
弘前市指定給水装置工事事業者一覧表
平成３１年４月１日現在

弘 前 市 外 業 者 業　　者　　名 代表者氏名 所　在　地  電話

【 青 森 市 】 青森設備工業(株) 小林　俊一 青森市篠田3丁目10-2 017-766-2421

赤平設備工業(株) 佐々木　昭仁 青森市荒川字柴田194-20 017-739-5825

アクア・クリエイト(株) 木村　大吉 青森市浪岡大字増館字宮元3-5 62-1557

井尻住設 井尻　泰和 青森市富田4丁目22-21 017-781-8956

(株)いとう設備 伊藤　竜雄 青森市大字高田字日野341 017-739-7804

(有)井村商会 井村　学 青森市大字野内字菊川70-11 017-752-8010

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

神山設備工業(株) 神山　久男 青森市大字大野字若宮54 017-739-3443

(有)きた設備工業 小笠原　貞子 青森市大字幸畑字松元43-26 017-738-7346

(株)共栄設備 上田　力 青森市浪岡福田二丁目8-17 62-0216

(株)協和 木村　圭介 青森市荒川字柴田281-8 017-739-7579

古川設備 古川　勝啓 青森市浪岡大字増館字富岡180-1 62-3421

(株)佐藤設備 佐藤　良隆 青森市浪岡大字増館字富岡175-1 62-4486

(株)三進工業 小川　功 青森市岡造道1丁目10-1 017-743-3033

大管工業(株) 大坂　智 青森市諏訪沢字岩田50-4 017-726-2100

(有)タカショウ設備 高橋　昭治 青森市八重田3丁目16-6 017-736-5311

(有)田中管工住設 田中　新一 青森市富田5丁目30-37 017-781-4472

(有)長谷川管工 長谷川　友人 青森市浪岡大字北中野字天王86 62-1346

(有)マルユウ大青水道工業 鈴木　正人 青森市大野字片岡28-12 017-776-8576

(株)三上住宅設備 三上　国光 青森市里見2丁目7-13 017-766-2888

(株)水乃設備 長谷川　隆史 青森市浪岡大字北中野字上嶋田2-2 62-2273

ヤマモト設備 山本　隆志 青森市大字宮田字玉水293-3 017-726-4916

山樹産業(株) 山谷　直樹 青森市古川3丁目2-14 017-777-9333

和光水道工業(株) 藤田　弘悦 青森市浪館前田4丁目35-20 017-777-4221

【鯵ヶ沢町】 木村住宅設備 木村　嘉実 鰺ヶ沢町大字建石町字雲雀野29-1 0173-72-1124

ストウ住設 須藤　徳文 鰺ヶ沢町大字舞戸町字西禿44-46 0173-72-5475

【 板 柳 町 】 共和管工 笹森　清一 板柳町大字板柳字土井209 73-3007

澤野農機(株) 澤野　清 板柳町大字福野田字増田1-34 73-3440

(有)神建設備 棟方　康晴 板柳町大字板柳字土井354 72-0078

セキ商会 関　義久 板柳町大字横沢字西里見117-16 72-1559

住宅環境テクノ 福井　善一 板柳町大字赤田字松下64-1 73-4688

成金商店 成田　隆憲 板柳町大字辻字松元67-6 73-2747

【田舎館村】 (有)小林設備 小林　博英 田舎館村大字堂野前字種井74-1 58-3101

GON設備 中山　晶 田舎館村大字東光寺字村田8番地 26-7505

(有)みちのく住設 斎藤　幸夫 田舎館村大字前田屋敷字南佃7-2 58-2455

ぶん太設備 増子　淳 田舎館村大字川部字上西田121-3 75-9030

【 大 鰐 町 】 (株)片山組 片山　雄廣 大鰐町大字蔵館字湯の沢4-3 48-2875

(有)清水製作所 清水　晃男 大鰐町大字大鰐字湯野川原80 48-2045

(有)誠管住設工業 葛西　勇喜 大鰐町大字三ツ目内字富岡186-3 47-8058

原子設備 原子　文麿 大鰐町大字長峰字苅田561-2 47-5258

【 黒 石 市 】 旭冷機工業(株) 村上　末次 黒石市旭町3 52-6577

阿保住設 阿保　勤 黒石市大字板留字宮下13 54-8359

(有)内山水道 内山　博文 黒石市大字浅瀬石字竜ノ口145-14 52-7783

(有)内山設備 内山　光友 黒石市大字浅瀬石字龍ノ口162-2 52-4839

管電工業(株) 宮本　仁 黒石市緑ヶ丘101 53-1155

(有)北山工務店 北山　寛三 黒石市大字浅瀬石字川合178-5 52-6301

(有)倉島プロパン　 倉島　崇 黒石市大字市ノ町51-4 53-3360

(有)桜庭設備 桜庭　俊光 黒石市追子野木2-31 52-4442

(有)佐々木設備社 佐々木　常夫 黒石市浦町2丁目83 52-3711

(株)サンケン住宅水道事業部 大友　幸作 黒石市緑町2丁目96-1 ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾑ102 53-3644

(有)三青熱器 山田　三雄 黒石市大字山形町70 52-2085

(有)大丸松井商店 松井　修一郎 黒石市大字若葉町3 52-3439

(有)たかはし設備 高橋　知行 黒石市大字温湯字鶴泉27-2 54-8680

(有)東髙電機 高坂　敏夫 黒石市大町1丁目27 53-3625

(有)ハウスシステムサンキ 種市　力也 黒石市大字馬場尻南111-7 52-6323

(株)北奥水道 山田　保之 黒石市大字浅瀬石字稲田3-4 53-5289

(株)村岡電気商会 村岡　光徳 黒石市八甲69-1 55-6161

給水装置工事を行う業者(給水装置工事事業者）は、お客様ご自身で選んで、申し込んで下さい。

上下水道部では、業者のあっせんは行なっておりません。

給水装置工事は、弘前市水道事業給水条例第６条第１項に基づき、この一覧に記載されている、

市が指定した業者でなければ行なうことができません。
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【五所川原市】 (有)大久保設備工業 大久保　一義 五所川原市大字飯詰字福泉287 0173-37-2216

