由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号
6 サンケイ水道

指定事業者名

7 たかの住宅設備

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

佐々木利男

由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎町97

本荘

0184-28-2431

0184-28-2431

高野 勉

由利本荘市赤沼下14-10

本荘

0184-23-2399

0184-23-2399

12 愛和商事（株）

渡辺公美子

由利本荘市石脇字赤はげ1-126

本荘

0184-22-7557

0184-22-7739

14 加藤施設工業（株）

加藤 司

由利本荘市川口字家後188

本荘

0184-23-0484

0184-22-1970

18 （株）ガス水道メンテサービス

長野博之

由利本荘市松街道70-1

本荘

0184-23-0911

0184-23-6220

21 （株）ジョンソン設備管理

伊藤有希

由利本荘市石脇字田尻野5-14

本荘

0184-23-2736

0184-23-2770

23 （株）まるぜん住宅設備

小笠原征夫

由利本荘市石脇字田頭206-38

本荘

0184-22-5269

0184-22-8287

29 （株）共立設備

小川一彦

由利本荘市土谷字新谷地241

本荘

0184-23-3916

0184-23-1473

32 （株）公企業パイプメンテナンスイシヤマ由利本荘営業所 佐々木

由利本荘市下川原中島17

本荘

0184-23-5580

0184-23-3420

33 （株）佐藤建設工業

佐藤孝一

新

由利本荘市小人町100-2

本荘

0184-22-5246

0184-22-5202

36 （株）佐藤土建

佐藤喜悦

由利本荘市肴町66-3

本荘

0184-22-4030

0184-24-2940

38 （株）三共施設

齋藤淳一

由利本荘市薬師堂字谷地177

本荘

0184-22-7685

0184-24-5006

52 （株）日下部建設

日下部忠志

由利本荘市御門275-3

本荘

0184-22-0899

0184-22-1930

57 （株）堀井建設

堀井和典

由利本荘市神沢字冷水171-2

本荘

0184-28-2172

0184-28-2315

64 伊藤電気設計

伊藤 望

由利本荘市松ヶ崎字高野165

本荘

0184-28-2864

0184-28-2886

85 山忠設備（有）

庄司 忠弘

由利本荘市三条字三条谷地117-1

本荘

0184-23-6035

0184-23-6036

86 山二施設工業（株）本荘営業所

進藤 昂

由利本荘市石脇字山ノ神11-623

本荘

0184-22-8749

0184-24-2582

90 秋田ハウス（株）

鈴木春雄

由利本荘市川口字後野19-5

本荘

0184-23-2848

0184-22-1734

101 石沢水道工事店

猪股利広

由利本荘市上野字新田高57

本荘

0184-27-4755

0184-27-4756

105 総合施設（株）本荘支店

佐藤 元

由利本荘市大鍬町228-2

本荘

0184-24-2321

0184-23-2732

108 大谷設備

大谷 実

由利本荘市薬師堂字深持40-26

本荘

0184-23-3456

112 中村鉄工（株）

中村順蔵

由利本荘市土谷字上谷地42

本荘

0184-22-2010

113 猪股配管設備

猪股久吾

由利本荘市上野字蛇田3

本荘

0184-29-2736

115 長田建設（株）

長田史郎

由利本荘市石脇字田頭9-1

本荘

0184-22-0722

0184-23-3346

123 備前鉄工（株）

備前鉄男

由利本荘市大門73

本荘

0184-23-4874

0184-22-8147

128 本荘設備工業（株）

佐藤 幹夫

由利本荘市石脇字田尻野14-96

本荘

0184-22-1540

0184-24-0615

130 木内商機（株）

木内洋平

由利本荘市薬師堂字谷地350-1

本荘

0184-22-4131

0184-23-0044

131 木内組土建（株）

木内 了

由利本荘市一番堰267

本荘

0184-83-4108

0184-23-4214

134 （有）エヌディー加工所

長堀 豊

由利本荘市埋田字通端49-1

本荘

0184-24-4889
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由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号
137 （有）トーケン

