
区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ｱｰﾑｽﾞﾋｶﾞ ㈱ｱｰﾑｽﾞ東日本 岩手営業所 真田　吉憲 岩手県盛岡市北山2-27-1 019-663-8039 019-663-8038 土と

工事 ｱｰﾙｴｰﾋﾞｰ ｱｰﾙ･ｴｰ･ﾋﾞｰ開発㈱ 山﨑　裕仁 青森県青森市第二問屋町3-2-35 017-739-1666 017-739-1664 建電内通

工事 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｹﾝｾﾂ ㈱IHIｲﾝﾌﾗ建設 北東北営業所 藤島　宏昭 岩手県盛岡市中央通3-3-2 019-629-2388 019-629-2389 土と鋼塗水

工事 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ ㈱IHIｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑ 東北営業所 河野　朗 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 022-267-3789 022-267-3725 土と鋼塗水

工事 ｱｲｹｰｴｽ ㈱ｱｲ･ｹｰ･ｴｽ 森田　和 宮城県石巻市鋳銭場5-21 0225-96-6420 0225-96-6840 土と電管鋼舗し塗機水消

工事 ｱｲｺｳﾃﾞﾝｷ 相光電気㈱ 奥田　謙一 岩手県盛岡市津志田南1-12-30 019-638-9811 019-638-2199 電通

工事 ｱｲｼｰｴｽ ㈱ｱｲｼｰｴｽ 法貴　敬 岩手県盛岡市松尾町17-8 019-651-2626 019-651-2693 通

工事 ｱｲﾁﾄｹｲﾃﾞﾝｷ 愛知時計電機㈱ 盛岡営業所 鬼頭　尚道 岩手県盛岡市月が丘1-11-43 019-646-8836 019-646-8880 機

工事 ｱｵｷｱｽﾅﾛｹﾝｾﾂ 青木あすなろ建設㈱ 東北支店 沖　二郎 宮城県仙台市太白区長町3-7-13 022-748-0557 022-748-0610 土建大と石屋タ鋼舗し内水

工事 ｱｵﾐ あおみ建設㈱ 東北支店 髙橋　良久 宮城県仙台市青葉区大町2-9-13 022-263-7364 022-265-7534 土建大と石屋タ鋼舗し内水

工事 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼ 青森三菱電機機器販売㈱ 林　均 青森県青森市中央1-23-4 017-735-7800 017-735-7895 電管機通

工事 ｱｷﾗ 昱㈱ 中川　崇 東京都中央区東日本橋3-3-11 03-3663-2281 03-3664-5547 土建電管鋼内機通水消

工事 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電㈱ 向洋電機事業所 高屋敷　久人 岩手県盛岡市中央通3-7-1 019-622-8711 019-622-8477 土電管鋼機通水

工事 ｱｸｱｺｳｷﾞｮｳ ｱｸｱ工業㈱ 金澤　和哉 岩手県盛岡市西青山2-18-1 019-647-2775 019-647-2793 土と石管鋼舗し塗水消

工事 ｱｸｱｼﾞｵ ㈱ｱｸｱｼﾞｵﾃｸﾉ 石塚　学 北海道札幌市白石区本郷通9-北4-5 011-866-5522 011-866-5521 と管井

工事 ｱｻﾇﾏｸﾞﾐ ㈱淺沼組 東北支店 鈴木 由起夫 宮城県仙台市青葉区上杉1-15-17 022-221-4501 022-221-4561 土建と鋼舗塗内水解

工事 ｱｻﾉｶﾝｷｮｳ 浅野ｱﾀｶ㈱ 小川　暢也 東京都台東区北上野2-8-7 03-5827-7051 03-5827-7058 土建と電管鋼舗機水清

工事 ｱｻﾋｲﾉﾍﾞｯｸｽ 旭ｲﾉﾍﾞｯｸｽ㈱ 東北営業所 虻川　聖一 宮城県仙台市泉区泉中央1-13-4 022-776-1538 022-375-1599 鋼機

工事 ｱｻﾋｺｳ ㈱朝日工業社 盛岡営業所 鈴木　秀之 岩手県盛岡市紺屋町4-28 019-622-6248 019-624-1290 管消

工事 ｱｻﾋﾃﾞﾝｷ ㈱旭電気工業 刈屋　良治 岩手県宮古市田の神2-3-1 0193-63-0718 0193-62-3031 電

工事 ｱｻﾋﾎﾞｰﾘ 旭ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ㈱ 髙橋　和幸 岩手県北上市鬼柳町都鳥186-1 0197-67-3121 0197-67-3143 土と管舗井水

工事 ｱｻﾏ ㈱浅間建設 浅間　光将 岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下113 0197-26-2511 0197-26-2545 土建大と石管鋼筋舗塗水解

工事 ｱｽｶ ㈱飛鳥 岩手営業所 阿部　拓 岩手県花巻市桜台1-24-1 0198-22-3073 0198-22-3086 土と舗

工事 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾃｯｸ 菊池　忠光 岩手県大船渡市日頃市町字坂本沢112-3 0192-22-8810 0192-22-8810 土と石管鋼舗し塗水解

工事 ｱﾍﾞﾆｯｺｳ ㈱安部日鋼工業 盛岡営業所 平井　公康 岩手県盛岡市下太田下川原12-1 019-656-9868 019-656-9869 土と電舗し

工事 ｱﾏﾉ ｱﾏﾉ㈱ 津田　博之 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275 045-401-1441 045-439-1150 建電管鋼内機通

工事 ｱﾗｲｸﾞﾐ ㈱新井組 岩手営業所 上野　忠文 岩手県二戸市仁佐平字北井沢41 0195-43-3871 0195-43-3874 土建と鋼舗し防内園水

工事 ｱﾘｴｰｼﾞｴﾝ ㈱ｱﾘｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 鈴木　豊実 宮城県多賀城市山王字山王四区7 022-368-6464 022-368-6455 管塗防

工事 ｱﾙﾊﾞﾗｲﾌ ㈱ｱﾙﾊﾞﾗｲﾌ 佐藤　一順 岩手県二戸市金田一字八ツ長88-5 0195-27-3330 0195-29-1041 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｱﾝｸｽ ㈱ｱﾝｸｽ 阿部　央嗣 岩手県盛岡市上田字松屋敷24-5 019-662-5354 019-662-7831 土建大左と石屋タ舗板ガ塗防内絶具

工事 ｱﾝｾﾞﾝ 安全電業㈱ 佐々木　厳路 岩手県盛岡市南仙北3-5-28 019-636-4030 019-634-1186 電消

工事 ｱﾝﾄﾞｳ・ﾊｻﾞﾏ ㈱安藤・間 東北支店 月津　肇 宮城県仙台市青葉区片平1-2-32 022-266-8111 022-212-1070 土建大左と石屋電管タ鋼舗しガ塗防内園具水解

工事 ｲｰｼｰﾅﾝﾌﾞ EC南部ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 菅原　正聡 岩手県奥州市水沢佐倉河字慶徳71 0197-22-2255 0197-24-2555 土建大と石屋管タ鋼舗し内水解

工事 ｲｲﾀﾞ 飯田鉄工㈱ 東北支店 窪田　英史 宮城県仙台市青葉区本町3-5-22 022-262-6914 022-262-6915 と鋼

工事 ｲｸｽﾙ ㈱ｲｸｽﾙ 髙桑　満 岩手県岩手郡雫石町板橋82-7 019-691-2555 019-691-2557 土と鋼塗

工事 ｲｼｶﾞｷ ㈱石垣 東北支店 片山　浩司 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-263-5021 022-263-5022 機水



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃ 石垣メンテナンス㈱ 東北支店 大場　政道 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-263-5023 022-263-5022 機

工事 ｲｽﾞﾐｾｲｿｳ いずみ清掃㈱ 熊野　靖一 宮城県仙台市泉区南光台1-14-10 022-275-2345 022-218-3338 土と石鋼舗し水解

工事 ｲｽﾞﾐﾃﾞﾝ いずみ電工㈱ 金野　泉 岩手県大船渡市立根町字中野69-1 0192-26-4167 0192-26-7028 土と電管舗消

工事 ｲﾄｳｸﾞﾐ ㈱伊藤組 伊藤　智仁 岩手県花巻市山の神797-1 0198-24-1193 0198-24-9798 土建大と舗塗園水解

工事 ｲﾄｳｸﾞﾐﾄﾞｹﾝ 伊藤組土建㈱ 東北支店 鈴木　俊英 宮城県仙台市青葉区二日町2-15 022-264-1521 022-262-0177 土建とタ鋼舗塗防内水解

工事 ｲﾄｳｼﾞﾕｳ ㈱伊藤住宅設備 伊藤　志津子 岩手県宮古市上鼻2-1-17 0193-62-4112 0193-64-1233 土と管水消

工事 ｲﾜｲｹﾝｾﾂ 岩井建設㈱ 岩井　淳 岩手県岩手郡雫石町大字繋5地割字塩ケ森175-7 019-692-1181 019-692-1183 土建と石鋼舗し塗園水

工事 ｲﾜｷ ㈱岩城 東北営業所 熊谷　憲一 宮城県仙台市泉区泉中央3-9-8 022-725-3962 022-725-3963 土と鋼塗水

工事 ｲﾜﾀﾞﾃﾃﾞ 岩舘電気㈱ 平野　喜嗣 岩手県盛岡市長田町23-27 019-651-6666 019-654-5802 電通消

工事 ｲﾜﾃｷｿ 岩手基礎工業㈱ 三田　利雄 岩手県北上市流通センター1-34 0197-68-2181 0197-68-2182 土建と管舗園水解

工事 ｲﾜﾃｹﾝｺｳ 岩手建工㈱ 藤澤　光夫 岩手県盛岡市神明町10-25 019-651-6903 019-654-3147 土建と石管鋼舗し塗園水

工事 ｲﾜﾃｹﾝｿｳ 岩手県総合建設業協同組合 小山　茂 岩手県盛岡市青山1-18-8 019-648-1911 019-648-1912 土建大左と石屋タ舗板ガ塗防内絶具解

