
仙北市排水設備指定工事店一覧

【仙北市　田沢湖地区】

№ 指定工事店名 代表者名 指定番号 営業所所在地 電話番号

1 （株）　森元組 髙橋友喜 4 仙北市田沢湖神代字戸伏松原40番地3 0187-44-2251

2 佐藤建設　（株） 田村 　保 19 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117番地255 0187-43-1700

3 （有）　佐藤電気 佐藤 章栄 20 仙北市田沢湖神代字街道南35番地9 0187-44-2281

4 （有）　津島ボイラー 津島 幸治 21 仙北市田沢湖神代字古館野817番地の1 0187-44-3143

5 日高建設　（株） 日高 英樹 22 仙北市田沢湖生保内字牛沢55番地 0187-43-0332

6 （株）　寺沢工務店 寺澤　 喬 23 仙北市田沢湖生保内字武蔵野112番地 0187-43-0278

7 （株）　畠山建設工業 畠山　隆憲 26 仙北市田沢湖生保内字相内端57番地の4 0187-43-0395

8 （株）　高 喜 高橋 秀喜 44 仙北市田沢湖生保内字宮ﾉ前12番地 0187-43-0753

9 進 藤 設 備 進藤 幸治 58 仙北市田沢湖生保内字武蔵野105番地865 0187-43-1239

10 （株）　アサノ 浅野 慎太郎 64 仙北市田沢湖生保内字武蔵野117番地の49 0187-43-2172

11 （株）　万　景 西宮 幸治 67 仙北市田沢湖小松字本町14番地 0187-44-3232

12 （株）　高 田 組 髙田 　肇 86 仙北市田沢湖生保内字黒沢176番地1 0187-43-0394

【仙北市　角館地区】

№ 指定工事店名 代表者名 指定番号 営業所所在地 電話番号

1 （株）　相馬組 相馬 博之 28 仙北市角館町白岩上西野220番地 0187-53-2590

2 （有）　ヌノヤ設備工業 布谷 　茂 33 仙北市角館町岩瀬下ﾀ野252番地3 0187-54-4421

3 小林設備工業　（有） 小林 幸悦 49 仙北市角館町西長野堂の前2番地 0187-54-1877

4 （有）　門脇設備工業 門脇 賢一 56 仙北市角館町川原町34番地の2 0187-53-2345

5 （株）　船木設備 船木 基行 60 仙北市角館町雲然上町屋57番地3 0187-54-3073

6 （有） 大久保タイル工業 大久保 和重 68 仙北市角館町上菅沢488番地1 0187-55-1543

7 （株）　瀧神巧業 佐藤 　慎 73 仙北市角館町小館54番地 0187-54-2311

8 （有）　辻󠄀谷組造園 辻󠄀谷 栄治 74 仙北市角館町八割坂の下12番地の1 0187-54-2024

9 （株）　丸英土建 辻󠄀 幹久 77 仙北市角館町八割字八割184番地6 0187-53-2708

【仙北市　西木地区】

№ 指定工事店名 代表者名 指定番号 営業所所在地 電話番号

1 （株）　西宮組 西宮 優太 14 仙北市西木町門屋字漆原88番地8 0187-47-2141

2 （株）　小林産業 小林 竹典 17 仙北市西木町桧木内字高屋273番地1 0187-48-2134

3 （株）　山庄建設 畠山 敏美 24 仙北市西木町桧木内字山口27番地2 0187-48-2222

4 （有）　ネクストアベ 阿部則比古 38 仙北市西木町門屋字六本杉67番地の3 0187-47-3102

5 （有）　高橋鉄工所
及川　真由

子
39 仙北市西木町桧木内字松葉41番地の2 0187-48-2505

6 (株)　鈴建興業 鈴木 一義 78 仙北市西木町西明寺字荒町東158番地1 0187-47-3060

7 門脇水道 門脇 政和 106 仙北市西木町小山田字石川原191番地 0187-47-2753
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仙北市排水設備指定工事店一覧