指定事業者名

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

須田五郎

由利本荘市小人町122-3

本荘

0184-23-0259

0184-23-0395

138 （有）マルエス設工

嵯峨善一

由利本荘市埋田字小館27

本荘

0184-24-5418

0184-24-5419

141 （有）ライフサービス

加藤 司

由利本荘市川口字家後190-4

本荘

0184-24-3441

0184-24-0806

160 小松建設（株）

小松勝也

由利本荘市鮎瀬字鮎瀬16-2

本荘

0184-29-2512

0184-29-2617

177 （有）鈴木ポンプ店

鈴木美喜夫

由利本荘市東梵天98

本荘

0184-22-4385

0184-22-4387

188 （有）田口建設

田口恒夫

由利本荘市内越字中ノ目201

本荘

0184-22-4167

0184-24-1832

189 アクアテックサービス

斉藤圭三

由利本荘市浜三川字小山口40-6

本荘

0184-24-4847

206 山勇建設工業（株）

猪股榮助

由利本荘市館字中島231-1

本荘

0184-29-2344

0184-29-2047

218 （株）アクアカンパニー

三浦俊彦

由利本荘市赤沼下420-1 工藤ビル1-B

本荘

0184-74-4450

0184-74-4551

222 元水設備

畠山 元

由利本荘市川口字家後204-35

本荘

0184-22-1964

0184-22-1964

223 （株）昭和興業

中村 稔

由利本荘市石脇字山ノ神11-1017

本荘

0184-23-4444

0184-23-4447

241 工藤配管

工藤 和昭

由利本荘市大浦字八走58-9

本荘

090-8780-1680

0184-23-9175

245 （株）鳥海リース

鈴木 一明

由利本荘市内黒瀬字小深沢108-57

本荘

0184-22-0198

0184-23-5972

260 エヌハウス

長滝 純

由利本荘市石脇字中浜3-18

本荘

090-5842-9498

0184-23-4321

266 盟正設工（株）

佐々木 崇正 由利本荘市石脇字田中115番地１

本荘

0184-74-6324

0184-74-6325

佐藤卓明

由利本荘市前郷字前郷128

由利

0184-53-3200

0184-53-8282

103 前郷配管設備

徳山洋一

由利本荘市前郷字前郷130

由利

0184-53-2322

0184-53-2300

152 （有）佐藤工務店

84 山佐設備

佐藤 時男

由利本荘市西沢字上屋敷17-1

由利

0184-53-3573

0184-53-2212

37 （株）三浦組

今野恵一

由利本荘市西目町沼田字新道下2-289

西目

0184-33-2307

0184-33-3757

66 高橋秋和建設（株）

堀江拓成

由利本荘市西目町沼田字弁天前40-198

西目

0184-33-3353

0184-33-4013

132 （有）アメニティーユニオン

斎藤信次

由利本荘市西目町沼田字新道下287-5

西目

0184-33-2376

0184-33-3865

163 （有）西目配管施設

佐々木博之

由利本荘市西目町沼田字新道下2-622

西目

0184-33-4116

0184-33-3424

71 佐藤ポンプ店

佐藤智弥

由利本荘市矢島町元町字間木2-9

矢島

0184-56-2313

0184-56-2480

76 佐藤保設

佐藤正春

由利本荘市矢島町坂之下大石原54-1

矢島

0184-56-2558

0184-56-2558

111 二番サービス

小番幸二

由利本荘市矢島町元町字間木173-2

矢島

0184-29-5115

0184-29-5116

117 鳥海開発（株）

三浦 理

由利本荘市矢島町元町字大川原21

矢島

0184-56-2100

0184-55-2435

133 （有）エコクリエート

土田克夫

由利本荘市矢島町七日町字七日町39

矢島

0184-56-2022

0184-56-2038

158 （有）三浦土木

三浦秀人

由利本荘市矢島町七日町字熊之堂84-1

矢島

0184-56-2058

0184-56-2064

162 （有）真坂設備

真坂 優

由利本荘市矢島町立石字下田表114-1

矢島

0184-55-2124

0184-55-2128
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由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号
205 山科建設（株）