工事 ｲﾜﾃｼｽｲ 岩手試錐工業㈱ 千葉　一晴 岩手県奥州市水沢佐倉河字松堂255 0197-24-1029 0197-24-1317 土と井

工事 ｲﾜﾃﾃﾞﾝｺ 岩手電工㈱ 川村　武史 岩手県盛岡市南仙北1-22-61 019-636-3911 019-635-7452 土電管通消

工事 ｲﾜﾃﾄﾞｳﾛ 岩手道路開発㈱ 田村　昭徳 岩手県盛岡市東見前3-29-1 019-656-1860 019-656-1861 土と石鋼舗塗

工事 ｲﾜﾃﾅ ㈱岩手ﾅﾌﾞｺ 坂本　啓一 岩手県盛岡市東見前4-13-3 019-637-5511 019-637-9511 具

工事 ｲﾜﾃﾆﾁﾚｷ 岩手ﾆﾁﾚｷ㈱ 陸前高田営業所 沼倉 修市 岩手県陸前高田市米崎町字脇の沢144-1 0192-53-1380 0192-53-1381 土と舗塗

工事 ｲﾜﾃﾋﾖｳｼ 岩手標識㈱ 小山内　章誠 岩手県花巻市二枚橋3-246-1 0198-26-5148 0198-26-5123 土と舗塗

工事 ｲﾜﾉｼｮｳｶｲ ㈱岩野商会 岩野 法光 宮城県盛岡市本宮1-17-6 019-656-4753 019-656-4750 消

工事 ｳｴﾉｼﾏ ㈱上の島 熊谷　英典 岩手県盛岡市下太田下川原136-1 019-658-1100 019-659-2288 土建大と管舗園水解

工事 ｳｫｰﾀｰ ㈱ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 東北北営業所 佐々木　圭三 岩手県盛岡市三本柳7-11-13 019-638-9401 019-638-9403 土電管機水

工事 ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ ㈱ｳｫｰﾀｰﾃｯｸ 北日本支店 林　直道 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-2-10 022-742-4251 022-296-9060 土と石電管鋼舗塗機水

工事 ｴｽｴｽﾃｯｸ ㈱ｴｽｴｽﾃｯｸ 中森　秋彦 岩手県久慈市大川目町6-163-3 0194-55-5550 0194-55-5551 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭ NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ㈱ 杉山　清 東京都江東区新木場1-18-7 03-5534-2222 03-5534-2559 通

工事 ｴﾇｲｰｼｰ NECﾈｯﾂｴｽｱｲ㈱ 盛岡営業所 及川　賢司 岩手県盛岡市中央通2-2-5 019-625-9413 019-625-9967 電通

工事 ｴﾇｲｰｼｰﾌｨｰ NECﾌｨｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 盛岡支店 福士　守 岩手県盛岡市本宮3-13-20 019-635-3011 019-631-1157 電管内通

工事 ｴﾇｴｲﾁｹｲ ㈱NHKﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 仙台総支社 制野　敏光 宮城県仙台市青葉区本町1-11-11 022-261-0796 022-261-0756 建と電鋼塗防内通

工事 ｴﾇｴﾇｼｰ ㈱NNCｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 南魚沼支社 中島　直人 新潟県南魚沼市大崎4369-2 025-779-2141 025-779-2893 土と管鋼舗機井水解

工事 ｴﾇｹｰｴｽ ㈱ｴﾇｹｰｴｽ 東京営業所 保坂　洋一 東京都大田区西糀谷一丁目25-5 03-5735-7500 03-5735-7501 電管

工事 ｴﾇﾃｨﾃｨ ㈱NTT東日本－東北 滝澤　正宏 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1 022-269-2020 022-262-0068 通

工事 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ ㈱NTTﾄﾞｺﾓ 東北支社 芦川　隆範 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-2 022-752-5261 022-752-5375 通

工事 ｴﾊﾞﾗｼﾞﾂｷﾞｮｳ 荏原実業㈱ 北東北営業所 森谷　淳一 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-19 019-625-7002 019-625-7004 土電管鋼塗機水

工事 ｴﾊﾞﾗｼｮｳ 荏原商事㈱ 岩手営業所 村山　直之 岩手県一関市銅谷町9-44 0191-48-4488 0191-48-4489 電機水

工事 ｴﾊﾞﾗｾｲｻ ㈱荏原製作所 東北支社 栁澤　敦雄 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-30 022-290-8822 022-299-1688 土と鋼舗機水

工事 ｴﾑｴﾑﾌﾞﾘｯｼﾞ ｴﾑ・ｴﾑﾌﾞﾘｯｼﾞ㈱ 東北営業所 上ノ山　茂 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1 022-716-5458 022-716-5459 土と鋼塗水

工事 ｴﾙｺﾞﾃｯｸ ｴﾙｺﾞﾃｯｸ㈱ 北日本支店 熊谷　裕明 宮城県仙台市泉区八乙女中央5-10-8 022-773-7891 022-773-7893 管
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工事 ｵｲｶﾜｾﾂﾋﾞ ㈲ｵｲｶﾜ設備企画 及川  敬子 岩手県宮古市板屋3-2-6 0193-63-8573 0193-63-8761 電消

工事 ｵｲｶﾜｾﾂﾋﾞ 及川設備工業㈱ 及川　由行 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田56-4 0197-25-7020 0197-24-8483 土管水消

工事 ｵｲｶﾜﾃｯｺｳ ㈱及川鐵工所 及川　勝良 岩手県花巻市西宮野目13-108-17 0198-30-2187 0198-30-2186 管タ鋼機清

工事 ｵｲﾗｰ ㈱ｵｲﾗｰ 山崎　一郎 岩手県奥州市水沢東大通り3-7-15 0197-25-7315 0197-24-8276 電管消

工事 ｵｵｳﾁ ㈱ｵｵｳﾁ工芸 大内　信志 宮城県仙台市若林区六丁の目元町3-8 022-286-1515 022-286-2254 土建大左と石屋タ鋼筋舗板ガ塗防内絶具水

工事 ｵｵｸﾎﾞｹﾝｾﾂ ㈱大久保建設 大久保　憲一 岩手県花巻市東和町安俵2-11 0198-42-4000 0198-42-4120 土建大と石屋管タ鋼舗し塗防内園水消

工事 ｵｰﾃｯｸ ㈱ｵｰﾃｯｸ 環境ｼｽﾃﾑ事業部盛岡営業所 池田　智史 岩手県盛岡市長田町14-30 019-624-6931 019-622-2418 電管通

工事 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞ ㈱大林組 東北支店 和國　信之 宮城県仙台市青葉区上杉1-6-11 022-267-8510 022-263-3138 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｵｵﾓﾄｸﾞﾐ ㈱大本組 東北支店 齋藤　学 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 022-262-5355 022-262-5357 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内具水解

工事 ｵｶﾀﾞﾃﾞﾝ 岡田電気㈱ 岡田　隆資 岩手県盛岡市仙北2-14-23 019-635-1225 019-635-1227 建電通消

工事 ｵｷｸﾛｽ OKIｸﾛｽﾃｯｸ㈱ 東北支社別館 阿部　道徳 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-263-3681 022-263-3683 電通

工事 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳ 沖電気工業㈱ 東北支社 松井　明 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-225-6601 022-225-6687 通

工事 ｵｸｱﾝ 奥ｱﾝﾂｰｶ㈱ 東北営業所 神田　淳 岩手県北上市本通り1-7-9 0197-63-5413 0197-63-5420 土と舗園

工事 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ ㈱奥村組 東北支店 樫木　正成 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-25 022-274-1231 022-273-9924 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐﾄﾞﾎﾞｸ 奥村組土木興業㈱ 仙台営業所 西村　洋平 宮城県仙台市青葉区二日町18-26 022-721-2488 022-721-2489 土と石鋼舗し塗水

工事 ｵｸﾑﾗﾃﾞﾝｷ ㈱奥村電気商会 奥村　大祐 岩手県盛岡市仙北3-14-60 019-636-1231 019-635-3717 電

工事 ｵｸﾔﾏﾎﾞｰ 奥山ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ㈱ 盛岡営業所 高橋　由紀夫 岩手県盛岡市月が丘1-27-17 019-641-8800 019-641-8810 土と井

工事 ｵｻﾅｲ ㈱長内水源工業 長内　信平 岩手県盛岡市北山2-27-1 019-662-2201 019-684-2664 土と管舗機井水

工事 ｵﾀﾞｶｷﾞ ㈱小高銀砂工場 山野井　祥二 福島県南相市原町高字竹ノ内17 0244-22-0161 0244-22-0163 土

工事 ｵﾂﾄｹﾝｾﾂ ㈲乙戸建設 乙戸　勲 岩手県宮古市太田1-8-20 0193-63-8532 0193-64-2488 土建大左と石屋タ鋼舗し内水解

工事 ｵﾄﾓ ㈱小友建設 菊池　シゲ 岩手県遠野市小友町14-73-2 0198-68-2044 0198-68-2045 土建大と石タ鋼舗解

工事 ｵﾉﾃﾞﾗﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ ㈱小野寺電機商会 小野寺  澄子 岩手県宮古市宮町3-9-8 0193-62-2232 0193-63-3576 電通消

