋舗しゅ板
ガ塗防内絶園
具水 若築建設㈱石巻営業所 石巻市三ツ股二丁目6番60号 0225-23-1141

323 石巻 宮知般　２９－１４９９０

土建大左と石屋
タ鋼筋舗しゅ板
ガ塗防内絶具
水解 ㈱和光 石巻市魚町二丁目10番地25 022-781-6567

324 石巻 宮知特　２７－５８８

土建大と石管鋼
舗しゅ塗内園水
解 若生工業㈱ 石巻市清水町二丁目3番3号 0225-94-1111
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