
市町村名 業者名 所在地 電話番号

青森市 青森設備工業(株) 青森市大字篠田3丁目10-2 ０１７－７６６－２４２１

赤平設備工業(株) 青森市大字荒川字柴田194-20 ０１７－７３９－５８２５

アクア・クリエイト(株) 青森市浪岡大字増館字宮元3-5 ６２－１５５７
アストモスリテイリング(株)　青森営業所 青森市浪岡大字大釈迦字前田76-1 ６２－１５０１

井尻住設 青森市大字富田4丁目22-21 ０１７－７８１－８９５６

(株)いとう設備 青森市大字高田字日野341 ０１７－７３９－７８０４

カシマ興業 青森市大字三内字稲元39-13 ０１７－７６６－８８９９

神山設備工業(株) 青森市大字高田字川瀬200-12 ０１７－７３９－３４４３

(株)共栄設備 青森市浪岡大字福田二丁目8-17 ６２－０２１６

(株)協和 青森市大字荒川字柴田281-8 ０１７－７３９－７５７９

古川設備 青森市浪岡大字増館字富岡180-1 ６２－３４２１

(株)三進工業 青森市大字岡造道1丁目10-1 ０１７－７４３－３０３３

相互建設工業㈱ 青森市大字三内字丸山64-3 ０１７－７８１－３５６４

大管工業(株) 青森市大字諏訪沢字岩田50-4 ０１７－７２６－２１００

(有)タカショウ設備 青森市大字八重田3丁目16-6 ０１７－７３６－５３１１

(有)田中管工住設 青森市大字富田5丁目30-37 ０１７－７８１－４４７２

(有)長谷川管工 青森市浪岡大字北中野字天王86 ６２－１３４６

(合)はせがわ設備 青森市浪岡大字浪岡字平野30-9 ６２－７０１５

(株)丸真工藤綜建 青森市大字新町野字薄井35 ０１７－７５２－９１５０

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

(株)三上住宅設備 青森市大字里見2丁目7-13 ０１７－７６６－２８８８

(株)水乃設備 青森市浪岡大字北中野字上嶋田2-2 ６２－２２７３

ヤマモト設備 青森市大字宮田字玉水293-3 ０１７－７２６－４９１６

板柳町 澤野農機(株) 板柳町大字福野田字増田1-34 ７３－３４４０

セキ商会 板柳町大字横沢字西里見117-16 ７２－１５５９

住宅環境テクノ 板柳町大字赤田字松下64-1 ７３－４６８８

(株)成金商店 板柳町大字辻字松元67-6 ７３－２７４７

田舎館村 GON設備 田舎館村大字東光寺字村田8番地 ２６－７５０５

ぶん太設備 田舎館村大字川部字上西田121-3 ７５－９０３０

大鰐町 (株)片山組 大鰐町大字蔵館字湯の沢4-3 ４８－２８７５

(有)清水製作所 大鰐町大字大鰐字湯野川原80 ４８－２０４５

原子設備 大鰐町大字長峰字苅田561-2 ４７－５２５８

黒石市 旭冷機工業(株) 黒石市旭町3 ５２－６５７７

阿保住設 黒石市板留字宮下13 ５４－８３５９

(有)内山水道 黒石市浅瀬石字龍ノ口145-14 ５２－７７８３

(有)内山設備 黒石市浅瀬石字龍ノ口162-2 ５２－４８３９

管電工業(株) 黒石市緑ヶ丘101 ５３－１１５５

(有)桜庭設備 黒石市追子野木2丁目31 ５２－４４４２

(有)佐々木設備社 黒石市浦町2丁目83 ５２－３７１１

(有)大丸松井商店 黒石市若葉町3 ５２－３４３９

(有)たかはし設備 黒石市温湯字鶴泉27-2 ５４－８６８０

(有)ハウスシステムサンキ 黒石市馬場尻南111-7 ５２－６３２３

(株)北奥水道 黒石市浅瀬石字稲田3-4 ５３－５２８９

(株)村岡電気商会 黒石市八甲69-1 ５５－６１６１

五所川原市 (株)小枝設備工業 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 五所川原市字雛田141-10 ０１７３－３５－５１０２

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

(株)大丸古川 五所川原市大字小曲字沼田5-1 ０１７３－３５－２７７７

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

(株)東信住設機器 五所川原市大字新宮字岡田26-3 ０１７３－３８－１２０２

弘 前 市 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 一 覧 表
令和　４年１２月　１日　現在

　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。市では業者の
あっせんは行っておりません。
　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
業者でなければ行うことができません。
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五所川原市 (株)東北冷暖設備工業 五所川原市大字唐笠柳字藤巻406 ０１７３－３５－９４１１

(株)外崎配管設備 五所川原市字烏森582 ０１７３－３５－９８１６

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

(株)丸英でんき 五所川原市字末広町30-43 ０１７３－３５－０１０３

(有)山中水道 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 外ヶ浜町字蟹田大平沢辺41-1 ０１７４－２２－３６１７

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

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

鶴田町 (有)北建開発 鶴田町大字鶴田字沖津176-2 ０１７３－２２－４４７５

タシメ建材(株) 鶴田町大字鶴田字沖津196 ０１７３－２２－５５２５

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

(株)山田設備 鶴田町大字山道字前田5 ０１７３－２２－３６２７

十和田市 (株)テクノユー 十和田市東二十一番町5-52 ０１７６－２２－４３３０

平川市 (有)一戸施設工業 平川市碇ヶ関三笠山21-1 ４６－２３１２

(有)入江ポンプ 平川市尾上栄松201 ５７－２３４０

(株)さいとう住宅設備 平川市南田中村内9-7 ７８－１０４２

清藤水道 平川市新屋栄館58-5 ４４－４７１８

東伸設備 平川市唐竹苺原17-1 ４３－０００５

(株)平賀設備工業 平川市本町北柳田25-2 ４４－８２７５

平内町 (有)木村水道 東津軽郡平内町大字小湊字小湊119-1 ０１７－７５５－３７３７

藤崎町 アサノカンスイ(株) 藤崎町大字西豊田3丁目1-24 ７５－４９７０

(有)猪股住設 藤崎町大字水木字水元60 ６５－３９６３

(有)工藤設備工業所 藤崎町大字中野目字葛巻26-1 ７５－４７１２

俵舛テレビ住設 藤崎町大字俵舛字前田41-11 ７５－２８２４

(有)藤崎水道 藤崎町大字藤崎字西村井17-16 ７５－２４６４

アール住設 藤崎町大字小畑字福元8 ０１７２－５５－０５８３

吉田設備 藤崎町大字福島字村元66-1 ６５－２０９７

(有)藤村設備 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) 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 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 蓬田村大字長科字川瀬31-４ ０１７４－２７－２４３８

秋田市 水道ワークス 秋田県秋田市新屋南浜町1-10 ０１２０－９００－８３２

盛岡市 (株)ナカテック 岩手県盛岡市松園一丁目20-20 ０１９－６６４－６２３３

仙台市 (株)オアシスソリューション　東北支店 宮城県仙台市太白区富沢二丁目3-12 ０２２－３０７－３１２１

横浜市 (株)クラシアン 神奈川県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 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 ０６－７７３９－２５２５

広島市 (株)アクアライン 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

北九州市 (株)タカギ 北九州市小倉南区石田南二丁目4-1 ０９３－５３３－６１３１
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