
北秋田市指定給水装置工事事業者

No.1

番号 業者名 代表者名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 地区

1 成田施設 成田　守 北秋田市伊勢町14-4 0186-62-2870 0186-62-5121 鷹巣

2 ㈲菊地電気商会 菊地　博忠
北秋田市阿仁幸屋渡字
山根16

0186-84-2148 0186-84-2051 阿仁

3 ㈱森吉酸素工業所 杉渕　忠昭
北秋田市米内沢字上強
瀬5-1

0186-72-3346 0186-72-5037 森吉

4 ㈲高橋電気商会 高橋　笑子
田代町岩瀬字谷地平3-
272

0186-54-2038 0186-54-2219 大館

5 秋田土建㈱ 北林　一成
北秋田市米内沢字倉ノ
沢出口5-1

0186-72-3001 0186-72-3004 森吉

6 ㈲ヤマグチ 山口　勉
北秋田市阿仁荒瀬字向
岱10

0186-82-3330 0186-82-2812 阿仁

7 藤岡工業 藤岡　四郎 秋田市飯島緑丘町3-4 018-846-2633 018-846-2633 秋田

8
㈲合川水道施設工
業所

長田　健一
北秋田市川井字才ノ神
64-33

0120-78-2854 0186-78-3208 合川

9 ㈲和田設備工業 和田　至啓 北秋田市松葉町12-19 0186-62-2459 0186-62-2458 鷹巣

10 山岡工業㈱ 山岡　緑三郎
秋田市御所野湯本2-1-
5

018-826-1616 018-826-1565 秋田

11 ㈱衛暖工業 畠山　進
大館市釈迦内字下大留
83

0186-48-6054 0186-48-6353 大館

12 永井電機商会 永井　孝
北秋田市坊沢字屋敷
92-1

0186-63-1381 0186-62-0826 鷹巣

13 総合施設㈱ 鈴木　英樹
秋田市外旭川字三千刈
106-1

018-823-5073 018-863-2780 秋田

14 ㈲藤原工務店 藤原　正廣 秋田市新屋北浜町3-41 018-824-3843 018-867-2633 秋田

15 大館桂工業㈱ 中田　直行 大館市御成町3-7-17 0186-49-1331 0186-49-7411 大館

16
㈱能代清掃セン
ター

大塚　勝栄
能代市河戸川字西山下
1-6

0185-52-2286 0185-54-1177 能代

17 ㈲藤島設備工業 藤島　勝由 北秋田市旭町14-3 0186-62-1086 0186-62-1094 鷹巣

18 ㈲高橋工務店 高橋　規幸
北秋田市川井字才ノ神
62-2

0186-78-2973 0186-78-3981 合川

19 ㈲工藤設備工業所 工藤　昭作
北秋田市川井字松石殿
1-424

0186-78-4055 0186-78-4056 合川

20 ㈲宗和 佐藤　サチ子
北秋田市木戸石字林岱
1-11

0186-78-4108 0186-78-3938 合川

21 ㈱上杉組 上杉　操
北秋田市阿仁萱草字水
上口59

0186-82-2040 0186-82-2001 阿仁

22 ㈲明祝商事 明石　祝一
北秋田市鷹巣字本屋敷
62-4

0186-62-2943 0186-55-0306 鷹巣

23 柴田水道施設 柴田　正吉
北秋田市綴子字佐戸岱
79-122

0186-62-9706 0186-62-2362 鷹巣

24 ㈲浅利住設 浅利　桂一 大館市清水町5-8-15 0186-43-1550 0186-43-1553 大館

25 ㈱カンザイ 越後　健夫
鹿角市花輪字新田町
16-48

0186-23-7486 0186-23-7487 鹿角

26 ㈲中嶋施設工業 中嶋　武
北秋田市脇神字中金堀
145-2

0186-62-1798 0186-62-1779 鷹巣

27 いとだ設備サービス 糸田　恒光 大館市片山字浮島93-1 0186-49-2612 0186-49-2417 大館

28 ㈱巽工業所 巽　弘 大館市中道二丁目2-35 0186-42-2906 0186-42-2905 大館

29 ㈲菅原管工業 菅原　良三 大館市山館字羽立1-1 0186-42-3928 0186-42-9477 大館

30
㈲北秋クリーンサー
ビス

石川　富雄
大館市餅田二丁目1番
81号

0186-42-4198 0186-42-8417 大館
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番号 業者名 代表者名 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 地区

