
大潟村指定給水装置工事事業者一覧

業者名 フリガナ 〒 所在地 TEL

羽後設備株式会社 ウゴセツビ 019-0917 秋田市泉中央二丁目2番29号 018-863-0202

株式会社小坂設備 コサカセツビ 010-0511 男鹿市船川港船川字船川４５ 0185-23-2727

ササキポンプ ササキポンプ 010-0431 男鹿市払戸字三万場４３番地１７ 0185-46-3584

総合施設株式会社 ソウゴウシセツ 010-0802 秋田市外旭川字三千刈１０６番地１ 018-823-5073

三和興業株式会社 サンワコウギョウ 010-0511 男鹿市船川港船川字新浜町５４番地 0185-24-4111

中央興業 チュウオウコウギョウ 018-1629 八郎潟町字中嶋３３６－５０ 018-875-3842

山ニ施設工業株式会社 ヤマニシセツコウギョウ 010-0951 秋田市山王５丁目１番７号 018-823-8146

㈱渡部工業 ワタナベコウギョウ 010-1617 秋田市新屋松美ガ丘東町２番６号 018-864-7288

互大設備工業㈱ ゴダイセツビコウギョウ 010-0822 秋田市添川字境内川原２２８番２７ 018-833-9270

北斗施設㈱ ホクトシセツ 018-2104 三種町鹿渡字町後１４４番地３ 0185-87-3133

㈱アクネス・シモマ アクネスシモマ 010-0341 男鹿市船越字杉山２５番地１７０ 0185-22-6662

㈲渋谷設備 シブヤセツビ 010-0201 潟上市天王字不動台119番地４ 018-878-3564

㈲寶温水器サービス タカラオンスイキサービス 010-0803 秋田市外旭川八柳１丁目１４番５号 018-868-0442

㈲和田設備工業 ワダセツビコウギョウ 018-3321 北秋田市松葉町１２番１９号 0186-62-2459

㈲岩谷電気 イワヤデンキ 018-2405 三種町芦崎字入口３９番地の１ 0185-85-4107

㈱秋南水道施設工業 シュウナンスイドウシセツコウギョウ 010-1421 秋田市仁井田本町一丁目１９番１８号 018-829-0511

吉田ラジオ店 ヨジダラジオテン 010-0413 男鹿市松木沢字堂ノ前本内境１６４ 0185-46-3552

㈱日東施設工業所 ニットウシセツコウギョウ 010-0021 秋田市楢山登町１１番４０号 018-834-6371

㈱藤工業サービス フｊコウギョウサービス 010-1606 秋田市新屋寿町１－５ 018-824-1631

合資会社 児玉水道ガス工業所 コダマスイドウガスコウギョウショ 016-0838 能代市字養蚕脇３１番地１７ 0185-52-2523

秋田住設 アキタジュウセツ 010-0043 秋田市桜ガ丘4-2-24-303 018-834-1830

㈲川崎土木 カワサキドボク 010-0201 潟上市町天王字コアッコ２００－１ 018-878-5700

ＵF給水設備 ユーエフキュウスイセツビ 016-0165 能代市字田屋３７ 0185-55-3708

㈱柴田ボイラ工業 シバタボイラコウギョウ 016-0122 能代市扇田字四ツ屋25番地187 0185-58-3573

㈲太平工務所 タイヘイコウムショ 010-0013 秋田市南通築地16番11号 018-833-0664

日管設備工業㈱ ニッカンセツビコウギョウ 010-0802 秋田市外旭川字三千刈７番地６ 018-865-3383

㈲伊藤商店 イトウショウテン 010-0421 男鹿市鵜木字道村６１－２ 0185-46-2247

㈲天野管工事店 アマノカンコウジテン 010-0342 男鹿市脇本字脇本字稲荷下１０９－１ 0185-25-3558

（株）橋本工務店 ハシモトコウムテン 010-0341 男鹿市船越字前野115-22 0185-35-2017

渡部水道 ワタナベスイドウ 018-1606 八郎潟町夜叉袋字後谷地73-1 018-875-2485

（有）日設工業 ニツセツコウギョウ 010-0201 潟上市天王字蒲沼74-33 018-878-6574

（株）北勢工業 ホクセイコウギョウ 010-1421 秋田市仁井田本町5-1-62 018-839-6516

清三屋施設工業（株） キヨミヤシセツコウギョウ 010-1611 秋田市新屋天秤野5-18 018-864-9311

（有）小玉水道施設工業 コダマスイドウシセツコウギョウ 018-1601 八郎潟町真坂字沢田43-6 018-875-3449

エスケーガステム（株） エスケーガステム 010-0341 男鹿市船越字船越401-3 0185-35-4840

（株）テクニカサービス テクニカサービス 010-1102 秋田市太平目長崎字本町20-3 018-838-2749

（有）テクニカサンセール テクニカサンセール 011-0932 秋田市将軍野青山町16-26 018-863-8515

