
令和元年１２月２０日現在

弘 前 市 内 業 者 業　　者　　名 代表者氏名 所　在　地  電話

【あ】 青葉設備工業(株) 赤坂　正美 弘前市大字神田2丁目3-2 55-6464

アクアライフサポート 瀧野　晃弘 弘前市大字広野1丁目9-7 26-7304

(有)あさだ管工 朝田　信雄 弘前市大字取上3丁目6-11 35-6081

(株)旭組 藤田　靖 弘前市大字神田4丁目6-27 36-3251

阿保設備工業(株) 阿保　宏行 弘前市大字神田4丁目6-34 33-6441

(株)アルプス空調設備 福士　六郎 弘前市大字神田2丁目4-1 31-0117

(株)石豊建設 石田　豊章 弘前市大字高屋字安田615-3 82-2038

(株)イナガワ設備 加賀谷　純一 弘前市大字常盤坂2丁目7-3 39-4075

(株)岩木水道 鶴ヶ谷　滝雄 弘前市大字一町田字村元828-1 82-2311

岩木ガス協業組合 鶴ヶ谷　克昌 弘前市大字一町田字村元828-1 82-2721

(有)ウォーターワークス 齋藤　仁哉 弘前市大字末広4丁目7-48 43-5670

(株)大高住設 大高　昌彦 弘前市大字元寺町73 33-0834

(株)小山内機器　弘前営業所 小林　喜浩 弘前市大字田園５丁目1-4 27-3676

【か】 鎌田設備工業(株) 安田　隆 弘前市大字藤野1丁目6-2 36-1900

(有)環境プラント 福士　誠 弘前市大字城東中央1丁目5-7 28-1481

北日本管工業(株)　弘前支店 吉田　孝伸 弘前市大字神田4丁目6-28 32-4735

(株)共同設備 渋谷　久人 弘前市大字兼平字猿沢77-5 82-5657

共立設備工業(株) 齋藤　貴之 弘前市大字扇町2丁目4-1 28-3456

(有)クリード 太田　壽 弘前市大字富栄字鳥羽282-1 88-6825

光栄住設 米田　哲矢 弘前市大字城東北2丁目3-10 27-4522

興産設備工業(株) 須藤　芳雄 弘前市大字神田4丁目1-11 36-2326

(株)弘善商会 坂野　泉 弘前市大字北瓦ヶ町19-5 27-6694

小沢設備 斎藤　幸一郎 弘前市大字小沢字大開54-1 89-1355

(有)小堀環境技建 小堀　義則 弘前市大字川合字浅田239-3 26-4323

(株)今野商事 今野　敏男 弘前市大字緑ヶ丘2丁目2-11 32-6720

(株)コーサイ 齋藤　昭弘 弘前市大字八代町8番地36 36-7398

【さ】 斉寿設備 齊藤　寿人 弘前市大字一野渡字野尻121 87-1381

(有)齋藤システム設備 齋藤　陽太郎 弘前市大字北横町52-1 39-6093

(有)佐藤管工 佐藤　清治 弘前市大字門外1丁目7-5 27-1681

サトウ住設 佐藤　嘉男 弘前市大字南大町2丁目2-2 33-5235

(株)三英会 佐藤　久子 弘前市大字町田1丁目3-1 36-5221

(株)三栄工務店 海老名　栄 弘前市大字堅田3丁目5-2 27-4925

(株)サンレイ 三上　崇 弘前市大字石川字野崎28-1 88-6330

城東電気(株) 外﨑　清文 弘前市大字城東五丁目12-3 27-2055

(有)城北機器サービス　 小村　浩亀 弘前市大字大久保字宮本238-1 34-4367

(株)白川建設　弘前支店 白川　勝則 弘前市大字桔梗野4丁目9-23 32-6637

(株)新設備 新内　好孝 弘前市大字撫牛子3丁目10-39 35-5701

(株)ジン住設 神　忠史 弘前市大字高杉字五反田169-6 95-2762

すとう設備 須藤　貴之 弘前市大字西茂森2丁目20-8 40-0425

青環設備 山本　正彦 弘前市大字富栄字浅井名220 88-7583

(株)設備技研イワキ 田村　博文 弘前市大字土堂字長瀬252-2 38-4111

ゼネレールホームサービス㈱ 福田　文敏 弘前市大字石渡字田浦46-1 33-6625

(株）セーフティテック 相馬　敏 弘前市大字撫牛子二丁目4-10 37-3457

弘　前　市　指　定　給　水　装　置　工　事　事　業　者　一　覧　表

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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【た】 (株) 第一空調 工藤　重義 弘前市大字石川字外坪81 29-1334

