指定有効期間及び更新の受付予定
尾花沢市より指定を受けた日

次回更新までの指定有効期間

平成11年4月1日～平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日～平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日～平成25年3月31日 令和5年9月29日まで

平成25年4月1日～令和２年3月31日 令和6年9月29日まで

令和2年4月1日～令和3年3月31日 令和7年9月29日まで

更新の受付開始（予定）
令和3年7月
令和4年7月
令和5年7月
令和6年7月
令和7年7月

尾花沢市（簡易水道区域）給水装置工事指定店一覧（所在市町村別）
市町村

住所

R2.11.24現在

事業者名（五十音順記載）
有限会社 旭屋設備
有限会社 エヌエス・商会
オールイ環境サービス株式会社
大山建設株式会社
株式会社 押切電業
有限会社 折原設備
ことぶき建設株式会社
小松ポンプ店
三共開発株式会社
庄屋設備
ＪＩＮ設備
新町設備
尾花沢市 株式会社 水建工業
鈴木設備工業
有限会社 髙橋水道設備
有限会社 手塚建材
有限会社 西塚配管工業所
株式会社 日健
丹生工業協同株式会社
株式会社 はながさ建設
株式会社 マルニシ
株式会社 丸和ガス
株式会社 矢作組
ヤハギ設備
山口設備工業

TEL
0237-23-3560
0237-22-1043
0237-25-2754
0237-22-1248
0237-23-2233
0237-28-3366
0237-22-0325
0237-22-1352
0237-22-1711
0237-28-2655
0237-23-3144
0237-22-1779
0237-53-0093
0237-25-3407
0237-22-0546
0237-22-0052
0237-22-1426
0237-24-3470
0237-23-3386
0237-25-3025
0237-23-3024
0237-23-3345
0237-23-2305
0237-23-2032
0237-22-0794

大字朧気47-3
横町二丁目2番35号
大字荻袋1728-1
新町四丁目3番7号
梺町四丁目3番37号
大字鶴巻田643番地の2
大字二藤袋1321番地の12
横町一丁目1番48号
大字朧気661番地の5
大字鶴巻田374番地
横町一丁目4番5号
新町五丁目2-26
上町四丁目11番47号
大字毒沢775番地4
新町一丁目1番22号
上町五丁目4-48
横町二丁目2番26号
大字芦沢1073-7
梺町三丁目3番45号
大字芦沢1207
上町四丁目11番11号
横町一丁目10番25号
大字尾花沢4723番地の1
若葉町一丁目6-10
北町2丁目2-23

令和7年
令和7年
令和3年
令和7年
令和4年
令和7年
令和3年
令和7年
令和4年
令和4年
令和6年
令和3年
令和6年
令和4年
令和7年
令和3年
令和7年
令和7年
令和7年
令和5年
令和7年
令和7年
令和3年
令和4年
令和4年

芦野設備
海藤設備
株式会社 木村商店
大石田町
株式会社 佐々木建設
株式会社 畑中
早坂工業

0237-35-4226
0237-35-4713
0237-35-2162
0237-25-2128
0237-35-3820
0237-35-3070

大字田沢2283-86
大字駒籠390
駅前通り8-1
大字鷹巣字南原48-27
桂木町3-1
大字岩ヶ袋390-2

令和3年
令和3年
令和7年
令和7年
令和7年
令和4年

0237-58-2029
0237-55-3116
0237-54-2407
0237-55-4511
0237-54-2577
0237-55-5675
0237-54-2035
0237-54-2456
0237-57-2801
0237-55-5547

大字土生田711-7
楯岡中町2番8-24号
大字大久保甲409番地の1
楯岡新町一丁目16-3
大字湯野沢108番地
楯岡中町4番43号
大字大久保甲4497番地の1
大字岩野106
大字富並1807-2
楯岡二日町6番地12号

令和3年
令和7年
令和4年
令和7年
令和4年
令和7年
令和3年
令和4年
令和3年
令和3年

有限会社 赤石チトセ電工社
秋葉設備株式会社
有限会社 芦野タイル
株式会社 建北社
ゴトウ住器
村山市
高谷建設株式会社
有限会社 外塚十兵衛商店
前田電気
株式会社 みちのくサービス
有限会社 村山技工

