
大館市指定給水装置工事事業者一覧

令和4年12月1日現在

事業者名 住　所 電話番号

あ ㈲アイシステムホーム 秋田市土崎港相染町字浜ナシ山２番地７９ 018-857-0727

㈲明祝商事 大館市比内町扇田字下扇田２２番地１ 0186-55-0435

秋田エネシス㈱ 大館市字観音堂６０１番地 0186-59-4771

秋田土建㈱ 北秋田市米内沢字倉ノ沢出口５番地１ 0186-72-3001

㈱アクアライン
広島市中区上八丁堀８番８号
 　第１ウエノヤビル６Ｆ

082-502-6644

㈲あさだ管工　 青森県弘前市大字取上三丁目６番地１１ 0172-35-6081

㈱旭組 青森県弘前市大字神田四丁目６番地２７ 0172-36-3251

㈲浅利住設 大館市清水五丁目８番１５号 0186-43-1550

浅利水道工業 大館市山田字柏木４２番地４ 0186-54-3339

アンゼン設備㈱ 大館市柄沢字長橋１１番地１３ 0186-42-5411

い ㈱イースマイル
大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号
　 イースマイルビル

06-7739-2525

㈱イトウ建材店 鹿角市十和田毛馬内字城ノ下７４番地１０ 0186-35-2096

伊藤設備工業 大館市岩瀬字下軽石野３番地１４ 0186-54-2638

㈱いとだ設備サ－ビス 大館市片山字浮島９３番地１ 0186-49-2612

う 羽後設備㈱ 秋田市泉中央二丁目２番２９号 018-863-0202

え ㈱衛暖工業 大館市釈迦内字下大留８３番地 0186-48-6054

㈱エチクニ 大館市豊町４番４２号 0186-43-0192

エムエスサービス 大館市片山町一丁目５番１９号 0186-49-3582

㈱エヌ・エス・シー
東京都新宿区西新宿二丁目６番１号
　 新宿住友ビル１９階

03-5909-2922

お 扇建設㈱ 大館市比内町笹館字小森山３１番地１ 0186-55-0263

㈲オ－エンス 大館市早口字堤の沢６４番地２６ 0186-54-0560

大館桂工業㈱ 大館市御成町三丁目７番１７号 0186-49-1331

㈲大館設備工業 大館市早口字赤坂下１１番地１１ 0186-54-6218

か カシマ興業 大館営業所 大館市字観音堂７２９番地２ 0186-42-8431

鎌田設備工業 潟上市天王字蒲沼７６番地３ 018-870-6277

㈱カミオ 秋田市将軍野南三丁目９番４号 018-845-0043

㈱カンザイ 鹿角市花輪字新田町１６番地４８ 0186-23-7486

管電工業㈱ 青森県黒石市緑ヶ丘１０１番地 0172-53-1155

き ㈲木次谷設備 大館市葛原字屋布後６６番地１ 0186-52-3126

く 工藤工業㈲ 大館市柄沢字稲荷山下１９７番地 0186-42-7800
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熊谷施設工業㈱ 大館市水門町４－２ 0186-43-5537