指定事業者名

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

山科 優

由利本荘市矢島町七日町字曲り渕158-1

矢島

0184-55-2211

0184-56-2177

土田秀雄

由利本荘市矢島町元町字成沢197

矢島

0184-55-2745

0184-55-2746

藤山和久

由利本荘市鳥海町伏見字伏見87-5

鳥海

0184-57-2611

0184-57-2611

50 （株）大友組

大友輝夫

由利本荘市鳥海町上笹子字堺台76-1

鳥海

0184-59-2301

0184-59-2853

58 （株）鈴木組

鈴木 充

由利本荘市鳥海町上笹子字模渕47

鳥海

0184-59-2161

0184-59-2335

72 佐藤建設（株）

佐藤安隆

由利本荘市鳥海町上笹子字沖23-4

鳥海

0184-59-2130

0184-59-2325

73 佐藤吾一商店

佐藤 弘

由利本荘市鳥海町中直根字中山13-5

鳥海

0184-58-2015

0184-58-2015

81 三舩管工

三舩 孝

由利本荘市鳥海町小川字倉隅16-4

鳥海

0184-57-2640

0184-57-2640

92 小坂工業（株）

小坂 和則

由利本荘市鳥海町伏見字久保17-4

鳥海

0184-57-2255

0184-57-2256

97 新田設備

新田宗由

由利本荘市鳥海町下直根字打越74

鳥海

0184-58-2978

0184-58-2978

98 真坂建設（株）

真坂光悦

由利本荘市鳥海町猿倉字滝ノ下57-3

鳥海

0184-58-2260

0184-58-2261

106 村上設備

村上正孝

由利本荘市鳥海町上川内字沖26-6

鳥海

0184-57-3126

0184-57-2323

136 （有）ささき建設

佐々木孝一

由利本荘市鳥海町上笹子字天神74

鳥海

0184-59-2785

0184-59-2786

201 佐藤寿信商店

佐藤寿信

由利本荘市鳥海町上笹子字下野136-3

鳥海

0184-59-2020

0184-59-2002

253 エムサン施設

216 土田建設（株）
9 フジヤマプロジェクト

村上 春志

由利本荘市鳥海町伏見字山添60-1

鳥海

0184-27-6488

0184-27-6489

28 （有）菊地電器水道事業部

菊地金雄

由利本荘市岩城勝手字鳥ケ森25-77

岩城

0184-73-2023

0184-73-2023

70 今野管業

今野洋一

由利本荘市岩城君ヶ野字竹屋11

岩城

0184-73-2322

0184-73-2322

93 小野設備

小野 勇

由利本荘市岩城勝手字中瀬47

岩城

0184-73-3045

0184-73-3045

94 松ヶ崎プロパン販売店水道部

渡部国雄

由利本荘市松ヶ崎字松ヶ崎町21

岩城

0184-28-2075

0184-28-2082

102 船木水道施設

船木国男

由利本荘市岩城亀田最上町字本海小路20-1

岩城

0184-72-2075

0184-72-2075

118 塚田商店水道工事部

塚田勇一

由利本荘市岩城勝手字大沢112

岩城

0184-73-2127

0184-73-3236

59 （株）鈴木土木工業

鈴木晴彦

由利本荘市大谷字鍋倉11-1

大内

0184-65-3903

0184-65-3905

63 菊地建設（株）

橋本一康

由利本荘市大内三川字三川20

大内

0184-65-2022

0184-65-2055

69 黒澤設備

黒澤広幸

由利本荘市中舘字上場口197

大内

0184-65-2478

0184-65-2478

75 佐藤電機商会

佐藤安喜

由利本荘市岩谷町字日渡163-2

大内

0184-65-2187

0184-65-2640

95 松永設備

松永節夫

由利本荘市岩谷麓字水上164

大内

0184-65-2755

0184-65-2755

126 堀商店

堀 悦誠

由利本荘市岩谷町字日渡42-2

大内

0184-65-3136

0184-65-3137

169 （有）大内水道施設

佐々木奈穂子 由利本荘市小栗山字横道3

大内

0184-67-2935

0184-67-2923

226 （株）松永工務店

松永 正行

大内

0184-23-2624

0184-23-2634

由利本荘市岩野目沢字岩野目沢240
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由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
指定事業者名
番号
230 （有）吉尾工務店