（株）日景工業 ヒカゲコウギョウ 010-0966 秋田市高陽青柳町16-55 018-864-1631

（有）総合建設 ソウゴウケンセツ 018-2303 三種町下岩川字十二林11-2 0185-72-4101

渡部設備 ワタナベセツビ 016-0839 能代市字東大瀬48-26 0185-54-4648

（有）藤原工務店 フジワラコウムテン 010-1608 秋田市新屋北浜町3-41 018-824-3843

（有）船木設備 フナキセツビ 010-0822 秋田市添川字湯沢11-1 018-868-2294

北日本建設㈱ キタニホンケンセツ 010-0852 能代市出戸本町10-9 0185-53-2636

金田水道施設 カネタスイドウシセツ 018-2501 八峰町峰浜水沢字寺の後１１－８ 0185-76-2010

㈱三和施設 サンワシセツ 010-0026 秋田市楢山古川新町２８番地 018-833-8032

㈲ケーエスケー管工 ケーエスケーカンコウ 010-0041 秋田市広面字大巻１３番地５ 018-889-8083

ショーケンシステムス ショーケンシステムス 011-0913 秋田市飯島鼠田４丁目６－３８ 018-846-7490

㈱佐藤設備工業 サトウセツビコウギョウ 011-0913 秋田市飯島鼠田二丁目1番７号 018-846-6420

㈲斉藤設備 サイトウセツビ 018-1711 南秋田郡五城目町高崎字田中25番地5 018-852-2755

㈱カミオ カミオ 011-0936 秋田市将軍野南三丁目9番4号 018-845-0043

あきた総合企画㈱ アキタソウゴウキカク 010-1631 秋田市新屋元町２０－１１ 018-853-0530

中村水道 ナカムラスイドウ 010-0063 秋田市牛島西３丁目３－３６ 018-835-9308

日新水道 ニッシンスイドウ 010-1622 秋田市新屋日吉町２８－２１－３ 018-828-2784

㈱イースマイル イースマイル 556-0012 大阪市浪速区敷津東３－７－３イースマイルビル 06-6631-7449

天喜建設㈱ アマキケンセツ 010-0342 男鹿市脇本脇本字大石館６９－１ 0185-25-2969

有限会社佐藤住宅設備 サトウジュウタクセツビ 010-0014 秋田市南通宮田１５番２６号 018-825-1360

コダマ設備工業社 コダマセツビコウギョウシャ 016-0896 能代市盤若町４番６号 0185-52-6862

小林設備 コバヤシセツビ 018-1622 八郎潟町字一日市９６ 018-875-4349

山王住建 サンノウジュウケン 010-0953 秋田市山王中園町４－４０ 018-866-8972
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ケイエス有限会社 ケイエス 011-0941 秋田市土崎港北３－１９－２２ 018-857-2411

山岡工業株式会社 ヤマオカコウギョウ 010-1415 秋田市御所野湯本二丁目１番５号 018-826-1616

伊藤設備 イトウセツビ 010-0201 潟上市天王字上江川４７－９８８ 018-878-5248

鹿渡工業 カドコウギョウ 016-0179 能代市浅内字横道３４番４ 0185-74-8575

㈱ワタナベデンキ ワタナベデンキ 018-2301 三種町志戸橋字新田３－３６ 0185-83-3639

(有)ＳＫ工業 エスケーコウギョウ 010-1417 秋田市四ツ小屋字城下当場１３－３ 018-874-7490

ミナミ水道株式会社 ミナミスイドウ 011-0915 秋田市飯島緑丘町１４－３６ 018-847-4525

タシン工業有限会社 タシンコウギョウ 010-0063 秋田市牛島西三丁目２－２５ 018-831-7465

株式会社協設 キョウセツ 010-0971 秋田市八橋三和町１１－２７ 018-864-4043

保坂設備工業 ホセカサツビコウギョウ 010-1211 秋田市雄和椿字石坂上３２－４５ 018-886-8177

ほんま設備 ホンマセツビ 010-1425 秋田市御野場新町５丁目１－３５ 018-892-6671

株式会社ユアテック　秋田営業所 ユアテック　アキタエイギョウショ 010-0941 秋田市川尻町字大川反２３３－９ 018-848-8800

有限会社桜庭設備工業 サクラバセツビコウギョウ 010-0004 秋田市東通観音前８番２７号 018-832-4059

ＤＨ設備工業株式会社 ディーエイチセツビコウギョウ 014-0711 大仙市豊川字南又１８－１ 0187-49-7155

株式会社村上設備 ムラカミセツビ 010-1420 秋田市大住南三丁目１８番２５号 018-829-3802

落合ウオータワーク オチアイウオータワーク 016-0121 能代市鰄渕字下悪戸８５－６ 0185-58-4441


