
六ヶ所村指定給水装置工事事業者

平成28年4月1日

Ｎｏ 業者名 代表者名 住　　所 電話番号

1 （株）高田工業 高田　恵子 六ヶ所村大字鷹架字久保ノ内４９番地１ 0175-74-3711

2 附田建設（株） 附田　幸枝 六ヶ所村大字尾駮字二又２３番地２ 0175-72-4111

3 （株）岡山建設 荒谷　清隆 六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎３２４番地２ 0175-74-2325

4 （有）太陽管工 目代　政英 六ヶ所村大字泊字焼山４７６番地４ 0175-77-3282

5 舘設備 舘　　 武夫 六ヶ所村大字泊字川原７５番地３１２ 0175-77-2512

7 東北水道設備工業（株） 小田切　博 青森市大字荒川字柴田173番地2 017-762-1811

8 （有）豊伸工業 木村　 　齊 野辺地町字田狭沢３９番地２５ 0175-64-6162

9 小泉建設（株） 小泉　さつ子 六ヶ所村大字倉内字笹崎４４６番地 0175-74-3100

10 エムアイテック（株） 市島 　政晴 六ヶ所村大字尾駮字野附２２１番地１１ 0175-72-2595

11 （有）上野設備工業 上野 　貴広 六ヶ所村大字泊字焼山１２６番地 0175-77-2472

12 エース・サービス 石久保　友祐 六ヶ所村大字倉内字道ノ上３９番地１４ 0175-75-2630

13 （株）鳥山土木工業 鳥山　日出昭 六ヶ所村大字倉内字笹崎２８７番地 0175-74-2851

15 田中土木（株） 田中 　秀治 七戸町字鶴児平１１５番地 0176-62-6501

17 （有）日東設備工業 安藤　直敏 三沢市大字三沢字水筒４２番地２２号 0176-54-2141

18 ｸﾞﾛｰﾌﾞｴﾅｼﾞｰ㈱むつ横浜営業所 橘　裕一 横浜町字屋敷形３５番地８ 0175-78-2232

19 （株）大湊精電社　 西村 　　健 むつ市大湊新町８番５号 0175-24-1181

20 谷川設備工業（株） 谷川　  聡 むつ市新町４１番１号 0175-22-2659

21 （有）清水バーナー設備 清水　光美 横浜町字横浜４２番地 0175-78-2063

22 （有）北斗興業 滝沢　 とめ 東北町字水流７番地 0175-68-2152

24 （有）清水住設 清水　　 修 八戸市大字大久保字大山６０番地１６ 0178-35-5614

25 三興電気工業（株） 駒井　俊雄 野辺地町字大月平１５番地１２ 0175-64-6831

26 仁木設備工業所 仁木　俊夫 むつ市下北町２０番１９号 0175-23-3414

27 西浦水道建設工業（株） 小川　洋一郎 八戸市沼館一丁目７番３８号 0178-22-5167

28 （有）西舘設備工業 西舘　國和 三沢市東町四丁目１番地１４ 0176-57-4355

29 （有）北舘工業 北舘　智明 風間浦村大字下風呂字街道添２２番地３ 0175-36-2265

30 （株）壬生設備 浅野　善道 八戸市大字是川字小峠３番地４２９ 0178-71-8668

32 （有）タキグチ 滝口　林次郎 むつ市松山町１０番１３号 0175-23-0119

33 アクア設備（株） 苫米地 勝志 八戸市沼館１丁目２番１２号 0175-72-1500

34 中沢水道設備工業（株） 中沢　豊美 十和田市大字三本木字西金崎９４番地２ 0176-22-3695

35 （株）鳥谷部建設工業 鳥谷部　友子 六ヶ所村大字倉内字笹崎５５０番地 0175-74-2329

36 (株)アキラ工業 木村　   明 六ヶ所村大字倉内字笹崎２５４番地 0175-74-3178

37 （株）マルケン住設 千葉　健一 青森市大字駒込字月見野３７７番地３ 017-743-2080

38 （有）大樹設備工業 櫛引　光彦 青森市幸畑一丁目３０番２号 017-738-8899

39 附田設備工業（株） 力　  達男 東北町字上笹橋４番地の２ 0175-62-3011

40 （有）三共設備工業 蛯名　壽昭 東北町大字上野字軍事屋敷５７番地の２ 0176-56-5307

41 （有）齋藤水道設備工業 齋藤　柳蔵 野辺地町字馬門９４番地の１ 0176-64-2492

42 （有）永島建設 永島　明治 おいらせ町緑ヶ丘四丁目５０番地１３３６ 0176-53-2767

43 六ヶ所工業（有） 高橋　義忠 六ヶ所村大字出戸字岡畑６番地５ 0175-72-2606

44 青水工業（株） 奥村　吉昭 青森市浪打一丁目１３番５号 017-741-6121

45 友住設備工業（株） 橋場　   敏 十和田市東十六番町５１番２０号 0176-23-7615

47 平成産業(株) 桜井 政美 六ヶ所村大字尾駮字野附70-4 0175-72-3749

48 （有）日研設備 宮内　正美 六戸町大字犬落瀬字長漕１６番地１ 0176-55-4752

49 （株）東部環境建設 橋本 厚子 六ヶ所村大字平沼字二階坂９５番地１ 0175-75-2710

50 （有）晴和工業 丹波　芳弘 六ヶ所村大字泊字川原７００番地３ 0175-77-3153

51 （有）木村住宅機器 木村　幸弘 野辺地町字大月平２７番地の２３ 0175-64-1579

52 六ヶ所エンジニアリング（株） 附田　角栄 六ヶ所村大字尾駮字上尾駮２２番地２５８ 0175-73-2277

53 （有）県南設備工業 山田　靖博 十和田市元町西三丁目１２番１８号 0176-22-6204

54 田中設備工業所 田中   　明 むつ市柳町２丁目１０番８号 0175-22-3155

55 大泉建設（株） 小泉　國雄 六ヶ所村大字倉内字笹崎４８４番地 0175-74-2468

56 （株）菊池住設 菊池　一幸 むつ市大字関根字北関根２６番地 0175-25-2019

57 （株）クラシアン 村瀬　岳志 青森市羽白字池上208-7（青森営業所） 017-788-9181

58 （有）共同設備工業 宮古　美作雄 三沢市南山二丁目50番地2号 0176-54-4722

59 山樹産業（株） 山谷　直樹 青森市古川三丁目2番14号 017-777-9333

60 高田プラント（株） 高田 直治 六ヶ所村大字鷹架字向田1番地44 0175-74-3719

61 （有）田中水道工業所 田中　俊 三沢市南山三丁目174番地1号 0176-53-5953

62 (株)東管サービス 佐藤　直人 弘前市大字山崎3丁目5番地9 0176-53-5953

63 (有)小野寺水道設備工業 小野寺 正勝 六戸町大字犬落瀬字前谷地14-8

64 大羽建設株式会社 田中 良孝 六ヶ所村大字倉内字笹崎398-3

65 (有)八戸水洗サービス 中村 茂 八戸市類家四丁目14-4 0178-43-5155

66 (有)瀬川建設 瀬川恵一 六ヶ所村大字泊字川原75-129
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67 (有)田中工業 田中　正治 六ヶ所村大字泊字川原75-65