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

吉尾 洋介

由利本荘市牛寺字境目224

大内

0184-65-2203

0184-65-3639

34 （株）佐藤組

佐藤正徳

由利本荘市東由利舘合字八日町40

東由利

0184-69-2055

0184-69-2402

41 （株）小松組

小松 明

由利本荘市東由利法内字倉沢279-4

東由利

0184-69-3712

0184-69-2901

49 （株）大沼組

大沼武彦

由利本荘市東由利蔵字蔵113-2

東由利

0184-69-2425

0184-69-2427

114 長谷山施設

長谷山 一雄 由利本荘市東由利舘合新田60

東由利

0184-69-3807

0184-69-2967

168 （有）大庭建設

大庭時晴

由利本荘市東由利宿字船木66

東由利

0184-69-3437

0184-69-3437

173 （有）長谷山建設

長谷山 肇

由利本荘市東由利町田代字片符沢62

東由利

0184-69-2493

0184-69-3033

258 フジヒロ（株）

佐藤 正博

由利本荘市東由利黒渕字森ノ越128-1

東由利

0184-69-3092

0184-69-3088

1 イワヤ設備

岩谷豊二

秋田市泉中央6丁目10-9

秋田市

018-862-6987

018-862-6987

4 ケイエス（有）

佐藤久輝

秋田市土崎港北3丁目19-22

秋田市

018-857-2411

018-857-2456

8 タシン工業（有）

田口正人

秋田市牛島字西三丁目2-25

秋田市

018-831-7465

018-831-6660

13 羽後設備（株）

佐藤裕之

秋田市泉中央2丁目2-29

秋田市

018-863-0202

018-863-0205

16 （株）あたご

佐藤義孝

秋田市楢山愛宕下11-61

秋田市

018-834-4076

018-833-6701

19 （株）カミオ

神尾栄次郎

秋田市将軍野南3丁目9-4

秋田市

018-845-0043

018-846-7936

22 （株）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

秋田市

018-838-2749

018-838-2766

30 （株）協設

吉田孝二

秋田市八橋三和町11-27

秋田市

018-864-4043

018-823-7998

39 （株）三和施設

佐藤弘康

秋田市楢山古川新町28

秋田市

018-833-8032

018-833-5867

40 （株）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

秋田市

018-829-0511

018-829-0512

51 （株）渡部工業

渡部俊二

秋田市新屋松美ガ丘東町2-6

秋田市

018-864-7288

018-824-5720

53 （株）日景工業

日景英之

秋田市高陽青柳町16-55

秋田市

018-864-1631

018-864-5632

54 （株）日建ハウジング

早川信二

秋田市将軍野南2丁目3-29

秋田市

018-846-6317

018-845-2581

55 （株）日東施設工業所

新泉博智

秋田市楢山登町11-40

秋田市

018-834-6371

018-834-8366

56 （株）北勢工業

太田博之

秋田市仁井田本町5丁目1-62

秋田市

018-839-6516

018-839-6513

60 環境設備工業（有）

舟山賢治

秋田市雄和椿川字長者屋敷67-1

秋田市

018-886-3747

018-886-3748

65 互大設備工業（株）

脇屋憲一

秋田市添川字境内川原228-27

秋田市

018-833-9270

018-834-6304

67 高進設備（株）

高橋清広

秋田市仁井田字仲谷地308-1

秋田市

018-839-5947

018-839-0616

83 山岡工業（株）

山岡緑三郎

秋田市御所野湯本2丁目1-5

秋田市

018-826-1616

018-826-1565

91 秋田住設

田口清和

秋田市桜ガ丘4-2-2 4-303

秋田市

018-834-1830

018-834-1847

99 清三屋施設工業（株）

高橋洋平

秋田市新屋天秤野5-18

秋田市

018-864-9311

018-865-1327

4/9

2020/8/7現在

由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号
100 石黒住設

指定事業者名

代表者名
石黒兼夫

住所
秋田市新屋松美ガ丘南町15-35-105

地区

電話番号

FAX番号

秋田市

018-896-1122

018-896-4700

104 秋田日化サービス（株）

田中 三知也 秋田市外旭川字三千刈106-1

秋田市

018-863-0648

