志賀町指定給水装置工事事業者
平成30年2月14日 現在

№
1
2
3
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26

事 業 所 名
代

表

者

㈲フクシマバーナー
代表取締役 福島 敏明
タバタ設備
代表 田端 新二
㈲田渕工業
代表取締役 田渕 哲
高橋さく泉工業所
代表 高橋 光浩
㈲アオキ設備工業
代表取締役 梅田 初雄
㈱アイ管
代表取締役 福田 敏幸
高沢設備工業所
代表 高沢 秀樹
松本設備
代表 松本 誠一
㈲青谷工業
代表取締役 青谷 武
㈱米木工務店
代表取締役 米木 義則
須原設備
代表 須原 雄二
㈱盟光管工
代表取締役 松本 明人
㈱センダ設備
代表取締役 千田 康夫
北国工業㈱
代表取締役 小谷内 修一
㈲あわき設備工業
代表取締役 粟木 信義
アムズ㈱
代表取締役 谷口 敏
北陸電気工事㈱七尾支店志賀営業所
代表取締役 三鍋 光昭
古沢工業㈱
代表取締役 古澤 義英
東亜鑿泉工業㈱
代表取締役 吉田 良雄
㈲和光産業
代表取締役 藤本 啓介

郵便番号

事業所所在地

電話番号

925-0141 志賀町高浜町クの42番地6

0767-32-0476

925-0154 志賀町末吉千古1番地31

0767-32-3565

925-0382 志賀町米町タの26番地5

0767-38-1028

925-0141 志賀町高浜町オの55番地1

0767-32-1635

925-0205 志賀町仏木リの55番地1

0767-37-2700

925-0382 志賀町米町レ14番地

0767-38-8080

925-0147 志賀町大島ロの5番地

0767-32-0085

925-0165 志賀町上野甲の20番地

0767-32-2789

925-0212 志賀町徳田丙の52番地1

0767-37-1425

925-0157 志賀町堀松卯の12番地

0767-32-0468

925-0141 志賀町高浜町ニの13番地8

0767-32-4484

929-1213 かほく市長柄町ワ3番地1

076-281-0300

920-0001 金沢市千木町ホ85番地1

076-258-2460

929-1343 宝達志水町小川ヨ106番地2

0767-28-3355

925-0001 羽咋市柴垣町36字1番地

0767-27-1222

921-8043 金沢市西泉3丁目92番地

076-241-6181

925-0375 志賀町若葉台51

0767-38-1843

925-0001 羽咋市柴垣町17字11番地

0767-27-1200

925-0022 羽咋市深江町ヲ36番地2

0767-22-3155

925-0142 志賀町福野ロの65番地1

0767-32-3516
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志賀町指定給水装置工事事業者
平成30年2月14日 現在

№
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
49
50

事 業 所 名
代

表

者

日光設備工業㈱
代表取締役 奥鶴 直也
柴中設備工業㈱
代表取締役 柴中 隆之
丸一設備工業㈱
代表取締役 八崎 弘
志賀興業建設㈱
代表取締役 橋 富士子
㈱稲岡建設
代表取締役 稲岡 保男
㈲中村技研工業
代表取締役 中村 勇
南建設㈱
代表取締役 北 省一
第一工業㈱
代表取締役 狩山 賢一
㈲カサハラ住設
代表取締役 笠原 辰美
㈲アカシア管工
代表取締役 小谷 誠
㈲タニヤ
代表取締役 谷屋 信吉
㈲平石工業
代表取締役 平石 文男
㈲桜谷設備企管
代表取締役 櫻谷 茂昭
㈱西田組
代表取締役 西田 浩和
㈲山本設備工業
代表取締役 山本 辰夫
㈲水上住設
代表取締役 水上 義雄
松谷建設㈱
代表取締役 小山 昌男
山本設備工業
代表 山本 明夫
㈲小川電設
代表取締役 小川 大洋
㈱橋爪電気設備工業
代表取締役 橋爪 大善