大協工業(株) 斎藤　謙一 弘前市大字藤内町7-5 33-9176

(株)大伸管工業所 奈良岡　隆人 弘前市大字藤野1丁目6-3 34-2871

太平商工 工藤　次義 弘前市大字石川字石川105-4 92-4425

(株)高橋設備工業所 髙橋　繁勝 弘前市大字松原西2丁目3-16 87-3549

竹森設備工業 竹森　晴伸 弘前市大字城西2丁目14-1　市営住宅Ａ-106 33-3858

中央設備工業(株) 太田　和憲 弘前市大字若葉一丁目5番地5 33-1053

(有)東栄設備工業 高木　寿 弘前市大字藤内町10-4 35-1696

(株)東管サービス 佐藤　直人 弘前市大字山崎3丁目5-9 88-0805

東弘電機(株) 須藤　朗孝 弘前市大字神田2丁目7-5 34-3865

(株)東酸　弘前営業所 葛西　信二 弘前市大字神田4丁目2-11 36-7711

(株)東邦設備工業所 豊島　康史 弘前市大字神田4丁目6-36 34-0056

東北設備サービス 佐藤　敏昭 弘前市大字河原町50-3 37-5882

(株)トータル設備工業 太田　智己 弘前市大字高田字苺原96-2 29-1712

【な】 中野設備工業所 中野　修 弘前市大字鼻和字岩井68-2 82-3697

【は】 (有)パナプラザおだぎりでんき 小田桐　均 弘前市大字神田1丁目7-8 35-1510

光設備 福士　範雄 弘前市大字神田4丁目6-28 32-1481

(有)樋口設備工業所 樋口　正志 弘前市大字城東中央4丁目5-8 68-0222

(株)肥後産業 富岡　直樹 弘前市大字和徳町6-9 36-5566

弘前ガス(株) 斎藤　嘉春 弘前市大字松ヶ枝1丁目2-1 27-9100

(株)弘前ガス商事 齊藤　嘉春 弘前市大字松ヶ枝1丁目2-1 27-9100

弘前管工事業協同組合 髙橋　繁勝 弘前市大字茜町3丁目6-1 32-7309

(株)弘前水道 阿保　秀樹 弘前市大字茂森新町1丁目8-6 32-8870

広田電気工事商会 廣田　昭三 弘前市大字鳥井野字長田51-8 82-4528

富士建設(株) 松下　覚 弘前市大字高田1丁目10-12 26-4111

フジプラント(株) 藤崎　和夫 弘前市大字高田2丁目5-1 28-3010

ホームサービス タナカ 田中　実 弘前市大字城西2丁目2-5 33-8450

【ま】 (株)松商 松田　光生 弘前市大字亀甲町82 32-2762

松原設備工業 村上　実 弘前市大字松原東3丁目3-7 87-0614

丸昭設備(有) 村上　昭義 弘前市大字大開3丁目12-8 35-2570

(株)マル長 長見　範孝 弘前市大字門外3丁目8-1 27-1155

三上設備 三上　功次 弘前市大字中畑字旭岡88-6 86-2708

(有)三上土木 三上　幸春 弘前市大字常盤坂1丁目1-5 35-8227

合同会社　モエド 木村　良人 弘前市大字西城北2丁目3-2 26-6226

【や】 (株)ヤスタケ 安井　静子 弘前市大字代官町97-1 32-8500

山内設備(株) 山内　直樹 弘前市大字清水森字下川原2-125 87-8208

(有)よつば管工 中野　良宣 弘前市大字金属町5-12 88-1311

【ら】 (株)レクシム 西舘　利貞 弘前市大字本町33-12 33-0222

市内80社

管工事組合1社
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