北秋田市下水道排水設備指定工事店（R02.04.01～R04.03.31）
令和4年1月11日現在
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工 事 店 名
有限会社 藤島設備工業
株式会社 芳賀工務店
株式会社 成田施設
ほくよう建設 株式会社
有限会社 松尾土木
株式会社 大川建設
東北ワールドサービス
有限会社 明祝商事 北秋田支店
株式会社 柴田水道施設
有限会社 丸栄建設
日通プロパン鷹巣販売 有限会社
有限会社 ビルド・ミヤノ
有限会社 長岐建設
有限会社 和田設備工業
朝日建設 株式会社
有限会社 中嶋施設工業
株式会社 丸伊商店
池田建設 株式会社
奥山建設 株式会社
北秋田総合設備 有限会社
株式会社 森吉酸素工業所
有限会社 米広組
秋田土建 株式会社
有限会社 武石配管工業
有限会社 トシ設備工業
有限会社 ヤマグチ
株式会社 上杉組
有限会社 魚住電器商会
古河林業緑化 株式会社
阿仁設備
有限会社 阿仁土建
有限会社 山口電機工業所
有限会社 片岡電気工事
有限会社 合川水道施設工業所
有限会社 工藤設備工業所
シゲ・エンジニアリング
有限会社 山本電器
株式会社 佐藤庫組
有限会社 高橋電気商会
ささき設備
有限会社 木次谷設備
有限会社 オーエンス
大館桂工業 株式会社
東北ビル管財 株式会社
こね浴槽店
株式会社 古沢総業
有限会社 浅利住設
株式会社 衛暖工業
有限会社 山田政一商店
花岡土建 株式会社
有限会社 タシロ
有限会社 北秋クリーンサービス
株式会社 いとだ設備サービス

住

所

北秋田市旭町１４－３
北秋田市旭町９－３
北秋田市鷹巣字北中家下１３－１
北秋田市綴子字田中表１２７
北秋田市栄字悪戸６１－３
北秋田市鷹巣字小沼２４
北秋田市鷹巣字西上綱３５－１
北秋田市鷹巣字本屋敷６２－４
北秋田市綴子字佐戸岱７７－３
北秋田市綴子字菅の沢出口１６５－１
北秋田市綴子字中堤８２－２
北秋田市綴子字宮本１４７－１
北秋田市七日市字寺山下７－８
北秋田市松葉町１２－１９
北秋田市脇神字平崎川戸沼１２－７
北秋田市脇神字中金堀１４５－２
北秋田市阿仁前田字下山根１９５－１
北秋田市小又字下川原６３－１
北秋田市小又字羽根川６３－４
北秋田市本城字中島７６－８
北秋田市米内沢字上強瀬５－１
北秋田市米内沢字桐木岱３０４－３
北秋田市米内沢字倉ノ沢出口５－１
北秋田市米内沢字鶴田岱１４９－２
北秋田市米内沢字萩ノ下２３１－３
北秋田市阿仁荒瀬字向岱１０
北秋田市阿仁萱草字水上口５９
北秋田市阿仁銀山字下新町１０１
北秋田市阿仁銀山字下新町１１９－６
北秋田市阿仁戸鳥内字家ノ前１７
北秋田市阿仁比立内字前田表６１
北秋田市阿仁水無字大町１４６－１５
北秋田市阿仁吉田字町頭１６
北秋田市川井字才の神６４－３３
北秋田市川井字松石殿１－４２４
北秋田市木戸石字屋布岱１３９－１
北秋田市下杉字田ノ沢１７－２
北秋田市木戸石字川下３２
大館市岩瀬字谷地の平３－２７２
大館市釈迦内字四方石３４－３
大館市葛原字屋布後６６－１
大館市早口字堤の沢６４－２６
大館市御成町３丁目７－１７
大館市片山字中通６－２
大館市幸町１３－９
大館市字三ノ丸３９
大館市清水５丁目８－１５
大館市釈迦内字下大留８３
大館市中道１丁目４－１
大館市中道３丁目１－５０
大館市外川原字苗代端１７
大館市餅田２丁目１－８１
大館市片山字浮島９３－１