郵便番号

事業所所在地

電話番号

920-0953 金沢市涌波3丁目11番地14号

076-264-3285

925-0205 志賀町仏木ぬの4番地

0767-37-1443

926-0822 七尾市細口町イ部61番地1

0767-53-6388

925-0152 志賀町北吉田井の16番地

0767-32-5155

925-0211 志賀町矢田い26番地1

0767-37-2211

926-0836 七尾市町屋町カ部19番地の1

0767-57-1816

925-0141 志賀町高浜町レの71番地1

0767-32-0017

926-0038 七尾市八幡町へ部72番地1

0767-57-1511

929-0343 津幡町南中条4号31番地6

076-288-8377

920-0267 内灘町大清台278

076-286-1269

929-1714 中能登町羽坂11部11番地

0767-74-0674

929-2212 七尾市中島町田岸弐部1番地

0767-66-1652

920-0058 金沢市示野中町2丁目79番地

076-232-3708

925-0167 志賀町町大坂114番地

0767-32-1027

923-0964 小松市今江町2丁目233番地

0761-22-8147

920-0003 金沢市疋田2丁目107番地

076-257-7887

925-0147 志賀町大島2の34番地26

0767-32-0088

925-0443 志賀町富来七海イの16番地

0767-42-1003

925-0447 志賀町富来領家町タの2番地11

0767-42-1007

925-0446 志賀町富来地頭町7の128番地甲乙 0767-42-0555
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志賀町指定給水装置工事事業者
平成30年2月14日 現在

№
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72

事 業 所 名
代

表

者

㈲小泉工務店
代表取締役 小泉 榮樹
うす川設備㈲
代表取締役 薄川 昭男
ネオ工業㈱
代表取締役 津田 和定
菊設備
代表 菊 勝次
横井㈱
代表取締役社長 横井 富弘
㈲剛配管設備工業
代表取締役 山口 進
㈲中村住設
代表取締役 中村 孝次
㈲川村建築
取締役 川村 光男
㈱ テクノ管工
代表取締役社長 高木 清美
㈲大門工業
代表取締役 大門 忠治
谷内田設備工業
代表 谷内田 英宣
寺沢組
代表 寺澤 智之
㈲ヨジロ設備
代表取締役 岡田 匠
㈱朝山設備
代表取締役 朝山 信之
㈱北川設備
代表取締役 北川 昌保
㈱環境企業シミズ
代表取締役 清水 清一郎
泉工業㈱
代表取締役 泉 政良
狭間建築
代表 狹間 修治
山藤管工㈱
代表取締役 山藤 智
㈲徳サン工業
代表取締役 徳田 正則

郵便番号

事業所所在地

電話番号

925-0446 志賀町富来地頭町6の174番地

0767-42-0155

925-0571 志賀町西海風無トの138番地

0767-45-1216

920-0226 金沢市粟崎町3丁目207番地

076-238-4311

925-0001 羽咋市柴垣町18字109番地2

0767-27-1237

929-1635 中能登町高畠へ部24番地

0767-77-2368

920-0356 金沢市専光寺町ニの8番地1

076-268-5105

929-1103 かほく市谷ヲ４番地

076-285-0821

925-0436 志賀町貝田リの120番地

0767-42-2016

923-0003 小松市安宅町ヌ48番地5

0768-22-1651
(輪島営業所)

925-0466 志賀町富来地頭町6の143番地１

0767-42-0270

929-1604 中能登町能登部下111部44番地

0767-72-3291

925-0148 志賀町長沢リの4番地6

0767-32-1075

929-1215 かほく市高松ワ１番地７

076-282-5721

926-0012 七尾市万行町5部１番地

0767-52-5631

921-8044 金沢市米泉町3丁目１番地

076-247-0811

926-0846 七尾市祖浜町イ部48番地2

0767-53-6878

925-0033 羽咋市川原町メ129番地4

0767-22-0329

927-2171 輪島市門前町本市１の137番地

0768-42-8088

929-0342 津幡町北中条5丁目9番地

076-288-3825

926-0824 七尾市下町シ部95番地１

0767-57-2234
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志賀町指定給水装置工事事業者
平成30年2月14日 現在