工事 ｵﾊﾞﾗ ㈱小原建設 大宮　利一郎 岩手県北上市村崎野15-312-8 0197-66-3125 0197-66-5438 土建大と管鋼筋舗し塗防園水解

工事 ｵﾔﾅｷﾞ 小柳建設㈱ 小柳　卓蔵 新潟県三条市東三条1-21-5 0256-35-8123 0256-33-3333 土と石鋼舗し塗園水解

工事 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝ ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 畠山　政 岩手県盛岡市本町通3-18-8 019-652-4197 019-638-1931 土電管機水消

工事 ｵﾔﾏﾀﾞｺｳ ㈱小山田工業所 小山田　浩之 岩手県盛岡市本町通3-18-8 019-652-5111 019-652-5117 土建と鋼塗機

工事 ｵﾔﾏﾀﾞﾃﾞ 小山田電業㈱ 小野寺　孝司 岩手県宮古市小山田4-1-30 0193-62-5171 0193-64-0017 土と電通水消解

工事 ｵﾙｶﾞﾉ ｵﾙｶﾞﾉ㈱ 東北支店 廣川　浩之 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 022-261-6801 022-264-3035 土と管鋼機水

工事 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄ ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 東北事業所 海沼　一広 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 022-263-4872 022-263-4870 土機水

工事 ｶﾞｲｱｰﾄ ㈱ｶﾞｲｱｰﾄ 岩手営業所 及川　聡 岩手県盛岡市永井17-20-20 019-639-8670 019-639-0869 土と石鋼舗し水

工事 ｶｲｾｲ 開成建設㈱ 田中　清一 岩手県盛岡市盛岡駅前北通5-12 019-681-2011 019-681-2018 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｶｲﾖｳｿｳｺﾞｳ 海洋総合開発㈱ 小川　宗樹 東京都中央区京橋1-14-4 03-3538-2331 03-3535-5510 通

工事 ｶｶﾞﾔ ㈱ｶｶﾞﾔ 加賀谷　浩一 岩手県盛岡市芋田字武道9-95 019-683-2620 019-683-1998 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内具水

工事 ｶｼﾞﾏｹﾝｾ 鹿島建設㈱ 東北支店 勝治　博 宮城県仙台市青葉区二日町1-27 022-261-7111 022-261-9067 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水消

工事 ｶﾄｳｹﾝｾﾂ ㈱加藤建設 東北営業所 小池 征昭 宮城県仙台市青葉区吉城1-24-7 022-346-1878 022-279-0078 土と鋼舗し水解

工事 ｶﾄｳｼﾞｭｳｷ ㈱加藤重機 加藤　和平 岩手県一関市大東町大原字八幡館46-6 0191-72-3318 0191-72-2468 土と舗水解
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工事 ｶﾅｻﾞﾜ ㈱金澤電気工業所 金澤　英治 岩手県一関市桜木町6-12 0191-23-5200 0191-23-5201 土と石電管鋼舗塗通水消

工事 ｶﾅﾝ 花南水道土木㈱ 高橋　智彦 岩手県花巻市下根子352 0198-22-3988 0198-22-5385 土と管水

工事 ｶﾌﾞｷ 株木建設㈱ 仙台営業所 齊藤　淳 宮城県仙台市青葉区本町2-19-5 022-224-6781 022-224-6782 土建と石鋼舗し水解

工事 ｶﾎ ㈱嘉穂製作所 植村　一雄 福岡県飯塚市大分567 0948-72-0390 0948-72-1335 電管鋼機

工事 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞ 萱場工業㈱ 萱場　史郎 宮城県仙台市青葉区葉山町1-26 022-272-8686 022-272-8691 土電管機水

工事 ｶﾘﾔｹﾝｾﾂ 刈屋建設㈱ 向井田　岳 岩手県宮古市刈屋11-80-3 0193-72-3211 0193-72-2236 土建と鋼舗し塗園水解

工事 ｶﾜﾀﾞｹﾝｾ 川田建設㈱ 盛岡営業所 石岡　修一郎 岩手県盛岡市中央通1-11-17 019-651-5430 019-651-5431 土と鋼舗水解

工事 ｶﾜﾀﾞｺｳｷﾞ 川田工業㈱ 東北事業所 山田　克輔 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-222-3225 022-222-3226 土と鋼

工事 ｶﾜﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ 川本工業㈱ 東北支店 日野　正勝 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 022-262-8481 022-264-0934 管消

工事 ｶﾝｷｮｳﾎｾﾞﾝ 環境保全㈱ 竹内 司 青森県平川市松崎西田41-10 0172-43-1100 0172-43-1166 と解

工事 ｶﾝｷｮｳﾒﾝﾄﾞ ㈲環境ﾒﾝﾄﾞ 斉藤　明子 岩手県北上市本通り3-2-18 0197-61-3633 0197-61-3634 タ機

工事 ｶﾝｾｲｺｳｷﾞｮｳ 管清工業㈱ 東北営業所 田村　司郎 宮城県仙台市若林区卸町東4-3-17 022-288-2250 022-288-2251 土と舗し塗水

工事 ｶﾝﾃﾞﾝｺｳ ㈱関電工 東北支店 森澤　和之 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-227-2735 022-265-4886 電通

工事 ｷｸｴｲ ㈲菊栄工務店 菊池　栄喜 岩手県遠野市小友町30-89-1 0198-68-2408 0198-68-2425 建大屋管解

工事 ｷｸﾁｹﾝｾﾂ ㈱菊地建設 菊地　和弘 岩手県宮古市八木沢3-11-5 0193-63-3871 0193-64-0765 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｷｸﾁﾄｿｳﾃﾝ ㈲菊池塗装店 菊池　明子 岩手県宮古市山口4-1-1 0193-62-4272 0193-63-0155 塗

工事 ｷｸﾃｯｸ ㈱ｷｸﾃｯｸ 盛岡営業所 栗谷川　勝彦 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-5-1 019-652-6222 019-652-6228 土とタ鋼舗ガ塗防内水

工事 ｷﾀｲﾜﾃ ㈱北岩手電工 鍋倉　隆 岩手県八幡平市平舘9-290 0195-74-3620 0195-74-4386 電消

工事 ｷﾀｶﾐﾃﾞﾝ 北上電工㈱ 照井  寛幸 岩手県北上市鍛冶町2-14-6 0197-63-5165 0197-65-0506 電通

工事 ｷﾀｼﾊﾞ 北芝電機㈱ 東北支社 富田　茂 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-261-1811 022-261-1828 電

工事 ｷﾀﾆﾎﾝｳｴ ㈱北日本ｳｴｽﾀｰﾝ商事 佐々木　克朗 宮城県仙台市宮城野区扇町3-9-10 022-286-1137 022-286-1924 土管塗機水

工事 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶ 北日本機械㈱ 髙橋　哲雄 岩手県盛岡市渋民字狐沢70-1 019-683-1111 019-683-1117 土と電鋼塗機水解

工事 ｷﾀﾆﾎﾝｹｲｿｳ 北日本計装㈱ 桑原　隆則 岩手県八戸市城下1-18-3 0178-51-8773 0178-51-8774 電

工事 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳ 北日本通信㈱ 瀬川　純 岩手県盛岡市本町通3-20-6 019-652-5000 019-652-3266 土電通消

工事 ｷﾞﾃﾞﾝｺｳ ㈱技電工業 菊池　修吾 岩手県盛岡市永井2-143-1 019-637-4225 019-637-4447 電通

工事 ｷﾑﾗﾄｿｳ ㈲木村塗装工業 木村　賢二 岩手県奥州市水沢字川端213-1 0197-23-4459 0197-23-4465 塗

工事 ｷｭｳﾃﾞﾝｺｳ ㈱九電工 東北支社 川連　慎也 宮城県仙台市青葉区五橋1-1-17 022-395-5211 022-395-5292 電

工事 ｷﾖｳｴｲｺｳ 協栄工業㈱ 纐纈　孝義 埼玉県戸田市本町2-10-1 048-445-7388 048-445-7385 土電管機清水

工事 ｷﾖｳｾｷｻﾝ 協積産業㈱ 宮古営業所 中村　克志 岩手県宮古市田鎖10-25 0193-69-2121 0193-69-2177 と塗

工事 ｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｷﾞｮｳ ㈲共同産業 高橋　優 岩手県胆沢郡金ヶ崎町西根荒屋敷3-1 0197-44-5533 0197-44-5534 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｷｮｳﾄﾞｳﾁｼﾂｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ ㈱共同地質ｺﾝﾊﾟﾆｵﾝ 田村　元伸 岩手県盛岡市川目11-4-2 019-653-2050 019-623-0819 と管井

工事 ｷｮｳﾔ ㈱京谷電気 髙橋　誠 青森県八戸市北白山台2-8-23 0178-27-6303 0178-27-6305 電機通消

工事 ｷｮｳﾜ 協和機電工業㈱ 東京支店 坂井　康俊 東京都台東区東2-20-13 03-5846-1081 03-5846-1083 土電管鋼機水

工事 ｷｮｳﾜｴｸｼｵ ㈱協和ｴｸｼｵ 東北支店 田島　元 宮城県仙台市青葉区大町2-5-1 022-354-8020 022-222-5681 土と電鋼舗塗通水