【大仙市、美郷町】

№ 指定工事店名 代表者名 指定番号 営業所所在地 電話番号

1 （株）　渡部設備 渡部 隆一 1 大仙市四ﾂ屋字川口98番地 0187-66-2510

2 （株）　富士開発機工 小松 稔 6 大仙市大曲須和町一丁目1番17号 0187-62-2170

3 （株）　総合設備秋田 高橋 誠一 8 大仙市清水字中田127番地 0187-56-2875

4 山二施設工業（株）大曲営業所 八嶋 浩芳 9 大仙市飯田字大道端40-7 0187-63-5666

5 DH設備工業　（株） 村上 大樹 10 大仙市豊川字南又18番地1 0187-49-7155

6 （有）　細井技研工業 細井 光亨 11 仙北郡美郷町金沢東根字蛭川11番地 0187-84-0596

7 木村設備 木村浩人 12 大仙市長野字小豆田77番地3 0187-56-2684

9 （有）　中仙施設工業 柴田 義光 18 大仙市長野字神林160番地 0187-56-4356

10 小林製作所 小林淳次郎 25 大仙市北長野字茶畑43番地1 0187-56-3025

11 大曲施設工業　（株） 伊藤　 靖 29 大仙市大曲須和町二丁目9番15号 0187-63-4581

12 （株）　朝日水道工業所 遠田 博士 32 大仙市大曲須和町一丁目3番58号 0187-63-0399

14 （有）　水交設備 佐藤 信行 41 大仙市松倉字松倉148番地 0187-86-0820

15 （株）　アクサム 武野　 智 45 大仙市大曲須和町二丁目6番7号 0187-62-1081

16 （株）　協和土建 茂木 義行 46 大仙市協和稲沢字堤ｹ沢出口3番地8 018-894-2323

17 （有）小林電器設備 小林 富次夫 47 大仙市大曲日の出町一丁目44番5号 0187-63-0437

18 （有）　菊地住設 菊地 幸仁 50 大仙市四ﾂ屋字下古道103番地1 0187-66-1882

20 （株）　テクノワン 佐々木　久 54 大仙市土川字小杉山6番地 0187-75-1408

21 清 和 設 備 鈴木 正助 63 大仙市鑓見内字館ﾉ内143番地 0187-56-4052

22 藤本家電サービス 藤本 隆藏 65 大仙市太田町三本扇字羽見内92番地 0187-88-2576

23 仲村管工設備 仲村　庸平 66 大仙市太田町国見字上仲島88番地 0187-88-1592

24 北浦設備エンジニア 髙橋 康夫 75 大仙市大神成字山回179番地 0187-57-3711

25 辻󠄀 島 設 備 辻󠄀島 一文 85 仙北郡美郷町野中字押切89-2 0187-84-3880

26 （有）　角間川設備工業 岸　 竹一 90 大仙市角間川町字東元道巻137番地3 0187-65-4331

27 （株） フジヤアクアテック 藤谷　 治 92 仙北郡美郷町六郷字宝門清水72番地4 0187-84-0211

28 アポロ水設工業 佐々木正一 102 大仙市鑓見内字板屋113番地4 0187-56-4311

29 (株)　アクアワークス 齋藤　英司 114 大仙市戸蒔字大槻7-4 0187-73-6867



仙北市排水設備指定工事店一覧

【秋田市】

№ 指定工事店名 代表者名 指定番号 営業所所在地 電話番号

1 羽後設備　（株） 佐藤 裕之 16 秋田市泉中央二丁目2番29号 018-863-0202

2 （株）　三和施設 佐藤 弘康 27 秋田市楢山古川新町28番地 018-833-8032

3 （株）　カミオ 谷藤 健二 30 秋田市将軍野南三丁目9番4号 018-845-0043

4 （有）　ケーエスケー管工 佐々木 謙二 42 秋田市御所野湯本4丁目1-10 018-889-8083

5 総合施設　（株） 鈴木 英樹 71 秋田市外旭川字三千刈106番地1 018-823-5073

6 互大設備工業　（株） 脇屋 憲一 93 秋田市添川字境内川原228番27 018-833-9270

7 （株）　渡部工業 渡部 俊二 96 秋田市新屋松美ｶﾞ丘東町2番6号 018-864-7288

8 （株）　日東施設工業所 新泉 博智 98 秋田市楢山登町11番40号 018-834-6371

10 （株）　あたご 佐藤 義孝 105 秋田市楢山愛宕下11番61号 018-834-4076

11 山岡工業　（株） 阿部 倫比古 108 秋田市御所野湯本二丁目1番5号 018-826-1616

12 (株)クラシアン 今田　健治 113 秋田市広面堤敷58番地４ 018-834-7781

【由利本荘市】

№ 指定工事店名 代表者名 指定番号 営業所所在地 電話番号

1 （有）マルエス設工 嵯峨　善一 111 由利本荘市埋田字小館２７ 0184-24-5418