(有)小山内設備 小山内　次男 五所川原市金木町嘉瀬字端山崎269-36 0173-53-3597

(株)小枝設備工業 小枝　孝太 五所川原市大字姥萢字桜木296-2 0173-34-8230

(有)こせき設備工業 小関　一豊 五所川原市雛田141-10 0173-35-5102

(有)サンセイ住設 木村　賢蔵 五所川原市大字姥萢字桜木288-20 0173-34-3901

(株)大丸古川 古川　篤子 五所川原市大字小曲字沼田5-1 0173-35-2777

(有)中央設備工業 今　昭彦 五所川原市大字姥萢字菖蒲7-32 0173-34-4788

(株)東信住設機器 坂本　直哉 五所川原市新宮字岡田26-3 0173-38-1202

(株)東北冷暖設備工業 高橋　義彦 五所川原市大字唐笠柳字藤巻406 0173-35-9411

(株)外崎配管設備 外崎　勲 五所川原市字烏森582 0173-35-9816

(有)豊金工業　 古川　均 五所川原市金木町芦野200-1041 0173-53-2201

(株)丸英でんき 飛嶋  響 五所川原市末広町30-43 0173-35-0103

(有)山中水道 山中　弘海 五所川原市金木町玉水200-1 0173-53-2827

【外ヶ浜町】 張山水道設備 張山　幸男 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺41-1 0174-22-3617

【つがる市】 (有)田中建設 田中　洋行 つがる市稲垣町豊川藤見山53-2 0173-46-3867

(株)伝法谷でんき設備 伝法谷　幸雄 つがる市木造出野里船川2-1 0173-46-2176

(有)長谷川設備 長谷川　裕治 つがる市木造越水長谷川164-24 0173-26-3503

【 鶴 田 町 】 (有)北建開発 北谷　春子 鶴田町大字鶴田字沖津176-2 0173-22-4475

(有)齋藤住設 齋藤　博昭 鶴田町大字妙堂崎字米元107-1 0173-22-4107

タシメ建材(株) 太田　正巳 鶴田町大字鶴田字沖津196 0173-22-5525

(有)鶴水設備工業 小野　新逸 鶴田町大字鶴田字前田127-20 0173-22-6477

鶴水ボーリング(株) 小野　貢誠 鶴田町大字鶴田字小泉329ｰ1 0173-22-2726

永澤設備工業 永澤　光廣 鶴田町大字鶴泊字東田88-1 0173-22-2568

【 平 川 市 】 (有)一戸施設工業 一戸　和夫 平川市碇ヶ関三笠山21-1 46-2312

(有)入江ポンプ 入江　政弘 平川市尾上栄松201 57-2340

(有)尾上設備 清藤　誠 平川市新屋町北鶉野27-5 57-5739

(株)さいとう住宅設備 齋藤　信夫 平川市南田中村内9-7 78-1042

清藤水道 清藤　英志 平川市新屋栄館58-5 44-4718

東伸設備 山口　豊彦 平川市唐竹苺原17-1 43-0005

(株)平賀設備工業 須藤　誠 平川市本町北柳田25-2 44-8275

(有)三浦機械管工業 三浦　清三郎 平川市新館野木和2-10 44-2562

【 平 内 町 】 (有)木村水道 木村　国光 東津軽郡平内町大字小湊字小湊119-1 017-755-3737

(株)北斗住機 田中　浄 東津軽郡平内町大字小湊字新道46-203 017-755-3779

【 藤 崎 町 】 アサノカンスイ(株) 野呂　正朝 藤崎町大字西豊田3丁目1-24 75-4970

(有)猪股住設 猪股　清光 藤崎町大字水木字水元60 65-3963

(有)工藤設備工業所 工藤　孝真 藤崎町大字中野目字葛巻26-1 75-4712

俵舛テレビ住設 工藤　義明 藤崎町大字俵舛字前田41-11 75-2824

(有)藤崎水道 北畠　春二 藤崎町大字藤崎字西村井17-16 75-2464

アール住設 三上　諒 藤崎町大字小畑字福元8 0172-55-0583

吉田設備 吉田　智 藤崎町大字福島字村元66-1 65-2097

(有)藤村設備 村上　行雄 藤崎町大字葛野字前田53-11 0172-75-2067

【 む つ 市 】 田中設備工業(株) 田中　明 むつ市柳町2丁目10-9 0175-22-3155

(株)マルヤスコーポレーション 安倍　忠彦 むつ市田名部赤川ノ内並木92-4 0175-22-4551

【 蓬 田 村 】 (有)小鹿設備工業 小鹿  昭義 蓬田村大字長科字川瀬31-４ 0174-27-2438

【 横 浜 市 】 (株)クラシアン 鈴木　一也 横浜市港北区新横浜1丁目2-1 0120-500-500

【 大 阪 市 】 (株)イースマイル 島村　禮孝 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525

【 仙 台 市 】 (株)オアシスソリューション　東北支店 小川　隆玄 仙台市太白区鹿野三丁目27-17　フレール仙台長町南1階 022-304-5625

【 広 島 市 】 (株)アクアライン 大垣内　剛 広島県広島市中区上八丁堀8-8　第一ウエノヤビル6階 082-502-6644
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