018-863-2780

116 長野谷設備

長野谷敏昭

秋田市土崎港相染町字沼端93-6

秋田市

018-846-2884

018-846-2884

121 日管設備工業（株）

工藤明信

秋田市外旭川字三千刈7-6

秋田市

018-865-3383

018-865-3384

125 （株）柴建

柴田春雄

秋田市下北手松崎字家ノ前179

秋田市

018-834-3448

018-834-3381

129 木場（株）

木場勝之

秋田市仁井田二ツ屋1丁目1-27

秋田市

018-833-9448

018-833-9409

140 （有）ユプセル

伊藤純一

秋田市仁井田二ッ屋1丁目3-27

秋田市

018-834-4463

018-834-4489

142 （有）横田工業

横田徳正

秋田市雄和新波字本屋敷191-2

秋田市

018-887-2026

018-887-2026

144 （有）鎌田工業

鎌田梶雄

秋田市金足浦山字松葉崎61

秋田市

018-873-7023

147 （有）巧設工業

伊藤博行

秋田市四ツ小屋字下川原132

秋田市

018-839-3244

150 （有）黒崎施設工業

黒崎 博

秋田市四ツ小屋字小阿地字柳橋44-5

秋田市

018-839-6572

018-839-6597

154 （株）佐藤設備工業

佐藤竜太

秋田市飯島字薬師田342番地

秋田市

018-846-6420

018-845-0703

164 （有）船木設備

船木一春

秋田市添川字湯沢11-1

秋田市

018-868-2294

018-888-6134

166 （有）太平工務所

藤井 進

秋田市南通築地16-11

秋田市

018-833-0664

018-834-2236

175 山二施設工業（株）

阿部 公雄

秋田市山王5丁目1-7

秋田市

018-823-8146

176 （株）藤工業サービス

藤原 隆

秋田市新屋寿町1-5

秋田市

018-824-1631

018-824-1677

178 （有）寶温水器サービス

佐々木 薫

秋田市外旭川八柳1丁目14-5

秋田市

018-868-0442

018-868-4792

179 六長エンジニアリング

六呂田長城

秋田市新屋船場町5-12

秋田市

018-864-3479

018-864-4186

182 伊藤工業（株）

伊藤 満

秋田市雄和平沢字舟津田78-1

秋田市

018-886-2135

018-886-2749

191 （有）桜庭設備工業

桜庭清司

秋田市東通観音前8-27

秋田市

018-832-4059

018-832-9711

195 （有）ケー・エスケー管工

佐々木謙二

秋田市御所野湯本4丁目1-10

秋田市

018-889-8083

018-889-8082

196 矢留水道工業所

安藤 優

秋田市浜田字滝ノ原100-1

秋田市

018-828-4233

018-828-0225

204 （有）須磨設備

須磨修悦

秋田市外旭川字三千刈17-9

秋田市

018-867-0910

018-867-0921

207 山王住設

日景正雄

秋田市山王中園町4-40

秋田市

018-866-8972

018-866-8972

212 （有）日設工業所

近藤新助

秋田市添川字境内川原72-26

秋田市

018-832-2137

018-832-2137

213 保坂設備

保坂 亮

秋田市外旭川字山崎296-3

秋田市

018-853-6096

018-868-7577

214 北環興業（株）

本多秀文

秋田市土崎港西2丁目10-20

秋田市

018-846-7122

018-846-6007

220 出羽工業

田口久清

秋田市下北手梨平字梨平85-2

秋田市

018-839-4923

018-839-4937

221 ほんま設備

本間 和弘

秋田市御野場新町5丁目1-35

秋田市

018-892-6671

018-892-6687

5/9

2020/8/7現在

由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号
224 三輪設備

指定事業者名

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

三輪 治

秋田市新屋勝平台27-6

秋田市

018-862-7921

218-862-7921

225 （有）大見工業

大見和夫

秋田市外旭川字大谷地39-37

秋田市

018-845-0326

018-845-0326

232 （有）ＳＫ工業

小林 秀樹

秋田市四ツ小屋字城下当場13-3

秋田市

018-874-7490

018-874-7491

235 保坂設備工業

保坂 末昭

秋田市雄和椿川字石坂上32-45

秋田市

018-886-8177

018-886-8177

237 （有）フーコウ

田村 嘉博

秋田市新屋南浜町4-16

秋田市

018-863-4634

018-863-4634

