
　指　定　排　水　設　備　工　事　業　者　名　簿
指定
番号 事　業　所　名 電話番号

1 株式会社　村岡電気商会 代表取締役 村元　光徳 黒石市八甲69-1 0172-55-6161

2 上原ガス設備　株式会社 代表取締役 上原　弘志 五所川原市字鎌谷町122-1 0173-34-9078

3 有限会社　山中水道 代表取締役 山中　弘海 五所川原市金木町玉水200-1 0173-53-2827

4 有限会社　豊金工業 代表取締役 古川　均 五所川原市金木町芦野200-1041 0173-53-2201

5 株式会社　山口水道建設 代表取締役 種市　哲 五所川原市字中平井町1-2 0173-35-2996

6 丸葉水道工業所 代表 秦　幸彦 五所川原市相内95 0173-62-2054

7 有限会社　サンセイ住設 代表取締役 木村　賢蔵 五所川原市大字姥萢字桜木288-20 0173-34-3901

8 よろずプランマ－ 代表 木村　陽仁 五所川原市大字持子沢字笠野前287-1 0173-27-3536

9 丸忍設備 代表 木村　鉄子 五所川原市大字稲実字稲葉53-13 0173-34-6346

10 有限会社　松山プロパン商会 代表取締役 松山　竜太 五所川原市字新宮町82-3 0173-35-1152

11 株式会社　小枝設備工業 代表取締役 小枝　孝太 五所川原市大字姥萢字桜木296-2 0173-34-8230

12 有限会社　ハウスシステムサンキ 代表取締役 種市　力也 黒石市馬場尻南111-7 0172-52-6323

13 株式会社　高杉建設 代表取締役 高杉　桂吉 五所川原市大字太刀打字馬繋10-8 0173-35-7467

14 株式会社　旭組 代表取締役 藤田　靖 弘前市大字神田四丁目6-27 0172-36-3251

15 有限会社　中央設備工業 代表取締役 今　照彦 五所川原市大字姥萢字菖蒲7-32 0173-34-4788

16 興産設備工業株式会社 取締役社長 須藤　芳雄 弘前市大字神田四丁目1-11 0172-36-2326

17 有限会社　金木工業 代表取締役 木村　行雄 五所川原市金木町中柏木鎧石159-2 0173-52-3031

18 株式会社　水乃設備 代表取締役 長谷川　隆史 青森市浪岡大字北中野字上嶋田2-2 0172-62-2273

19 有限会社　あさだ管工 代表取締役 朝田　信雄 弘前市大字取上三丁目6-11 0172-35-6081

20 齋勝建設株式会社 代表取締役 齋藤　彰浩 五所川原市大字太刀打字早蕨98-4 0173-35-2710

21 有限会社　小野水道工業所 代表取締役 小野　篤 五所川原市大字一野坪字麻ノ葉195-1 0173-35-7215

22 旭冷機工業株式会社 代表取締役 村上　末次 黒石市旭町3 0172-52-6577

23 株式会社　東管サービス 代表取締役 佐藤　直人 弘前市大字山崎三丁目5-9 0172-88-0805

24 有限会社　一戸設備工業 取締役 一戸　孝二 五所川原市大字米田字八ツ橋19-4 0173-34-4026

25 有限会社　プランナーハタノ 代表取締役 幡野　徳克 五所川原市みどり町四丁目5 0173-34-2663

26 有限会社　長谷川設備 代表取締役 長谷川　裕治 つがる市木造越水長谷川164-24 0173-26-3503

27 赤平設備工業株式会社 代表取締役 佐々木　昭仁 青森市大字荒川字柴田194-20 017-739-5825

28 斉寿設備 代表 齊藤　寿人 弘前市大字一野渡字野尻121 0172-87-1381

29 株式会社　東信住設機器 代表取締役 坂本　直哉 五所川原市大字新宮字岡田26-3 0173-38-1202

30 有限会社　マルユウ大青水道工業 代表取締役 鈴木　正人 青森市大字大野字片岡28-12 017-776-8576

31 木村設備工業 代表 木村　直秋 つがる市木造兼館霞ヶ関19 0173-42-6627

32 株式会社　ＳＩＮＭＥＩ 代表取締役 佐藤　文宣 五所川原市大字太刀打字常盤83-2 0173-33-4777

33 株式会社　伝法谷でんき設備 代表取締役 傳法谷　幸雄 つがる市木造出野里船川2-1 0173-46-2176

34 有限会社　外崎配管工業所 代表取締役 外崎　隆 鶴田町大字鶴田字生松114 0173-22-3638

35 株式会社　大伸管工業所 代表取締役 奈良岡　隆人 弘前市大字藤野一丁目6-3 0172-34-2871

36 有限会社　内山設備 代表取締役 内山　光友 黒石市大字浅瀬石字龍ノ口162-2 0172-52-4839

37 株式会社　日水設備工業 代表取締役 中村　貴志 青森市中佃三丁目5-8 017-742-6614

38 株式会社　東北冷暖設備工業 代表取締役 高橋　義彦 五所川原市大字唐笠柳字藤巻406 0173-35-9411

39 有限会社　鶴水設備工業 代表取締役 小野　新逸 鶴田町大字鶴田字前田127-20 0173-22-6477

40 井尻住設 代　表 井尻　泰和 青森市富田四丁目22-21 017-781-8956

41 有限会社　一戸水道工務所 代表取締役 一戸　孝男 五所川原市若葉二丁目2-12 0173-35-9452

42 葛西設備 代表 葛西　秋彦 つがる市木造赤根3-15 0173-42-1569

43 カシマ興業 代表 穴木澤　サツ 青森市三内字稲元39-13 017-766-8899

44 有限会社　こせき設備工業 代表取締役 小関　一豊 五所川原市字雛田141-10 0173-35-5102
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45 株式会社　外崎配管設備 代表取締役 工藤　禎之 五所川原市字烏森582 0173-35-9816