指定許可更新年

尾花沢市（簡易水道区域）給水装置工事指定店一覧（所在市町村別）

R2.11.24現在

TEL
0237-42-2298
0237-48-1787
0237-47-4884
0237-43-7337
0237-49-1871
0237-43-2250
0237-42-2962
0237-43-3434
0237-42-0270

住所
六田二丁目5番26号
大字羽入2350番地の6
大字若木字七窪5555番地の8
大字東根甲4460番地の3
神町西三丁目4番59号
大字蟹沢503
大字蟹沢1825-2
三日町4丁目1-33
大字東根甲553番地の1

指定許可更新年

有限会社 遠藤設備
有限会社 新栄水道工事店
有限会社 田中設備工業
天童市 有限会社 天童住宅設備
東海林建設株式会社
長岡ガス供給株式会社
株式会社 日本設備工業
株式会社 リフォームヨシダ

023‐654‐4111
023-653-3691
023-653-0381
023-654-8837
023-654-5729
023-654-1421
023-655-2211
023-654-6116
023-653-2108

北久野本3丁目2-33
大字東善寺467の1
乱川三丁目9番29号
泉町二丁目14番30号
柏木町二丁目6番21号
大字荒谷2789番地の1
中里五丁目13番16号
大字山元字藤田1043
交り江一丁目8-10

令和4年
令和5年
令和3年
令和7年
令和7年
令和3年
令和3年
令和5年
令和3年

遠藤設備建設株式会社
有限会社 内陸協栄設備
山形市 有限会社 樋口設備工業
菱建工業株式会社
株式会社 山形企業

023-641-4561
023-684-4716
023-684-4585
023-631-8923
023-641-6959

穂積84-1
天神町2049
大字灰塚933番地3
本町二丁目1番23号
小白川町三丁目5番6号

令和3年
令和5年
令和3年
令和4年
令和7年

0233-23-1351
0233-22-9557
0233-23-2555
0233-23-5077
0233-22-1273
新庄市
有限会社 日通プロパン青木商店 0233-22-2255
日本衛生工事株式会社 新庄営業所 0233-22-2666
株式会社 ヒラタ住工設備
0233-23-0990
丸善住設
0233-22-4188
有限会社 矢口設備工業
0233-22-6172

大字鳥越2430
中道町15-9
十日町字下西山2884-5
十日町1574番地の3
宮内町5番1号
若葉町1番12号
末広町1番30号
千門町5番1号
鳥越1005-57
金沢字中村1281番地1

令和4年
令和4年
令和7年
令和4年
令和7年
令和4年
令和3年
令和3年
令和3年
令和4年

市町村

事業者名（五十音順記載）
有限会社 青山設備工業
加藤工業株式会社
株式会社 齋藤管工業
株式会社 平山設備工業
東根市 株式会社 フカセ
保科設備工事
有限会社 本間商会
有限会社 山田電気商会
有限会社 横尾工務店
ENEOSグローブエナジー株式会社 山形支店

株式会社 今田ポンプ工業
ささ設備工事
株式会社 昭和設備工事
有限会社 新庄砕石工業所
株式会社 シンプロ

令和7年
令和3年
令和3年
令和7年
令和3年
令和3年
令和6年
令和4年
令和5年

0233-32-2075 舟形308番地10

令和7年

0233‐44‐2657 大字志茂265番地
0233-43-2534 満澤394番地の1

令和6年
令和4年

株式会社 黒田組
河北町 有限会社 サガミ
橋本商事株式会社

0237-72-7211 谷地庚28番地
0237-73-3106 谷地字月山堂424番地1
0237-73-2323 大字吉田939-1

令和4年
令和5年
令和6年

南陽市 尾形興業有限会社

0238-47-2537 宮内2992番地の11

令和3年

戸沢村 加藤設備

0233-72-2916 大字松坂字野口1920番地

令和4年

大蔵村 株式会社 押切

0233-75-2039 大字合海32

令和4年

舟形町 ニ藤部システム建設株式会社
最上町

株式会社 アイテック東北
有限会社 大場設備

株式会社 イースマイル
山形県外 株式会社 クラシアン
株式会社 馬渕工業所

03‐5754‐5520 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 令和6年
045-473-8181 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 令和5年
122-247-0181 宮城県仙台市太白区郡山4-10-2 令和4年