242 （株）新栄建設

宇佐美 豊

秋田市下新城小友字中坪72

秋田市

018-873-2592

018-873-3943

244 宇佐美住設

宇佐美 剛

秋田市下浜羽川字家ノ腰10

秋田市

018-879-2899

018-879-2899

246 ウォーター・エアライフ

石塚 直喜

秋田市新屋栗田町2-15

秋田市

018-888-8880

018-888-8850

248 （有）横田工業

横田 徳正

秋田市雄和新波字本屋敷191-2

秋田市

018-887-2026

249 ミナミ水道（株）

宮田 保仁

秋田市飯島緑丘町14-36

秋田市

018-847-4525

018-853-0085

250 （株）ヌノタニ

布谷 博

秋田市飯島字穀丁大谷地253-4

秋田市

018-847-5515

018-847-5514

255 田代水道工業（株）秋田営業所

田代 克美

秋田市川尻御休町13-26

秋田市

018-827-3551

018-827-3533

261 村上設備

村上 勝一

秋田市大住南3丁目18-25

秋田市

080-5572-4408

018-829-3802

263 山生工業（株）

円城 一路

秋田市手形田中13-32

秋田市

018-834-9208

018-853-7863

264 キバ水道（株）

相原 博元

秋田市桜1丁目16-17

秋田市

018-834-1317

018-834-1983

265 水道ワークス

加賀谷 哲平 秋田市新屋南浜町1-10

秋田市

018-838-6381

018-838-6381

17 （株）あべ建設

阿部信吉

にかほ市田柧字北野99-3

にかほ市

0184-37-3099

018-37-2190

31 （株）兼松工務店

兼松 薫

にかほ市象潟町小滝字茨林28-4

にかほ市

0184-44-2151

0184-44-2310

42 （株）象潟設備工業

奥山三義

にかほ市象潟町関字建石45-48

にかほ市

0184-43-4136

0184-43-6310

45 （株）石山組

石山幹治

にかほ市飛上竹嶋潟46-1

にかほ市

0184-38-3821

0184-38-2344

77 斎藤衛設

斎藤直貴

にかほ市金浦町金浦字高森114-1

にかほ市

0184-38-4555

0184-38-4555

79 三共（株）

安倍秋一

にかほ市平沢字出ケ沢1-1

にかほ市

0184-37-3055

0184-37-3057

82 山卯建設工業（株）

伊東 毅

にかほ市象潟町小砂川字アマクラ115-10

にかほ市

0184-46-2344

0184-46-2676

139 （有）マルサン設備事業

佐藤敏男

にかほ市平沢字樋ノ口48-2

にかほ市

0184-36-2010

0184-37-2296

148 （有）高橋設備

髙橋 隆弘

にかほ市飛字飛ヶ﨑59

にかほ市

0184-38-3659

0184-38-3787

161 （有）象潟水道瓦斯工業所

須田 由美子 にかほ市象潟町字3丁目塩越53

にかほ市

0184-43-2381

0184-43-6628

181 金浦配管工所

佐藤幸希

にかほ市金浦町金浦字十二林160-2

にかほ市

0184-38-3001

0184-38-3165

185 （株）仁賀保施設

齋藤 俊郎

にかほ市平沢字上町田16-8

にかほ市

0187-37-3355

0184-37-2279

208 テクノ社

斉藤鉄雄

にかほ市平沢字上町85-8

にかほ市

0184-35-2136

0184-35-2136

6/9

2020/8/7現在

由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
指定事業者名
番号
209 森建設工業（株）

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

0184-44-2311

0184-44-2848

森 純

にかほ市象潟町長岡字向エ21

にかほ市

254 （株）千秋テクノエンジニアリング

今井 寿徳

にかほ市平沢字井戸尻45

にかほ市

0184-33-6180

0184-33-6181

262 ライフサポートテイク

竹内 学

にかほ市象潟字鳥の海7-6

にかほ市

090-7071-3005

0184-43-5056

11 阿部総合設備

阿部良一

雄勝郡羽後町床舞字中村56-1

その他市外

0183-62-5130

018-62-5130

25 （株）ワタナベ水道

越後宏司

湯沢市若葉町10-23

その他市外

0183-73-3061

0183-72-4153

27 （株）岡本産業

岡本 稔

横手市明永町6-10

その他市外

0182-32-4172

0182-32-2787

35 （株）佐藤総合設備

高橋 満

湯沢市清水町6丁目1-32

その他市外

0183-72-5141

0183-72-5142

44 （株）成和

高橋静男

松島町竹谷字萱倉58