46 合同会社モエド 代表社員 木村　良人 弘前市大字西城北二丁目3-2 0172-26-6226

47 東弘電機株式会社 代表取締役 須藤　朗孝 弘前市大字神田二丁目7-5 0172-34-3865

48 株式会社　大丸古川 代表取締役 古川　篤子 五所川原市大字小曲字沼田5-1 0173-35-2777

49 有限会社　たかはし設備 代表取締役 髙橋　知行 黒石市大字温湯字鶴泉27-2 0172-54-8680

50 株式会社　丸英でんき 代表取締役 飛嶋　響 五所川原市字末広町30-43 0173-35-0103

51 管電工業株式会社 代表取締役 宮本　仁 黒石市緑ヶ丘101 0172-53-1155

52 株式会社　トータル設備工業 代表取締役 太田　智己 弘前市大字高田字苺原96-2 0172-29-1712

53 株式会社　山田設備 代表取締役 山田　松男 鶴田町大字山道字前田5 0173-22-3627

54 有限会社　田中管工住設 代表取締役 田中　新一 青森市富田五丁目30-37 017-781-4472

55 株式会社　協和 代表取締役社長 木村　圭介 青森市大字荒川字柴田281-8 017-739-7579

56 鎌田設備工業株式会社 代表取締役 安田　隆 弘前市大字藤野一丁目6-2 0172-36-1900

57 株式会社　ヤスタケ 代表取締役 安井　静子 弘前市大字藤野一丁目6-1 0172-32-8500

58 有限会社　北建開発 代表取締役 北谷　春子 鶴田町大字鶴田字沖津176-2 0173-22-4475

59 有限会社　村元水道工業 代表取締役 村元　尚悦 五所川原市磯松磯野153-1 0173-62-2092

60 株式会社　昭和住設 代表取締役 秋田谷　東 つがる市柏広須野宮15-6 0173-25-2501

61 株式会社　外崎道路 代表取締役 外崎　正 板柳町大字福野田字実田25-19 0172-73-5597

62 ストウ住設 代表 須藤　德文 鯵ヶ沢町大字舞戸町字西禿44-46 0173-72-5475

63 タシメ建材株式会社 代表取締役 太田　正巳 鶴田町大字鶴田字沖津196 0173-22-5525

64 共立設備工業株式会社 代表取締役 齋藤　貴之 弘前市大字扇町二丁目4-1 0172-28-3456

65 株式会社　北奥水道 代表取締役 山田　保之 黒石市大字浅瀬石字稲田3-4 0172-53-5289

66 有限会社　小鹿設備 代表取締役 小鹿　勝夫 青森市大字羽白字沢田40-29 017-788-0770

67 有限会社　田中建設 代表取締役 田中　洋行 つがる市稲垣町豊川藤見山53-2 0173-69-7323

68 株式会社　レクシム 代表取締役 西舘　利貞 弘前市本町33-12 0172-33-0222

69 アクア・クリエイト株式会社 代表取締役 木村　大吉 青森市浪岡大字増館字宮元3-5 0172-62-1557

70 株式会社　共同設備 代表取締役 澁谷　久人 弘前市大字兼平字猿沢77-5 0172-82-5657

71 株式会社　第一空調 代表取締役 工藤　重義 弘前市大字石川字外坪81 0172-29-1334

72 有限会社　長谷川管工 代表取締役 長谷川　友人 青森市浪岡大字北中野天王86 0172-62-1346

73 株式会社　弘前水道 代表取締役 阿保　秀樹 弘前市大字茂森新町一丁目8-6 0172-32-8870

74 アール住設 代表 三上　諒 藤崎町大字小畑字福元8 0172-55-0583

75 株式会社　さいとう住宅設備 代表取締役 齋藤　信夫 平川市南田中村内9-7 0172-78-1042

76 合同会社サン設備 代表社員 三上　新一 つがる市柏下古川稲森59-3 0173-33-9515

77 木村設備 代表 木村　文治 五所川原市字烏森16-12 0173-35-4257

78 株式会社　マル長 代表取締役 長見　範孝 弘前市大字門外三丁目8-1 0172-27-1155

79 有限会社　シラカワ住研 代表取締役 白川　順一 五所川原市大字姥萢字桜木370-3 0173-34-6806

80 株式会社　設備技研イワキ 代表取締役 田村　博文 弘前市大字土堂字長瀬252-2 0172-38-4111

81 東北水道設備工業株式会社 代表取締役社長 小田切　博 青森市大字荒川字柴田173-2 017-762-1811

82 株式会社　北斗住機 代表取締役 田中　浄 東津軽郡平内町大字小湊字新道46-203 017-755-3779

83 株式会社　今工務所 代表取締役 今　謙一 五所川原市字504番地1 0173-34-3361

84 城東電気株式会社 代表取締役 外﨑　清文 弘前市大字城東五丁目12番地3 0172-27-2055

85 吉田設備 代表 吉田　智 南津軽群藤崎町大字福島字村元66-1 0172-65-2097

86 株式会社　セイカン 代表取締役 山本　大信 弘前市大字富栄字浅井名220番地 0172-88-7583
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