工事 ｷﾖｳﾜｶｲﾊﾂ ㈱共和開発 佐藤　信治 岩手県奥州市衣川表96 0197-52-3939 0197-52-3278 土建と石管舗し井水

工事 ｷｮｳﾜｶｺｳ 共和化工㈱ 東北支店 大内　康滋 宮城県仙台市青葉区立町1-3 022-266-1404 022-223-0552 土機水清
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工事 ｷﾖｸﾄｳｻ 極東ｻｰﾋﾞｽ㈱ 島田　直弥 千葉県八千代市上高野1823-1 047-482-1411 047-485-1627 電機

工事 ｷﾝﾃﾞﾝ ㈱きんでん 東北支社 及川　正記 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-227-1265 022-224-8071 電通

工事 ｸﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 工藤建設㈱ 蜂谷　剛司 岩手県奥州市水沢真城字北舘38-1 0197-23-4642 0197-25-7609 土建と電管舗塗園水解

工事 ｸﾎﾞﾀ ㈱ｸﾎﾞﾀ 東北支社 池内　秀隆 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-267-9000 022-267-9090 土と電管鋼機水

工事 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷ ｸﾎﾞﾀ環境ｻｰﾋﾞｽ㈱ 東北支店 徳重　彰二 宮城県仙台市青葉区本町2-15-1 022-267-9454 022-267-9458 土と電管鋼機水清

工事 ｸﾎﾞﾀｷｺｳ ｸﾎﾞﾀ機工㈱ 東北営業所 廣田　雅則 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-267-8962 022-267-8913 機

工事 ｸﾏｶﾞｲｸﾞ ㈱熊谷組 東北支店 大野　雅紀 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36 022-262-2811 022-214-4034 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内消絶園具解

工事 ｸﾏｶﾞｲｺｳ ㈱熊谷工務店 熊谷　則子 岩手県盛岡市愛宕町9-10 019-623-5465 019-622-6340 土建大左と石屋タ鋼筋舗板ガ塗防内絶具水解

工事 ｸﾘｰﾝ ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ花泉㈲ 佐藤　謙吾 岩手県一関市花泉町日方字日形山2-1 0191-82-5393 0191-82-5391 土し解

工事 ｸﾘﾀｽ ㈱ｸﾘﾀｽ 鎌田　裕久 東京都豊島区南池袋1-11-22 03-3590-0301 03-3590-3396 土建電管塗防機井水清

工事 ｸﾘﾊﾗﾝﾄ ㈱ｸﾘﾊﾗﾝﾄ 東北支社 井上　尚功 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 022-227-5888 022-227-5872 電

工事 ｹｲｻｰﾋﾞｽ ㈱ｹｲ・ｻｰﾋﾞｽ 加藤　千秋 岩手県盛岡市東見前7-202-2 019-656-0212 019-656-0422 土と電管舗し機水

工事 ｹﾝﾅﾝｾﾂﾋﾞ 県南設備工業㈱ 菅原　勝敏 岩手県奥州市前沢字本杉158-6 0197-56-4319 0197-56-4048 土管井水消

工事 ｺｲﾜｲﾉｳﾎﾞ 小岩井農牧㈱ 環境緑化部 足澤 匡 岩手郡雫石町丸谷地36-1 019-692-3148 019-692-3159 土と園

工事 ｺｳｾｲｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱興盛工業所 岩手支店 小林  孝士 岩手県盛岡市みたけ2-7-5 019-641-5511 019-641-5516 管消

工事 ｺｳﾉｲｹ ㈱鴻池組 東北支店 加藤　康 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-266-1275 022-261-6504 土建大と石屋電管タ鋼舗し塗防内水解

工事 ｺｳﾜ ㈱興和 東北支店 相田　浩行 宮城県仙台市太白区富沢4-4-2 022-743-1680 022-743-1686 土と舗塗機井水

工事 ｺｰｱﾂ ｺｰｱﾂ工業㈱ 東北営業所 樽石　敏彦 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-11 022-395-4565 022-395-5929 土と石鋼舗塗水

工事 ｺｵﾘ 郡ﾘｰｽ㈱ 仙台支店 矢野　真司 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-3 022-273-3291 022-301-9298 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具

工事 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳ 国土防災技術㈱ 盛岡支店 佐藤　達也 岩手県盛岡市中央通3-15-17 019-651-9438 019-651-9104 土と園

工事 ｺﾞｺｳ 互光商事㈱ 玉川　康介 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢11-501-14 019-639-0505 019-639-0808 消

工事 ｺｽﾓﾂｳｼﾝ ㈱ｺｽﾓ通信ｼｽﾃﾑ 髙橋　秀治 岩手県盛岡市天神町13-29 019-622-2200 019-623-0100 通

工事 ｺﾄﾌﾞｷ ㈱ｺﾄﾌﾞｷ 東北支店 大嶋　晃 宮城県仙台市青葉区大町2-6-14 022-212-6651 022-266-3371 と

工事 ｺﾅﾘﾘｮｳｼﾞ ㈱小成良治商店 小成　展弘 岩手県宮古市栄町1-23 0193-62-1317 0193-62-8998 土建大と管舗水解

工事 ｺﾊﾞﾔｼ ㈱小林舞台ｼｽﾃﾑ 小林　正志 北海道恵庭市戸磯76-26 0123-34-6600 0123-34-6606 機

工事 ｺﾏｲ ㈱駒井ﾊﾙﾃｯｸ 東北営業所 奥田　岳史 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-227-8724 022-214-2570 土と鋼塗水解

工事 ｺﾏﾂｸﾞﾐ ㈲小松組 小松　康朗 岩手県上閉伊郡大槌町大槌7-112-1 0193-42-7268 0193-42-7357 土と管舗

工事 ｺﾏﾂｸﾞﾐ ㈱小松組 佐々木　幸夫 岩手県紫波町日詰字下丸森17 019-676-3163 019-676-5977 土建大と屋タ鋼舗内

工事 ｺﾔﾏｸﾞﾐ ㈱小山組 小山　和則 岩手県久慈市新井田4-8-6 0194-52-2555 0194-52-3676 土建大と石屋管鋼舗し塗内園水解

工事 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設㈱ 東北支店 谷川　純一 宮城県仙台市青葉区二日町16-20 022-221-0920 022-211-6197 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内園具水解

工事 ｺﾝﾄﾞｳ ㈱近藤設備 近藤　正彦 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋33-50 0197-85-2577 0197-85-2582 土管機水消

工事 ｻｲｷｭｳ 斎久工業㈱ 東北支店 寒河江　浩之 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 022-261-3171 022-261-3166 管

工事 ｻｶｴｸﾞﾐ ㈱栄組 佐々木　孝彦 岩手県遠野市上郷町板沢9-19-1 0198-65-3032 0198-65-3324 土建と管鋼舗塗防園水解

工事 ｻｶﾞｸﾞﾐ ㈱佐賀組 中村　淳一 岩手県大船渡市盛町字田中島27-1 0192-27-7331 0192-27-5660 土建と管舗しゅ園水

工事 ｻｶﾞｹﾝｾﾂ ㈱佐賀建設 佐賀　忠臣 岩手県花巻市石鳥谷町南寺林5-297 0198-26-3800 0198-26-4536 土建大と屋管筋舗板塗防内園具水解

工事 ｻｶﾓﾄ ㈱ｻｶﾓﾄｱｸｴｱ 坂本　憲昭 青森県八戸市小中野2-4-12 0178-71-2500 0178-44-0318 土管水消



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ｻｸﾏ ㈲佐久間塗装工業 佐久間　修一 岩手県盛岡市開運橋通3-2 019-622-5412 019-651-4406 塗

工事 ｻｻｷｸﾞﾐ ㈱佐々木組  佐々木　一徳 岩手県一関市山目字中野140-5 0191-25-2211 0191-25-2216 土建大と石屋電管鋼舗し塗防内園具水消解

工事 ｻｻｷﾃｯｺｳｼｮ ㈲佐々木鉄工所 佐々木　誠 岩手県宮古市臨港通1-7 0193-62-6114 0193-63-4121 建管鋼機

工事 ｻｻｷﾃﾞﾝｷ ㈱佐々木電機本店 佐々木　一 岩手県盛岡市肴町9-15 019-625-1551 019-625-1557 電機通消

工事 ｻｻｿｳｷﾞｮｳ 佐々総業㈱ 佐々　克考 岩手県下閉伊郡山田町長崎1-5-1 0193-77-3503 0193-77-3510 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ｶﾞ塗防内絶具水

工事 ｻｻﾕｳｹﾝｾﾂ 佐々勇建設㈱ 佐々木 保 岩手県宮古市上鼻2-1-17-2 0193-62-3917 0193-64-0048 土建大と内

工事 ｻﾄｳｸﾞﾐ ㈱佐藤組 佐藤　正昭 岩手県北上市相去町旧舘沢20-1 0197-67-5555 0197-67-5564 土建と屋鋼舗し塗防水解

工事 ｻﾄｳｺｳｷﾞ 佐藤工業㈱ 佐藤　光壽 岩手県遠野市松崎町白岩25-1 0198-62-3671 0198-62-7611 土建と管舗塗園水解

工事 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業㈱ 東北支店 塩崎　貴章 宮城県仙台市青葉区本町1-10-3 022-265-1670 022-265-1795 土建大左と石屋電管タ鋼舗し塗防内園水解

工事 ｻﾄｳﾁｸﾛｺ 佐藤築炉工業㈱ 大森　好二 岩手県花巻市上根子字米倉100-1 0198-24-0561 0198-24-0562 土建大と屋タ鋼舗内機水清