その他市外

022-352-2755

022-352-2571

61 環清工業（株）

青山 武

酒田市浜中字八間山135-1

その他市外

0234-22-4415

0234-22-4414

62 貴俵電気設備工業（株）

貴俵順吉

横手市雄物川町造山字造山143-16

その他市外

0182-22-3365

0182-22-3364

88 柴田水道施設

柴田正吉

北秋田市綴子字佐戸岱79-122

その他市外

0186-62-9706

0186-62-2362

89 柴田設備

柴田利一

雄勝郡羽後町飯沢字上野23-2

その他市外

0183-68-2761

0183-68-2761

143 （有）角間川設備工業

岸 竹一

大仙市角間川町字東元道巻137-3

その他市外

0187-65-4331

0187-65-2863

172 （有）中仙施設工業

柴田義光

大仙市長野字神林160

その他市外

0187-56-4356

0187-56-4358

180 和田工業

和田健一

大仙市協和上淀川28

その他市外

018-892-2310

184 木村設備

木村浩人

大仙市長野字小豆田77-3

その他市外

0187-56-2684

0187-56-2684

186 （株）富士開発機工

小松英巳

大仙市大曲須和町1丁目1-17

その他市外

0187-62-2170

0187-62-3181

187 佐藤施設工業（株）

佐藤和博

横手市雄物川町今宿字出向196

その他市外

0182-22-3133

0182-22-3140

192 （有）細谷設備

細谷重孝

横手市平鹿町浅舞字覚町後169-3

その他市外

0182-24-0159

0182-24-0270

198 （有）坂本水道工業

坂本節男

仙北郡美郷町金沢字長岡森155-3

その他市外

0182-37-3113

0182-37-2526

199 （有）リケン住機

利 定己

雄勝郡羽後町西馬音内字本町92

その他市外

0183-62-5570

0183-62-5570

203 高橋ボーリング

高橋弘昭

大仙市太田町国見字伊勢堂176-2

その他市外

0187-88-1503

0187-88-1503

210 アサヒ電器

長谷川 清

横手市増田町増田字本町17

その他市外

0182-45-2537

0182-45-2537

211 （株）クラシアン

鈴木 一也

横浜市港帰宅新横浜1-2-1

その他市外

045-473-8181

045-473-8191

215 高橋施設

高橋明美

山本郡三種町外岡字逆川112-6

その他市外

0185-83-4156

0185-83-4839

217 辻島設備

辻島一文

仙北郡美郷町野中押切89-2

その他市外

0187-84-3880

0187-84-3880

228 （有）佐一設備

佐藤一視

横手市雄物川町沼館字沼館332

その他市外

0182-22-2094

0182-22-4794

229 （株）水工社

山内 圭

湯沢市西愛宕町11-18

その他市外

0183-72-1193

0183-72-1195

233 赤平設備工業（有）

赤平 清光

湯沢市酒蒔字中野102

その他市外

0183-79-2880

0183-79-2870

7/9

2020/8/7現在

由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号
236 （株）アクサム

指定事業者名

代表者名

住所

地区

電話番号

FAX番号

武野 智

大仙市大曲須和町2丁目6-7

その他市外

0187-62-1081

0187-62-5406

238 （株）イースマイル

島村 禮孝

大阪市中央区瓦屋町3-7-3 イースマイルビル

その他市外

06-7739-2525

06-7739-2526

239 （有）朝日都市開発

阿部 慶四郎 雄勝郡羽後町字南西馬音内110-3

その他市外

0183-62-0487

0182-33-7080

243 金田設備工業

金田 明

横手市睦成字鶴巻44-103

その他市外

0182-32-1578

0182-32-1578

247 布袋水明社

中山 英樹

湯沢市成沢字中ノ沢5-21

その他市外

0183-72-7878

0183-72-7879

251 ＤＨ設備工業（株）

村上 大樹

大仙市豊川字南又18-1

その他市外

0187-49-7155

0187-56-3359

256 （株）アクアライン

大垣内 剛

広島市中区上八丁堀8-8 第1ウエノヤビル6F

その他市外

082-502-6644

082-502-4660

259 岩野設備工業（株）

岩野 豪

湯沢市関口字新山田22-2

その他市外

0183-73-7138

0183-73-1619

8/9

2020/8/7現在

由利本荘市市営給水工事事業者地区別一覧表
指定
番号

指定事業者名

代表者名

住所

9/9

地区

電話番号

FAX番号

2020/8/7現在