31 ㈲魚住電器商会 魚住　素也
北秋田市阿仁銀山字下
新町101

0186-82-2053 0186-82-3715 阿仁

32 長修設備 長岐　修治
北秋田市七日市字寺山
下7-18

0186-66-2304 0186-66-2087 鷹巣

33 ㈲ヒカリ設備工業 畠山　英則 大館市池内字田中741 0186-43-0716 0186-43-3591 大館

34
日通プロパン鷹巣
販売㈲

間渕　利夫
北秋田市綴子字中堤
82-2

0186-62-1748 0186-62-6090 鷹巣

35
東北ワールドサービ
ス

糸田　博幸
北秋田市鷹巣字西上綱
35-1

0186-63-2028 0186-63-2028 鷹巣

36 工藤工業㈲ 工藤　誠治
大館市柄沢字稲荷山下
197

0186-42-7800 0186-42-7801 大館

37 東北ビル管財㈱ 深井　俊一 大館市片山字中通6-2 0186-43-0055 0186-43-5890 大館

38 ㈲みうら水道 三浦　満
能代市字大瀬儘下45-
47

0185-53-3029 0185-53-5108 能代

39 ㈱古沢総業 古沢　トミ子 大館市字三の丸39 0186-42-0288 0186-49-2285 大館

40 ㈲オーエンス 奈良　敏夫
田代町早口字堤の沢
64-26

0186-54-0560 0186-54-6383 大館

41 こね浴槽店 小根　伸夫 大館市幸町13-9 0186-42-5543 0186-42-5543 大館

42 ㈱カミオ 谷藤　健二
秋田市将軍野南三丁目
9-4

018-845-0043 018-846-7936 秋田

43 ㈲大坂設備 大坂　勉 北秋田市東横町12-31 0186-62-1093 0186-62-0503 ×

44 大民施設工業㈱ 大島　駿一
秋田市川尻町字大川反
170-48

018-823-3121 018-864-1666 ×

45 ㈲三政施設工業 三政　勝雄 大館市泉町8-8 0186-42-8821 0186-42-8836 ×

46
シゲ，エンジニアリ
ング

杉渕　忠子
北秋田市木戸石字屋布
岱139-1

0186-78-3622 0186-78-3622 合川

47
㈲佐藤設備メンテナ
ンス

佐藤　博
大館市釈迦内字台野道
下42-4

0186-48-6902 0186-48-2655 大館

48 ㈲大館設備工業 畠山　裕
大館市早口字赤坂下
11-11

0186-54-6218 0186-42-5603 大館

49 ナラタデンキ 奈良田　榮二 北秋田市材木町1-10 0186-62-2143 0186-62-2157 鷹巣

50 阿仁設備 鈴木　一
北秋田市阿仁戸鳥内字
家ノ前17

0186-84-2465 0186-84-2465 阿仁

51 ㈲マコト設備工業 秦　誠
大館市片山字中通38-
11

0186-49-3525 0186-49-3526 大館

52 コダマ設備工業社 児玉　勇二 能代市盤若町4-6 0185-52-6826 0185-52-6837 能代

53 ㈲山口電機工業所 山口　信一
北秋田市阿仁水無字大
町146-15

0186-82-3389 0186-82-3569 阿仁

54 ㈲山田政一商店 山田　和人 大館市中道一丁目4-1 0186-42-4751 0186-42-4753 大館

55 杉渕ポンプ店 杉渕　耕蔵
北秋田市根田字屋布岱
2-3

0186-78-4901 0186-78-4901 合川

56 ㈲牧野工業所 牧野　弘忠 大館市片山字中通7-8 0186-43-9215 0186-59-6966 大館

57 藤管 藤嶋　竹次郎
北秋田市桂瀬字下羽貫
谷地4-13

0186-73-2140 0186-73-2140 森吉

58 山二施設工業㈱ 松木　文雄 秋田市山王五丁目1-7 018-823-8146 018-824-2164 秋田

59 ㈲武石配管工業 武石　茂夫
北秋田市米内沢字鶴田
岱149-2

0186-72-4078 0186-72-4032 森吉

60 鈴木水道 鈴木　八一
北秋田市桂瀬字上羽貫
谷地29-2

0186-73-2520 - 森吉
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61 ㈲トシ設備工業 松橋　敏夫
北秋田市米内沢字林の
腰31-6