工事 ｻﾄｳﾜﾀﾅﾍﾞ ㈱佐藤渡辺 岩手営業所 千葉　浩 岩手県大船渡市立根町字関谷69-9 0192-27-7675 0192-27-5766 土と石鋼舗

工事 ｻﾉｹﾝｾﾂ 佐野建設㈱ 松坂　弘光 岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255 0197-35-0811 0197-35-0920 土建と電管鋼筋舗水

工事 ｻﾝｱｲ ㈲山愛緑化 藤本　満寛 岩手県花巻市西宮野目9-141-1 0198-26-5059 0198-26-4283 土舗園

工事 ｻﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 三機工業㈱ 東北支店 太田　伸祐 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-10 022-227-8122 022-224-8021 電管機

工事 ｻﾝｷｼｮｳｼﾞ 三機商事㈱ 高原　三雄 岩手県盛岡市本町通3-19-6 019-624-3033 019-624-3032 管機

工事 ｻﾝｷｮｳｺｳｷﾞｮｳ 三協工業㈱ 高橋　和靖 東京都品川区西五反田7-20-11 03-3491-3911 03-3495-2910 電管機井水

工事 ｻﾝｷｮｳﾎﾞｲ ㈲三協ボイラー商会 阿部　孝雄 岩手県盛岡市津志田南3-13-70 019-638-8111 019-638-8661 管

工事 ｻﾝｹﾐｶﾙ ㈲燦ｹﾐｶﾙ 三上　誠 岩手県盛岡市みたけ6-1-23 019-648-1675 019-648-1676 塗防

工事 ｻﾝｹﾝ ㈱ｻﾝｹﾝ・ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 仙台営業所 尾場　勝男 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-13 022-208-9500 022-208-9501 機

工事 ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞ 三建設備工業㈱ 東北支店 廣瀬　彰信 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 022-221-3331 022-225-4108 管消

工事 ｻﾝｺｳｸｳ ㈱三晃空調 東北支店 高橋　昌也 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-261-3002 022-221-2315 管

工事 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳ 三晃工業㈱ 山梶　章 大阪府大阪市大正区鶴町2-15-26 06-6555-7052 06-6555-7080 機

工事 ｻﾝｼﾝｺｳｷ ㈱三伸鋼機 川上　幸二 岩手県盛岡市上厨川字小荒川25-7 019-645-0125 019-646-1727 土と石鋼舗し塗

工事 ｻﾝｾｲｺｳｼﾞ 三精工事ｻｰﾋﾞｽ㈱ 東京支店 忠岡　功祐 東京都荒川区東日暮里2-3-11 03-5604-5969 03-5604-5747 機

工事 ｻﾝｾｲﾃｸﾉ 三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱ 仙台営業所 石田　貴裕 宮城県仙台市青葉区中央2-10-12 022-222-6707 022-222-6703 機

工事 ｻﾝﾃﾂｸ ㈱ｻﾝﾃｯｸ 東北支社 冨樫　秋広 宮城県仙台市宮城野区宮千代1-10-12 022-236-3191 022-231-8710 土電管鋼消

工事 ｻﾝﾌﾞﾘｯﾁ ㈲ｻﾝﾌﾞﾘｯﾁ東北 菊池　二三 岩手県北上市藤沢7-195-1 0197-68-3860 0197-68-3865 土と

工事 ｻﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ㈱ｻﾝﾌﾟﾗﾝﾄ 仙台支店 千葉　俊浩 宮城県仙台市青葉区一番町3-5 022-263-2411 022-263-6946 管消

工事 ｻﾝﾜｺﾑｼｽ ｻﾝﾜｺﾑｼｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東北支店 岸　研吾 宮城県仙台市若林区清水小路8-36 022-215-4401 022-723-1843 電通

工事 ｻﾝﾜｼｬ 三和ｼｬｯﾀｰ工業㈱ 東北事業部 高橋　雄司 宮城県仙台市宮城野区扇町1-1-45 022-236-6113 022-238-3818 内具

工事 ｻﾝﾜｾﾂﾋﾞ 三和設備工業㈱ 佐々木　英樹 岩手県花巻市本舘164-1 0198-22-3281 0198-23-6542 土と管舗水消

工事 ｼﾞｰｴｽﾕｱｻ ㈱ＧＳﾕｱｻ 東北支社 佐藤　朋希 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-225-8758 022-263-6965 電

工事 ｼﾞｪｲｴﾌｲｰ JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東北支店 生田目　嘉洋 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-264-2411 022-221-4760 土と管鋼舗塗機水清解

工事 ｼﾞｪｲﾌﾞｲｼｰ ㈱JVCｹﾝｳｯﾄﾞ･公共産業ｼｽﾃﾑ 北日本支店 幸野　典郎 宮城県仙台市若林区卸町3-5-19 022-239-6031 022-239-6032 電通消

工事 ｼｵﾊﾏ ㈱塩浜工業 東北営業所 菊池　博行 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-12 022-298-6027 022-298-6028 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ｼｽﾃﾑﾊｳｽ ㈱ｼｽﾃﾑﾊｳｽｱｰﾙｱﾝﾄﾞｼｰ 東北支店 藤原　滋晃 宮城県仙台市宮城野区中野4-1-29 022-254-3191 022-254-3192 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具
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工事 ｼﾞｯｼﾖｳ 實商㈱ 佐藤　髙夫 宮城県仙台市青葉区中央1-7-20 022-264-0577 022-264-0689 管

工事 ｼﾐｽﾞｹﾝｾ 清水建設㈱ 東北支店 清水　康次郎 宮城県仙台市青葉区木町通1-3-26 022-267-9103 022-263-7312 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｼﾓﾀﾞﾃｹﾝ 下舘建設㈱ 下舘　康見 岩手県久慈市長内町24-162 0194-52-1717 0194-52-1727 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ｼﾞｭｺｳ ㈱寿広 太野　真一 岩手県盛岡市南大通2-8-1 019-624-0350 019-626-8108 土建大と石屋電管タ鋼舗し塗内園水消

工事 ｼｮｳｴｲｹﾝ 昭栄建設㈱ 横澤　昭博 岩手県盛岡市上堂4-11-8 019-647-2222 019-643-8308 土建大と石屋管タ鋼舗し塗内水

工事 ｼｮｳﾜｺﾝｸ 昭和ｺﾝｸﾘｰﾄ工業㈱ 盛岡営業所 稲村　元 岩手県盛岡市盛岡駅前通16-21 019-623-5111 019-623-5112 土と鋼水解

工事 ｼﾖｰﾎﾞﾝﾄﾞ ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ建設㈱ 北東北支店 大矢　茂 岩手県盛岡市みたけ6-4-36 019-641-7335 019-641-7339 土と鋼舗塗水

工事 ｼﾗｶﾜﾌﾞﾀｲ 白川舞台機構㈱ 東北営業所 白川　正行 岩手県一関市旭町4-1 0191-31-3080 0191-31-3085 機

工事 ｼﾜｹﾝｾﾂ 紫波建設㈱ 高橋　佑治 岩手県紫波郡紫波町高水寺字土手239 019-672-3711 019-672-3725 土と石管鋼舗し塗水解

工事 ｼﾝｺｳｶﾝｷｮｳ ㈱神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 東北支店 益田　直樹 宮城県仙台市青葉区一番町1-2-25 022-716-6651 022-263-2049 土建電管機通水清解

工事 ｼﾝｺｳﾃﾞﾝ 新興電気㈱ 谷上　健太 岩手県盛岡市青山3-15-1 019-645-2222 019-645-2223 電通消

工事 ｼﾝｺｳﾃﾞﾝ 振興電気㈱ 東北支店盛岡営業所 西堀　修司 岩手県盛岡市中央通3-14-10 019-652-4331 019-652-4340 電

工事 ｼﾝｺｰ ㈱ｼﾝｺｰﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 佐藤　清喜 岩手県一関市大東町曽慶字岩間32-1 0191-72-2598 0191-72-2965 土と舗塗

工事 ｼﾝﾆｯﾃﾂ 日鉄ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 石倭　行人 東京都品川区大崎1-5-1 03-6665-2000 03-6665-4823 土建と電管鋼し機水清解

工事 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｸ 新日本空調㈱ 岩手営業所 豊嶋　秀次 岩手県北上市北工業団地5-11 0197-66-2802 0197-66-2803 管

工事 ｼﾝﾌｫﾆｱ ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 東北営業所 加藤  孝広 宮城県仙台市青葉区中央2-11-19 022-262-4161 022-262-4165 電

工事 ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝ ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東北営業所 南條　幸男 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-12 022-292-2341 022-292-2501 電

工事 ｼﾝﾒｲﾜ 新明和工業㈱ 盛岡営業所 上條　永一 岩手県盛岡市菜園1-11-4 019-625-0040 019-625-5270 土電管鋼機水

工事 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 新明和ｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ㈱ 東北センター 竹内　大幸 宮城県仙台市宮城野区扇町2-3-16 022-231-8551 022-231-8550 電管機

工事 ｼﾝﾘｮｳﾚｲ 新菱冷熱工業㈱ 東北支社 稲辺　一人 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 022-262-4526 022-264-9557 管

工事 ｽｲｷｼｮｳ ㈱水機商事 盛岡営業所 谷地　健男 岩手県盛岡市津志田中央1-10-12 019-639-0107 019-639-0109 土と管鋼舗し機水

工事 ｽｲｷﾃｸﾉｽ ㈱水機ﾃｸﾉｽ 盛岡営業所 髙橋　健生 岩手県盛岡市盛岡駅前通3-53 019-623-2205 019-653-8946 機水

工事 ｽｲﾄﾞｳｷｺ 水道機工㈱ 東北支店 細山　仁 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-17 022-267-0807 022-267-0809 機水