電話番号
０１８６－６２－１０８６
０１８６－６２－０９５２
０１８６－６２－２８７０
０１８６－６２－２２４１
０１８６－６２－１４１９
０１８６－６２－２９２０
０１８６－６３－２０２８
０１８６－６２－２９４３
０１８６－６２－９７０６
０１８６－６２－１８９７
０１８６－６２－１７４８
０１８６－６３－０８６７
０１８６－６６－２２２２
０１８６－６２－２４５９
０１８６－６２－３８３０
０１８６－６２－１７９８
０１８６－７５－２３４４
０１８６－７５－３１２６
０１８６－７５－２０１２
０１８６－７２－３１８９
０１８６－７２－３３４６
０１８６－７２－３３０３
０１８６－７２－３００１
０１８６－７２－４０７８
０１８６－７２－３７５３
０１８６－８２－３３３０
０１８６－８２－２０４０
０１８６－８２－２０５３
０１８６－８２－２１８０
０１８６－８４－２２８２
０１８６－８４－２９９０
０１８６－８２－３３８９
０１８６－８２－２０４２
０１８６－７８－２８５４
０１８６－７８－４０５５
０１８６－７８－３６２２
０１８６－７８－２４００
０１８６－７８－２１５４
０１８６－５４－２０３８
０１８６－９９－０１７３
０１８６－５２－３１２６
０１８６－５４－０５６０
０１８６－４９－１３３１
０１８６－４３－００５５
０１８６－４２－５５４３
０１８６－４２－０２８８
０１８６－４３－１５５０
０１８６－４８－６０５４
０１８６－４２－４７５１
０１８６－４２－５３９１
０１８６－５４－２６１４
０１８６－４２－４１９８
０１８６－４９－２６１２

北秋田市下水道排水設備指定工事店（R02.04.01～R04.03.31）
令和4年1月11日現在
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工 事 店 名
工藤工業 有限会社
有限会社 マコト設備工業
株式会社 巽工業所
株式会社 カンザイ
株式会社 新東組
有限会社 成金金物店
高橋施設
株式会社 能代清掃センター
山岡工業 株式会社
株式会社 カミオ
株式会社 あたご
株式会社 日東施設工業所
総合施設 株式会社
有限会社 藤原工務店
株式会社 三和施設
山二施設工業株式会社 能代営業所
株式会社 齋藤設備工業
ライズテクノ 株式会社
株式会社 秋南水道施設工業
株式会社 小坂設備
株式会社 イトウ建材店
渡部水道
株式会社 鹿渡工業
マサキ住設
大渕サービス
株式会社 協立
互大設備工業 株式会社
菅原水道 株式会社
株式会社 柴田ボイラ工業
羽後設備 株式会社
有限会社 佐藤燃料水道工事店
日管設備工業 株式会社
有限会社 渋谷設備
有限会社 田中設備工業
有限会社 ヒカリ設備工業
株式会社 村上設備
89件

住

所

大館市柄沢字稲荷山下１９７
大館市片山字中通３８－１１
大館市中道二丁目２－３５
鹿角市花輪字新田町１６－４８
鹿角市八幡平字永代地５０
能代市二ツ井町字下野家後３２－３
三種町外岡字逆川１１２－６
能代市河戸川字西山下１－６
秋田市御所野湯本２丁目１－５
秋田市将軍野南３丁目９－４
秋田市楢山愛宕下１１－６１
秋田市楢山登町１１－４０
秋田市外旭川字三千刈１０６－１
秋田市新屋北浜町３－４１
秋田市楢山古川新町２８
能代市字臥竜山３９－１８
北秋田市新田目字大野３－１
大館市川口字隼人岱９番地１
秋田市仁井田本町１丁目１９－１８
男鹿市船川港船川字船川４５
鹿角市十和田毛馬内字城ノ下７４－１０
八郎潟町夜叉袋字後谷地７３－１
能代市浅内字横道３４－４
大館市山館字田尻１５６
秋田市飯島鼠田４丁目５－１６
能代市能代町字中川原３３－５７
秋田市添川字境内川原２２８－２７
大館市比内町笹館字小新田３２
能代市扇田字四ツ屋２５－１８７
秋田市泉中央二丁目２－２９
能代市二ツ井町字下野家後９１－１
秋田市外旭川字三千刈７－６
潟上市天王字不動台１１９－４
能代市二ツ井町仁鮒字岩下５５－６
大館市池内字田中７４１
秋田市大住南三丁目１８番２５号

電話番号
０１８６－４２－７８００
０１８６－４９－３５２５
０１８６－４２－２９０６
０１８６－２３－７４８６
０１８６－３２－２２２２
０１８５－７３－３３２７
０１８５－８３－４１５６
０１８５－５２－２２８６
０１８－８２６－１６１６
０１８－８４５－００４３
０１８－８３４－４０７６
０１８－８３４－６３７１
０１８－８２３－５０７３
０１８－８２４－３８４３
０１８－８３３－８０３２
０１８５－５２－０３７７
０１８６－８４－８５６２
０１８６－５９－４５９３
０１８－８２９－０５１１
０１８５－２３－２７２７
０１８６－３５－２０９６
０１８－８７５－２４８５
０１８５－７４－８５７５
０１８６－５９－４５６７
０１８－８４５－２５９７
０１８５－５２－６３６１
０１８－８３３－９２７０
０１８６－５９－６１３１
０１８５－５８－３５０５
０１８－８６３－０２０２
０１８５－７３－４６３４
０１８－８６５－３３８３
０１８－８７８－３５６４
０１８５－７３－３８４３
０１８６－４３－０７１６
０１８－８２９－３８０２