0186-72-3753 0186-72-3783 森吉

62 佐藤工業 佐藤　半蔵
北秋田市米内沢字中道
岱9-2

0186-72-3468 - ×

63 志渡水道工事店 志渡　新八
北秋田市小又字下川原
132-1

0186-75-2213 0186-75-2213 ×

64 合資会社丸伊商店 高田　正子
北秋田市小又字下川原
110

0186-75-2341 0186-75-2342 森吉

65 北秋田総合設備㈲ 柴田　一彦
北秋田市本城字中島
76-8

0186-72-3189 0186-72-3199 森吉

66 北日本建設㈱ 原田　新英 能代市出戸本町10-9 0185-53-2636 0185-55-1004 能代

67 ㈲鈴末設備 鈴木　末治
山本郡八峰町峰浜沼田
字ホンコ谷地124-1

0185-76-3838 0185-76-3865 八峰

68
㈱ジョンソン設備管
理

伊藤　博
由利本荘市石脇字田尻
野5-14

0184-23-2736 由利本荘

69 ㈱田中工業所 岸　清美 大館市根下戸新町2-35 0186-42-3050 0186-42-3017 大館

70 土佐設備 土佐　昭嘉
北秋田市鷹巣字愛宕下
55-17

0186-62-3650 0186-62-365７ 鷹巣

71 (資)小畑電気商会 小畑　通泰 北秋田市材木町6-26 0186-62-0150 鷹巣

72 ㈲船木設備 船木　一春 秋田市添川字湯沢11-1 018-868-2294 秋田

73 高橋施設 高橋　明美
山本郡三種町外岡字逆
川112-6

0185-83-4156 0185-83-4839 三種

74 ㈲桜庭設備工業 桜庭　清司 秋田市東通観音前8-27 018-832-4059 018-832-9711 秋田

75 ㈱あたご 佐藤　義孝
秋田市楢山愛宕下11-
61

018-834-4076 秋田

76 ㈱佐藤庫組 佐藤　吉廣
北秋田市木戸石字川下
32

0186-78-2154 合川

77 ㈱協立 川間　政男 能代市栄町12-3 0185-52-6361 0185-52-6364 能代

78
（資）児玉水道ガス
工業所

藤田　勉 能代市字養蚕脇31-17 0185-52-2523 能代

79 ㈲山本電器 山本　義彦
北秋田市下杉字田ノ沢
17-2

0186-78-2400 合川

80 ㈱芳賀工務店 芳賀　喜行 北秋田市旭町9-3 0186-62-0952 鷹巣

81 電気屋松橋 松橋　端
北秋田市阿仁比立内字
堂ノ向21

0186-84-2466 0186-84-2467 阿仁

82 ㈲片岡電気工事 片岡　信幸
北秋田市阿仁吉田字町
頭16

0186-82-2042 0186-82-2356 阿仁

83 渡部設備 渡部　節哉 能代市字東大瀬48-26 0185-54-4648 0185-54-4648 能代

84 ㈱イトウ建材店 伊藤　正隆
鹿角市十和田毛馬内字
城ノ下74-10

0186-35-2096 0186-35-2079 鹿角

85 高橋施設 高橋　典男
大館市花岡町字大森上
岱116-6

0186-46-3731 大館

86 ㈲湖東製作所 鷲谷　嘉三郎
南秋田郡井川町北川尻
字中村112

018-874-3752 018-874-2328 井川

87 市川工業㈱ 菊地　武夫
秋田市泉南一丁目12-
22

018-883-0600 018-883-0611 秋田

88 矢留水道工業所 安藤　優
秋田市浜田字滝ﾉ原100-
1

018-828-4223 018-828-0225 秋田

89 ㈲成金金物店 成田　弘子
能代市二ツ井町下野家
後３２−３

0185-73-3327 能代

90 扇建設㈱ 川口　純一
大館市比内町笹館字小
森山31-1

0186-55-0263 0186-55-0288 大館
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91 ㈱日東施設工業所 新泉　博智 秋田市楢山登町11-40 018-834-6371 018-834-8366 秋田