工事 ｽｲﾝｸﾞ 水ingｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東北支店 小野寺　岳史 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-5-30 022-256-6050 022-299-1628 土建と電管タ塗機水清

工事 ｽｶﾞ 須賀工業㈱ 東北支店 高橋　直樹 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-266-4436 022-266-7254 管

工事 ｽｶﾞﾜﾗｺｳ ㈱菅原工務所 菅原　祐子 岩手県奥州市水沢佐倉河字川原田52-1 0197-23-3672 0197-25-8144 土建と塗

工事 ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ ㈱ｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ和広 髙松　保雄 東京都品川区南大井3-6-18 03-3762-8351 03-3762-9295 土と舗園

工事 ｽﾐﾄﾓｼﾞｭｳｷｶｲｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ㈱ 東北支店 金澤　健次 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-16 022-262-2566 022-211-0904 土と管鋼塗機水解

工事 ｾｲｺｳ ㈱正興電機製作所 東北営業所 足利　幸三郎 宮城県仙台市太白区中田3-7-47 022-398-5237 022-398-5238 電ガ

工事 ｾｲｻﾝｹﾝｾﾂ 正三建設㈱ 佐々　克考 岩手県大船渡市三陸町綾里字黒土田175 0192-42-3114 0192-42-2377 土建大と石屋タ鋼舗し内水解

工事 ｾｲｿｳｾﾝ ㈱清掃センター 笹垣　陽子 青森県八戸市城下4-12-5 0178-43-1829 0178-45-5902 土と石電管舗し水消

工事 ｾｲｿｳﾃｸﾉ ㈱清掃ﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 中嶋　満 青森県八戸市城下4-12-5 0178-43-1578 0178-72-1409 土と石電管舗し水

工事 ｾｲﾌｸｽｲﾄﾞ ㈱盛福水道工業 福士　欽也 岩手県盛岡市中堤町28-26 019-647-3286 019-645-3609 土管水消

工事 ｾｲﾌﾞｹﾝｾﾂ 西武建設㈱ 盛岡営業所 髙草木　幸基 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-47 019-654-9031 019-654-1040 土建大と石タ鋼舗し内水解

工事 ｾｲﾜ ㈱成和 髙橋 省一 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉58 022-352-2756 022-352-2571 土と電管鋼塗機水

工事 ｾｲﾜｹﾝ 成和建設㈱ 小田島　好身 岩手県花巻市金矢4-52-1 0198-27-2636 0198-27-2646 土建大と石管鋼舗し塗園水解



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ｾｰﾌﾃｨｰ ㈱ｾｰﾌﾃｨｰｱｲﾗﾝﾄﾞ 滝谷　繁 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町16-7 078-412-4477 078-412-1980 土と舗解

工事 ｾｷｽｲｶｶﾞｸ 積水化学工業㈱ 環境・ﾗｲﾌﾗｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ東北支店 佐藤　孔章 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-217-0610 022-217-0612 土と石管鋼舗し塗水

工事 ｾｷｽｲﾊｳｽ 積水ﾊｳｽ㈱ 岩手支店 小瀧　成浩 岩手県盛岡市本宮2-1-3 019-635-2525 019-631-1057 建と内園解

工事 ｾｺﾑ ｾｺﾑ㈱ 尾関　一郎 東京都渋谷区神宮前1-5-1 03-5775-8475 03-5775-8921 建大左と石屋電管タ鋼筋板ガ塗防内機絶通具消

工事 ｾﾞﾆﾀｶ ㈱錢高組 東北支店 日野　健一 宮城県仙台市青葉区一番町4-7-17 022-261-3431 022-261-3541 土建と鋼舗し内園水解

工事 ｾﾝｹﾝ 仙建工業㈱ 盛岡支店 竹島　博昭 岩手県盛岡市盛岡駅前北通4-5 019-653-1446 019-654-6959 土建大と鋼舗し塗防内園具水解

工事 ｾﾝﾄﾗﾙ ㈱ｾﾝﾄﾗﾙ設備機器 紺野  輝樹 岩手県奥州市水沢佐倉河字前田19-1 0197-24-4026 0197-23-2430 土管水消

工事 ﾀﾞｲｲﾁｺｳ 第一工業㈱ 東北支店 堂込　誠一 宮城県仙台市青葉区片平1-5-20 022-264-2121 022-264-2473 管機消

工事 ﾀﾞｲｶﾝｺ 大管工業㈱ 大坂　智 青森県青森市大字諏訪沢字岩田50-4 017-726-2100 017-726-2120 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶園具水

工事 ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ ㈱ﾀﾞｲｷｱｸｼｽ 東北支店 鈴木　克壽 宮城県仙台市宮城野区宮城野1-12-15 022-256-6577 022-256-6588 土管機水

工事 ﾀｲｷｼｬ ㈱大氣社 東北支店 入交　護 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 022-221-7800 022-265-4596 管

工事 ﾀﾞｲｺｰ ﾀﾞｲｺｰ㈱ 仙台営業所 山川　健二 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-6-10 022-782-9393 022-235-6780 機

工事 ﾀﾞｲｼﾝｺｳ 大伸工業㈱ 猿舘　伸威 岩手県盛岡市永井14-5 019-638-3251 019-638-4796 土建大と石鋼舗し塗水解

工事 ﾀｲｾｲｹﾝｾ 大成建設㈱ 東北支店 西岡　巌 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-225-7748 022-225-7750 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水消解

工事 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ ﾀﾞｲﾀﾞﾝ㈱ 盛岡営業所 三宅　偉久 岩手県盛岡市夕顔瀬町2-16 019-654-3023 019-654-5951 管消

工事 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝ 大日本土木㈱ 東北支店 内田　昭 宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 022-222-2537 022-264-0916 土建大と石屋タ鋼舗し塗防内水

工事 ﾀｲﾍｲ ㈱太平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 宮古営業所 伊藤　聡 宮城県宮古市藤原1-3-8 0193-63-7120 0193-64-0832 管消

工事 ﾀｲﾍｲﾃﾞﾝｷ 太平電気㈱ 岩手支社 松田 和幸 岩手県盛岡市紅葉が丘1-34 019-662-6325 019-662-6327 電通消

工事 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝ 大豊建設㈱ 東北支店 浅田　潤一 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2 022-224-1581 022-261-5244 土建と石鋼舗し内園水

工事 ﾀﾞｲﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾔﾘﾝｸﾞ ㈱大和ｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ 仙台営業所 舞田　哲郎 宮城県仙台市若林区卸町2-2-1 022-355-2046 022-355-2047 鋼

工事 ﾀﾞｲﾜｿﾞｳｴﾝ 大和造園土木㈱ 鎌田　定悦 岩手県花巻市鍋倉字地森7 0198-24-4888 0198-22-6414 土と舗園水

工事 ﾀﾞｲﾜﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 大和電設工業㈱ 岩手支店 本田　洋一 岩手県奥州市水沢姉体町石名坂17-1 0197-26-2737 0197-26-2738 通

工事 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽ 大和ﾊｳｽ工業㈱ 岩手支社 三原　康展 岩手県盛岡市向中野2-1-1 019-634-1110 019-634-1134 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具解

工事 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和ﾘｰｽ㈱ 岩手支店 中井川　薫 岩手県盛岡市西仙北1-16-10 019-631-1520 019-635-8550 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具解

工事 ﾀｶｵ ﾀｶｵ㈱ 東北営業所 唐川 一秀 宮城県仙台市青葉区二日町16-1 022-722-0216 022-722-0217 と鋼

工事 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂ 高砂熱学工業㈱ 北東北営業所 中川　修 岩手県盛岡市中央通3-7-1 019-624-6273 019-652-3806 電管

工事 ﾀｶｼﾝ ㈱たかしん興業 髙橋　昭一 岩手県花巻市円万寺字下堰田18 0198-28-2670 0198-28-2022 土と石鋼舗塗水解

工事 ﾀｶｾﾂ ㈱高設 高橋　正明 岩手県盛岡市上厨川字横長根10 019-645-4286 019-645-1980 土管水

工事 ﾀｶｿｳ 髙惣建設㈱ 髙橋　健二 岩手県奥州市水沢花園町1-1-7 0197-22-3111 0197-22-3120 土建大左と石管屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾀｶﾀﾞｷｺｳ 高田機工㈱ 仙台営業所 前田　豊 岩手県仙台市青葉区一番町1-1-31 022-261-2741 022-268-3979 土と鋼

工事 ﾀｶﾊﾀ 高畑電機㈱ 渡辺　彦之 岩手県久慈市田高1-38 0194-52-0321 0194-53-3483 電機通消

工事 ﾀｶﾐﾂｹﾝｾ ㈱高光建設 佐藤　万寿美 岩手県盛岡市上堂2-4-15 019-647-1055 019-647-1001 土建大と屋舗塗防内水

工事 ﾀｶﾔ ㈱ﾀｶﾔ 望月　光雄 岩手県盛岡市本宮5-5-5 019-659-2811 019-658-8811 土建大と屋電タ鋼舗し内園水

工事 ﾀｷﾀﾔ ㈱瀧田屋 瀧田　吉郎 岩手県花巻市御田屋町4-40 0198-22-2030 0198-22-2032 土と塗防

工事 ﾀｸｾｲｻｸ ㈱多久製作所 東北ｸﾞﾙｰﾌﾟ 河井　泰晴 宮城県仙台市若林区荒井4-26-2 022-288-2161 022-288-2164 土管鋼水

工事 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ ㈱竹中工務店 東北支店 鈴木　一巳 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33 022-262-1711 022-211-0114 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水消解