№
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

事 業 所 名
代

表

者

サンコーエンジニアリング㈱
代表取締役 米田 博
㈲石尾設備工業
代表取締役 石尾 修
㈲寺井設備工業
代表取締役 寺井 彰
㈲信田住設
代表取締役 信田 宗彦
㈱クラシアン
代表取締役 村瀬 岳志
尾崎設備
代表 尾崎 壽和
㈲永田設備
代表取締役 永田 外喜男
㈱津幡工業
代表取締役 村谷 哲夫
福井管工
代表 福井 修
桐田設備工業㈱
代表取締役 野崎 俊一
㈱富永設備
代表取締役 三輪 孝浩
ノマツ設備
代表 野松 早人
㈱油野水道設備
代表取締役 油野 明敏
羽咋設備㈱
代表取締役 坂室 英仁
宮城工業㈱ 能登営業所
代表取締役 宮城 浩司
(有)アキラ設備
代表取締役 和布浦 光
㈱テッククリエイト
代表取締役 山森 洋一
北原設備
代表 北原 敦
(有)嵐工業所
代表取締役 嵐 正輝
相畑設備
代表 相畑 勝也

郵便番号

事業所所在地

電話番号

921-8015 金沢市東力4丁目97番地

076-292-3455

929-1411 宝達志水町柳瀬チ61番地

0767-29-3753

929-1171 かほく市木津イ61番地1

076-285-0407

928-0331 能登町柳田仁部71番１地

0768-76-0152

920-0435 金沢市藤江北4丁目256番地

076-268-3861

926-0022 七尾市天神川原町ル部７番地

0767-57-3611

920-0209 金沢市東蚊爪町二丁目4番地１

076-237-8145

929-0326 津幡町清水ア9番地

076-288-3255

920-0264 内灘町宮坂7字11番地4

067-286-6533

920-0018 金沢市三口町火71番地

076-238-7677

925-0025 羽咋市太田町い25番地

0767-26-1258

926-0001 七尾市鵜浦町67部38番地

0767-58-1716

929-1126 かほく市内日角5丁目26番地

076-283-3004

925-0044 羽咋市新保町下218番地12

0767-22-7027

929-1415 宝達志水町敷浪ハの207番地2

0767-29-2897

929-1332 宝達志水町北川尻ヲ50番地5

0767-28-5711

920-0226 金沢市粟崎町5丁目24番地2

076-237-0025

929-1711 中能登町廿九日ト部18番地

0767-74-1798

925-0044 羽咋市新保町上239番地1

0767-22-3172

925-0141 志賀町高浜町ノの154番地１７

0767-32-3397
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志賀町指定給水装置工事事業者
平成30年2月14日 現在

№
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

事 業 所 名
代

表

者

清水電興㈱
代表取締役 宮谷 貞行
㈱橋設備工業
代表取締役 橋 敬之
コイサ設備
代表 森 昭
中道設備
代表 中道 進
北研エンジニアリング㈱七尾支店
代表取締役 谷口 智彦
川崎設備
代表 川崎 賢司
㈱環境日本海サービス公社
代表取締役 浦部 隆博
㈱イースマイル金沢営業所
代表取締役 島村 禮孝
田渕設備
代表 田渕 絢介
㈱アクアライン
代表取締役 大垣内 剛
東設備
代表 東 清孝
㈱オキシ―
代表取締役 池田 成克
㈲カタクラ設備
代表取締役 片倉 則男
ナカイ設備㈱
代表取締役 中居 正博

郵便番号

事業所所在地

電話番号

925‐1574 羽咋市酒井町ねの9番地

0767-26-1106

921-8163 金沢市横川六丁目100番地

076-247-7784

929-2121 七尾市田鶴浜町ト部80番地

0767-68-3205

925-0446 志賀町富来地頭町6の199番地

0767-42-2593

926-0828 七尾市白馬町57部13番地

0767-57-2648

926-0012 七尾市万行町33部101番地

0767-52-3778

926-0801 七尾市昭和町61番地

0767-53-0437

920-3134 金沢市金市町ニ15番地5

0120-123-456

925-0373 志賀町小室ニの6番地6

0767-38-1101

広島県広島市中区上八丁堀８番８

730-0012 号第１ウエノヤビル６Ｆ

082-502-6644

925-0141 志賀町高浜町マの17番地31

0767-32-0203

河北郡内灘町字鶴ヶ丘2丁目710番

920-0271 地

076-286-1211

920-0056 金沢市出雲町イ393

076-221-5681

921-8054 金沢市西金沢1丁目37番地

076-256-3731
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