92 ㈱柴田ボイラ工業 柴田　重雄
能代市扇田字四ツ屋25-
187

0185-58-3505 0185-58-3573 能代

93 秋田住設 田口　清和
秋田市桜ガ丘4-2-2　4-
303

018-834-1830 018-834-1847 秋田

94 ㈲米広組 薄井　忠尚
北秋田市米内沢字桐木
岱304-3

0186-72-3303 0186-72-3417 森吉

95 ささき設備 佐々木　啓三
大館市釈迦内字四方石
34-3

0186-48-6787 大館

96 ㈲タシロ 山崎　嘉昭
大館市早口字弥五郎沢
8-11

0186-54-2614 大館

97 ㈱ワタナベデンキ 渡部　貢
山本郡三種町志戸橋字
新田3-36

三種

98 よしみつ設備 吉光　浩二
秋田市将軍野東１丁目
2-16-2

018-847-2152 018-847-2152 秋田

99 土佐　豊
北秋田市川井字松石殿
1-216

合川

100 ㈲木次谷設備 木次谷　久弥
大館市葛原字屋布後
66-1

0186-52-3126 0186-52-3226 大館

101 ㈱テクニカサービス 下タ村　祐美
秋田市太平目長崎字本
町20-3

018-838-2749 018-838-2766 秋田

102
㈲アイシステムホー
ム

池端　寿
秋田市土崎港相染町字
浜ナシ山2-79

秋田

103 スギサワ設備 杉沢　勝博 大館市本宮字熊ノ下15 0186-49-6998 大館

104 ㈲八柳建水工業 八柳　広和
五城目町大川大川字西
屋布84-1

018-875-2559 018-875-5149 五城目

105 ㈱協設 吉田　孝二
秋田市八橋三和町11-
27

秋田

106 ㈱新東組 佐藤　弘毅
鹿角市八幡平字永代地
50番地

鹿角

107 ㈱三和施設 佐藤　弘康 秋田市楢山古川新町28 018-833-8032 秋田

108 秋田エネシス㈱ 渡辺　信博
大館市字観音堂601番
地

0186-59-4771 0186-59-4772 大館

109 (合)五十嵐商店 五十嵐　常和
能代市二ツ井字比井野
６５番地１

0185-73-2340 0185-73-6464 能代

110 齋藤設備工業 齋藤　勇一 新田目字大野３－１ 合川

111 来's施工 佐藤　朋
大館市釈迦内字二ツ森
１００番地９

0186-48-7229 大館

112
㈱秋南水道施設工
業

鈴木　平裕
秋田市仁井田本町１丁
目１９－１８

018-829-0511 秋田

113 ㈱小坂設備 小坂　隆成 男鹿市船川港字船川４５ 0185-23-3233 0185-23-2728 男鹿

114 渡部水道 渡部　和彰
南秋田郡八郎潟町夜叉
袋字後谷地７３番地１

018-875-2485 八郎潟

115 伊藤設備 伊藤　龍一
潟上市天王字上江川４７
－９８８

018-878-5248 018-878-7589 潟上

116 ㈱鹿渡工業 鎌田　明徳
能代市浅内字横道３４番
地４

0185-87-2270 能代

117 マサキ住設 工藤　正樹
大館市比内町扇田字上
扇田２９－６

大館

118
タシン工業有限会
社

田口　正人
秋田市牛島西三丁目２
－２５

秋田

119 大渕サービス 大渕　隆治
秋田市飯島鼠田４丁目５
番１６号

秋田

120
三菱電機システム
サービス㈱　秋田
サービスステーショ

松阪　正広
秋田市川尻大川町１２－
４８

秋田
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121
㈱千秋テクノエンジ
ニアリング

須藤　年也
にかほ市平沢字井戸尻
４５番地

にかほ

122 互大設備工業 脇屋　憲一
秋田市川添字境内川原
228番27

秋田

123 （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

広島

124 菅原水道設備 菅原正勝
大館市比内町笹館字小
新田32-3

大館

125

126

127

128

129