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ﾀｹﾅｶﾄﾞﾎﾞ ㈱竹中土木 東北支店 毛利　祐二 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33 022-221-7681 022-267-3059 土建大と石屋タ鋼舗し内水解

工事 ﾀﾃｻﾜﾃﾞ 舘沢電気㈱ 川村　茂光 岩手県盛岡市津志田南3-8-22 019-638-6607 019-638-6615 電

工事 ﾀﾆｺｰ ﾀﾆｺｰ㈱ 盛岡営業所 三上　貴広 岩手県盛岡市本宮4-22-6 019-636-2951 019-636-2954 管

工事 ﾀﾝｾｲ ㈱丹青社 高橋　貴志 東京都港区港南1-2-70 03-6455-8151 03-6455-8226 建大と電管鋼内解

工事 ﾀﾝﾉ ㈱丹野組 丹野　明法 岩手県二戸市福岡字中村20 0195-23-6111 0195-23-6795 土建大と石屋管タ鋼舗しガ塗防内園具水解

工事 ﾁﾀﾞｺｳｷﾞ 千田工業㈱ 千田　和秋 岩手県北上市九年橋1-10-29 0197-63-3207 0197-63-3210 土建大と管鋼舗塗防内園水解

工事 ﾁﾕｳｵｳｺ ㈱中央ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 佐々木　史昭 岩手県花巻市東宮野目11-5 0198-26-3033 0198-26-3035 土建大と管鋼舗塗機水

工事 ﾁｭｳｵｳﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ㈱中央ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 鎌田  憲幸 岩手県花巻市南万丁目1422-2 0198-24-6628 0198-22-4408 井

工事 ﾂｷｼﾏｷｶｲ 月島機械㈱ 仙台支店 小野田　浩 宮城県仙台市青葉区本町1-11-2 022-227-9267 022-223-0316 機水

工事 ﾃｨｴｽﾋﾟｰ TSP太陽㈱ 能村　祐己 東京都目黒区東山1-17-16 03-3719-3721 03-3791-0953 建と屋鋼内園

工事 ﾃｨﾃｨｹｲ ㈱TTK 土肥　幹夫 宮城県仙台市若林区新寺1-2-23 022-297-5100 022-297-5090 土建と石電管鋼舗塗通水消

工事 ﾃｸﾉﾘｮｳﾜ ㈱ﾃｸﾉ菱和 東北支店 菊池　智克 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1 022-222-5726 022-262-1442 管消

工事 ﾃｽｺ ﾃｽｺ㈱ 小林　千尋 東京都千代田区西神田1-4-5 03-5244-5311 03-5244-5661 建と電管タ機水清解

工事 ﾃﾂｹﾝｹﾝｾ 鉄建建設㈱   東北支店 佐藤　栄徳 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7 022-264-1323 022-263-3455 土建と電管鋼舗し塗防内機水解

工事 ﾃﾗ ㈱ﾃﾗ 三浦　貞一 岩手県遠野市青笹町中沢2-52 0198-62-3053 0198-62-3087 土建大と石屋管タ鋼舗塗内園水解

工事 ﾃﾙｲ ㈱TERUI 照井　則夫 岩手県花巻市中根子字駒込1-23 0198-23-3040 0198-23-5110 土大左と石屋鋼舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾃﾙｺｳｸﾞﾐ ㈱照甲組 照井　泰平 岩手県花巻市桜町1-417 0198-23-4228 0198-23-4220 土建大と屋舗塗防内水解

工事 ﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 電気興業㈱ 仙台支店 秋元　宏巳 宮城県仙台市青葉区二日町14-15 022-722-1205 022-722-1208 土建と電鋼塗通解

工事 ﾃﾞﾝｷﾞｮｳ ㈱電業社機械製作所 東北支店 伊藤　誠剛 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-5-22 022-290-7754 022-290-7762 鋼機水

工事 ﾃﾞﾝﾕｳｼｬ ㈱電友社 後藤　竜嘉 岩手県奥州市水沢真城字北下田70-2 0197-26-5121 0194-26-5130 電通消

工事 ﾄｲｼﾀｹﾝｾﾂ 樋下建設㈱ 樋下　光 岩手県盛岡市下太田下川原100-1 019-659-2277 019-659-0200 土建大と石屋タ鋼舗し塗内水解

工事 ﾄｳｱｸｸﾞﾗ 東亜ｸﾞﾗｳﾄ工業㈱ 東北支店 曽根　正人 宮城県仙台市宮城野区日の出町2-2-1 022-237-3041 022-237-3044 土と鋼

工事 ﾄｳｱｹﾝｾﾂ 東亜建設工業㈱ 東北支店 後藤　良平 宮城県仙台市青葉区中央2-8-13 022-262-6511 022-261-1338 土建と石電管鋼舗し塗園水解

工事 ﾄｳｲﾁｺｳｷﾞ ㈱東一興業 西原　一登 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘2-24-7 022-277-0467 022-277-4551 土と石鋼舗し水清

工事 ﾄｳｶｲｺｳｶﾝ 東海鋼管㈱ 仙台営業所 阿部  聡 宮城県仙台市青葉区本町2-2-3 022-264-3128 022-264-3129 土と鋼塗水

工事 ﾄｳｶｲﾃﾞﾝ 東海電業㈱ 佐々木　勝 岩手県宮古市田鎖9-6-11 0193-69-2333 0193-69-2334 電通消

工事 ﾄｳｶｲﾘｰｽ 東海ﾘｰｽ㈱ 仙台支店 山本　憲 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 022-225-5101 022-225-5103 建大と

工事 ﾄｳｷｭｳ 東急建設㈱ 東北支店 菊池 智彦 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 022-217-9625 022-217-9654 土建大と石屋タ鋼舗し塗防内水解

工事 ﾄｳｺｳｷｮｳ 東綱橋梁㈱ 仙台営業所 中野　宏昭 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2 022-263-3720 022-222-3644 土と鋼塗

工事 ﾄｳｼﾊﾞｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東芝ｲﾝﾌﾗｼｽﾃﾑｽﾞ 東北支社 平　幸夫 宮城県仙台市青葉区本町2－1－29 022-264-7531 022-264-7496 電機通

工事 ﾄｳｼﾊﾞｴﾚ 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱ 東北支社 石田　竜治 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3 022-298-1084 022-298-1091 機通

工事 ﾄｳｼﾊﾞﾌﾟﾗﾝﾄ 東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ㈱ 東北支社 竹中　淳悦 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 022-264-7498 022-264-7500 電

工事 ﾄｳｼﾊﾞﾗｲ 東芝ﾗｲﾃｯｸ㈱ 東北営業所 須田　高光 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 022-264-7261 022-263-7660 電

工事 ﾄｳｼｮｳ 東照建設㈱ 長瀬　史生 岩手県盛岡市津志田町2-9-13 019-637-6264 019-637-6224 土建大と石屋タ鋼舗し塗内水解

工事 ﾄｳｽｲ ㈲東水ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 阿久津　志郎 岩手県盛岡市乙部14-75-1 019-675-1171 019-675-1177 管機

工事 ﾄｳﾃﾂ 東鉄工業㈱ 盛岡営業所 山本　昌弘 岩手県盛岡市中央通3-3-2 019-613-3496 019-613-3497 土と鋼舗塗水



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ﾄｳﾎｸｷｽｲ ㈱東北機水 目黒　圭一 宮城県仙台市若林区六丁の目南町5-37 022-288-8115 022-288-8121 機

工事 ﾄｳﾎｸｺｳｼｮｳ ㈱東北工商 宮野　孝 岩手県盛岡市本宮7-12-41 019-636-1361 019-636-1360 土大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞ ㈱東北ﾀｰﾎﾞ工業 生内　一晶 岩手県盛岡市下太田田中1-2 019-658-1113 019-673-8215 土建大と電管舗し塗防内園水解

工事 ﾄｳﾎｸﾀｲｲｸ 東北体育施設㈱ 畠山　武美 岩手県盛岡市高松1-9-50 019-681-3027 019-681-3028 土建と内

工事 ﾄｳﾎｸﾁｼﾂ ㈱東北地質ｾﾝﾀｰ 田村　伸也 岩手県北上市村崎野15-207-20 0197-66-6575 0197-66-6574 井

工事 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝ 東北電話㈱ 木村　邦寿 岩手県盛岡市津志田町2-8-45 019-637-2205 019-638-8104 電通

工事 ﾄｳﾎｸﾄｯｷ 東北特機ｻｰﾋﾞｽ㈱ 山口　清喜 宮城県仙台市若林町大和町2-1-10 022-284-0354 022-239-4395 電通

工事 ﾄｳﾎｸﾈｯﾄ ㈱東北ﾈｯﾄ工業 高橋　十久男 岩手県奥州市水沢佐倉河字西館145-1 0197-24-9860 0197-22-4798 土と舗園水

工事 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼ 東北藤吉工業㈱ 佐藤　泰洋 宮城県仙台市若林区蒲町18-1 022-286-4431 022-286-4578 土管機水

工事 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾀｲ ㈱東北舞台工業 関本　隆 宮城県仙台市青葉区上愛子字北原道上40-11 022-392-0684 022-392-0685 電機

工事 ﾄｳﾎｸﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 東北ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ㈱ 岩手営業所 芳田　英昭 岩手県一関市山目字中野78-1-302 0191-48-4866 0191-48-4846 井水

工事 ﾄｳﾎｸﾕｶ ㈱東北油化 杉山　秀史 岩手県盛岡市黒川22-77 019-696-5656 019-696-5658 管

工事 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設㈱ 東北支店 田中　啓之 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-222-2281 022-265-1029 土建大と石鋼舗し塗内水解