㈱クラシアン 秋田営業所 秋田市広面字堤敷５８番地４ 018-862-3231

こ 古家燃料㈱ 大館市御成町一丁目１８番１号 0186-42-2426

㈲小坂水道 鹿角郡小坂町小坂字大生手２番地 0186-29-3495

互大設備工業㈱ 秋田市添川字境内川原２２８番２７ 018-833-9270

㈲ゴトウ設備 大阪府河内長野市清水３１６－１ 0721-60-2408

こね浴槽店 大館市幸町１３番９号 0186-42-5543

駒ケ峯施設工業㈱ 鹿角市尾去沢字下モ平２８番地５０ 0186-22-1167

さ ささき設備 大館市釈迦内字四方石３４番地３ 0186-99-0173

笹嶋水道施設 大館市白沢字白沢１４９番地９ 0186-46-2527

佐藤吉㈱ 大館市川口字大人沢２番地 0186-49-6565

佐藤住機 大館市字館下６８番地４ 0186-59-7071

㈲佐藤設備メンテナンス 大館市釈迦内字台野道下４２番地４ 0186-48-6902

㈲ サン・ワールドエンジニアリング 大館市猿間字丹内下１４４番地 0186-52-3393

し ㈲柴田水道工業 大館市軽井沢字五輪岱８６番地２ 0186-52-3758

㈱柴田水道施設 北秋田市綴子字佐戸岱７７番地３ 0186-62-9706

㈱新東組 鹿角市八幡平字永代地５０番地 0186-32-2222

す 水道ワークス 秋田市新屋南浜町１番１０号 018-838-6381

㈲菅原管工業 大館市山館字羽立１番地１ 0186-42-3928

菅原水道㈱ 大館市比内町笹館字小新田３２番地 0186-59-6131

すぎさわ 大館市本宮字熊ノ下１５番地 0186-49-6998

せ ㈱千秋テクノエンジニアリング にかほ市平沢字井戸尻４５番地 0184-33-6180

そ 総合施設㈱ 秋田市外旭川字三千刈１０６番地１ 018-823-5073

た ㈲ダイケン 大館市片山字中通５０番地 0186-43-9880

大和産業㈱ 大館市根下戸字小館花尻１８０番地１ 0186-42-5560

高橋施設 山本郡三種町外岡字逆川１１２番地６ 0185-83-4156

㈲高橋電気商会 大館市岩瀬字谷地の平３番地２７２ 0186-54-2038

㈱タガヤ 大館市有浦六丁目６番２９号 0186-49-4858

㈲武石配管工業 北秋田市米内沢字鶴田岱１４９番地２ 0186-72-4078

㈲タシロ 大館市外川原字苗代端１７番地 0186-54-2614
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㈱巽工業所 大館市中道二丁目２番３５号 0186-42-2906

たはた 大館市比内町扇田字南扇田３８－３ 0186-55-0158

て ＤＨ設備工業㈱ 大仙市豊川字南又２０番地２ 0187-88-8227

と 東北ビル管財㈱ 大館市片山字中通６番地２ 0186-43-0055

土佐設備 北秋田市鷹巣字愛宕下５５番地１７ 0186-62-3650

㈲トシ設備工業 北秋田市米内沢字萩ノ下２３１番地３ 0186-72-3753

な ㈲中嶋施設工業 北秋田市脇神字中金堀１４５番地２ 0186-62-1798

㈲成金金物店 能代市二ツ井町字下野家後３２番地の３ 0185-73-3327

㈱成田施設 北秋田市鷹巣字北中家下１３番地１ 0186-62-2870

に 日管設備工業㈱ 秋田市外旭川字三千刈７番地６ 018-865-3383

日通プロパン鷹巣販売㈲ 北秋田市綴子字中堤８２番地の２ 0186-62-1748

ぬ ㈱ヌノタニ 秋田市飯島字穀丁大谷地２５３番地４ 018-847-5515

は ㈱芳賀工務店 北秋田市旭町９番３号 0186-62-0952

畠山総合設備 大館市字長倉２２番地 0186-57-8905

ハタリキ㈱ 大館販売所 　（休止中） 大館市清水四丁目４番６２号 0186-42-2121

ひ ㈲ヒカリ設備工業 大館市池内字田中７４１番地 0186-43-0716

ふ ㈲藤島設備工業 北秋田市旭町１４番３号 0186-62-1086

㈲藤原工務店 秋田市新屋北浜町３番４１号 018-824-3843

㈱古沢総業 大館市字三ノ丸３９番地 0186-42-0288

二井建設㈲ 大館市花岡町字神山７７番地 0186-46-1221

へ 平和建設㈱ 大館市比内町扇田字新長岡８６番地 0186-55-0729

ほ ㈲北秋クリーンサービス 大館市餅田二丁目１番８１号 0186-42-4198

北部サービス 大館市清水四丁目３番２８－５号 0186-44-4955

ま ㈲牧野工業所 大館市片山字中通７番地８ 0186-43-9215

㈲マコト設備工業 大館市片山字中通３８番地１１ 0186-49-3525

マサキ住設 大館市山館字田尻１５６番地 0186-59-4567

㈲マルトミ産業 大館市二井田字小石台２番地３ 0186-42-5252

㈱マルワ 大館市比内町新館字萩下川添４番地 0186-56-3018

み 南水道設備 鹿角市十和田毛馬内字押出９ 0186-35-2180

め ㈲メック千葉工業 大館市柄沢字丸山下２７番地１ 0186-43-9711
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や ㈱ヤスタケ 藤野営業所 青森県弘前市大字藤野一丁目６の１ 0172-32-8500

㈲山大工業 大館市字観音堂３７３番地の３ 0186-49-2513

㈱山田商店 鹿角市八幡平字谷内１番地 0186-34-2111

㈲山田政一商店 大館市中道一丁目４番１号 0186-42-4751

ゆ 勇馳設備 秋田市仁井田本町四丁目１番１３号 018-892-6636

ら ライズテクノ㈱ 大館市川口字隼人岱９番１号 0186-59-4593

わ ㈲和田設備工業　 北秋田市松葉町１２－１９ 0186-62-2459
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