工事 ﾄｳﾖｳﾃﾞﾝｾﾂ ㈱東洋電設 岩手営業所 山部　智幸 岩手県滝沢市牧野林1048-8 019-613-6201 019-613-6202 電機

工事 ﾄｳﾖｳﾈﾂｺ 東洋熱工業㈱ 東北支店 加藤　勇一 宮城県仙台市青葉区本町1-12-7 022-264-2181 022-227-9375 管消

工事 ﾄｳﾜ 東和ｽﾎﾟｰﾂ施設㈱ 川谷　真輝 京都府京都市左京区北白川下池田町79-1 075-702-1177 075-702-1235 土と舗園

工事 ﾄｰｹﾐ ㈱ﾄｰｹﾐ 東部支店 細川　太郎 東京都台東区台東1-19-2 03-5817-2031 03-5817-2033 土管機水

工事 ﾄｰﾀﾙ ㈱ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱ開発研究所 山村　健一郎 東京都千代田区紀尾井町3-23 03-3221-5558 03-3221-5521 建大屋電管タ鋼内通消

工事 ﾄｵﾉｹﾝｾﾂ 遠野建設工業㈱ 阿部　則勝 岩手県遠野市松崎町白岩13-4-1 0198-62-5209 0198-62-5242 土建と管舗水解

工事 ﾄｵﾉﾆｲﾀｶ 遠野新高電気㈱ 岩間　信輝 岩手県遠野市早瀬町4-1-10 0198-62-2447 0198-62-2444 電通

工事 ﾄﾞｰﾋﾟｰ ﾄﾞｰﾋﾟｰ建設工業㈱ 東北支店 澁谷　仁 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 022-225-4756 022-265-7356 土と鋼舗水

工事 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設㈱ 東北支店 山田　正敏 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-6 022-222-1273 022-222-1250 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝ 飛島建設㈱ 東北支店 武氣　士郎 宮城県仙台市青葉区柏木1-1-53 022-275-9954 022-274-5374 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ﾄﾐｵｶ ㈱富岡鉄工所 冨岡　靖博 岩手県紫波郡紫波町桜町字下川原35-1 019-672-2303 019-672-2315 土と石管鋼舗し塗水消

工事 ﾄﾓｴｺｳｷﾞ 巴工業㈱ 仙台営業所 篠田　聡 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 022-223-4711 022-223-0534 機

工事 ﾄﾖｼﾏｹﾝｾﾂ 豊島建設㈱ 紀室　裕哉 岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森61-8 0192-25-1165 0192-26-6114 土建大と石屋管タ鋼舗し内園水解

工事 ﾄﾗｲｽ ㈱ﾄﾗｲｽ 菅村　泰介 岩手県盛岡駅西通2-17-10 019-604-7511 019-604-7513 管電機

工事 ﾄﾗｳﾞｨｽ ㈱ﾄﾗｳﾞｨｽ 鈴木　雅博 岩手県盛岡市流通センター北1-1-8 019-632-3300 019-632-3301 土と石鋼舗塗水

工事 ﾄﾞﾘｺ ﾄﾞﾘｺ㈱ 東北支店 長谷川　雄太 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 022-748-4028 022-748-4029 土と管機井水

工事 ﾄﾘｼﾏｾｲｻ ㈱酉島製作所 仙台支店 牧野　博隆 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-223-3971 022-261-1782 土電管鋼機水

工事 ﾅｲﾄｳﾊｳｽ ㈱内藤ハウス 仙台営業所 岩瀬　太一 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-12-1 022-253-7023 022-253-7024 建

工事 ﾅｶｶﾒ 中亀建設㈱ 中村　康彦 岩手県盛岡市向中野5-7-17 019-636-0223 019-636-0225 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾅｶﾞｻﾜｻﾝｷﾞｮｳ 長沢産業㈱ 長沢  アヤ 岩手県宮古市赤前1-28 0193-67-3638 0193-67-3528 土建と鋼舗し水

工事 ﾅｶﾞｻﾜｽｲﾄﾞｳ ㈱永沢水道工業 永澤 光宏 岩手県一関市三関字神田171-1 0191-23-2445 0191-23-1005 土管水消

工事 ﾅｶﾀﾞﾃ ㈱中舘建設 中舘　眞 岩手県二戸市米沢字荒谷30-5 0195-23-3311 0195-23-8658 土建大と屋管舗塗防内園具水解

工事 ﾅｶﾆｼ ㈱中西製作所 東北支店 石川　真吾 宮城県仙台市宮城野区岩切分台1-8-9 022-352-0651 022-352-0652 管
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工事 ﾅｶﾑﾗｹﾝｾ ㈱中村建設 中村　和芳 岩手県岩手郡雫石町下曽根田69 019-691-1100 019-691-1102 土建大と石屋管タ鋼舗し塗内園水

工事 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前㈱ 櫻田　正明 青森県弘前市大字清野袋5-3-1 0172-37-3111 0172-37-3121 土と園

工事 ﾅｶﾞﾜ ㈱ﾅｶﾞﾜ 仙台支店 車田　聡 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-217-2415 022-721-6321 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具解

工事 ﾅｼｹﾝｾﾂ 梨子建設㈱ 梨子　洋一 岩手県盛岡市高松4-20-20 019-661-2411 019-661-1231 土建大と石屋タ舗し内水

工事 ﾅｼｮﾅﾙ ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰ工業㈱ 大場　秀兵 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原47-12 022-392-8080 022-392-8088 機

工事 ﾅﾗｻｷｻﾝｷﾞｮｳ ﾅﾗｻｷ産業㈱ 中村　克久 東京都中央区入船3-3-8 03-6732-7357 03-3206-0651 土建と屋電管タ鋼舗塗内機

工事 ﾅﾝﾌﾞﾃﾞﾝ 南部電気工事㈱ 太田　喜直 岩手県北上市大堤北1-2-1 0197-67-5252 0197-67-5326 土電管通水消

工事 ﾆｲﾀｶﾃﾞﾝｷ 新高電気㈱ 高橋　徳好 岩手県花巻市大通り1-4-15 0198-23-5211 0198-22-4186 電通

工事 ﾆｼﾀﾞ 西田鉄工㈱ 仙台支店 敦賀　雅倫 宮城県仙台市青葉区二日町3-10 022-222-8341 022-212-1319 土と鋼塗機水

工事 ﾆｼﾊﾗｶﾝｷｮｳ ㈱西原環境 東北営業所 尾﨑　浩明 宮城県仙台市青葉区二日町3-10 022-713-7521 022-713-7525 土管機水清

工事 ﾆｼﾊﾗﾈｵ ㈱西原ﾈｵ 東北支店 市川　順一 宮城県仙台市泉区七北田字町47 022-776-7401 022-776-7407 管

工事 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾ 西松建設㈱ 東北支店 濵﨑　伸介 宮城県仙台市青葉区大町2-8-33 022-261-8958 022-261-1694 土建大左と石屋電管タ鋼舗し塗防内水解

工事 ﾆﾁﾚｷ ﾆﾁﾚｷ㈱ 岩手営業所 吉見　栄起 岩手県奥州市水沢工業団地4-29 0197-24-7201 0197-24-7203 と舗

工事 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信㈱ 岩手支店 郡司　勝明 岩手県盛岡市西青山2-2-5 019-643-2515 019-643-2516 通

工事 ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞ 日新設備㈱ 岩手営業所 竹澤　寛 岩手県北上市川岸3-21-41 0197-63-7128 0197-63-7129 管

工事 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝ 日新電機㈱ 東北支店 桑嶋　敬一 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-221-6516 022-225-5473 電

工事 ﾆｯｾｲﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ㈱日盛ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 杉沢　淳 岩手県盛岡市北飯岡1-1-82 019-635-0865 019-635-0864 建大

工事 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞ 日成ﾋﾞﾙﾄﾞ工業㈱ 岩手支店 岳　義和 岩手県盛岡市中央通2-2-5 019-606-1300 019-606-1301 建

工事 ﾆｯﾀｺｳ 仁田工務店 長嶌　大輔 岩手県一関市新大町124 0191-23-2740 0191-23-7536 土建大と屋タ鋼舗ガ塗防内具水解

工事 ﾆｯﾃﾂｽﾐｷﾝｶﾝｷｮｳ 日鉄環境ﾌﾟﾗﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 村上　裕 福岡県北九州市戸畑区大字中原46-59 093-588-7361 093-588-7432 電機清

工事 ﾆｯﾃﾂﾊﾟｲﾌﾟ 日鉄ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ&ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 元内　利文 東京都品川区大崎1-5-1 03-6865-6000 03-6865-6001 土建と電管鋼舗塗機水

工事 ﾆｯﾃﾝ ㈱日展 田加井　徹 大阪府大阪市北区万歳町3-7 06-6362-2210 06-6362-6030 建内

工事 ﾆｯﾄｳｲｼﾀﾞ 日東ｲｼﾀﾞ㈱ 気仙沼営業所 小野寺　洋平 宮城県気仙沼市本郷13-10 0226-21-1116 0226-21-1117 機

工事 ﾆｯﾄｳｶｾﾝ 日東河川工業㈱ 東北営業所 阿部　純 宮城県仙台市青葉区大町2-8-27 022-225-6366 022-268-1662 土鋼塗機水

工事 ﾆｯﾄｳｺｳｴｲ 日東工営㈱ 東北支店 櫻井 英之 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 022-266-3411 022-266-3415 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内具解

工事 ﾆｯﾄｳﾂｳ 日東通信㈱ 岩手支店 細川　直大 岩手県盛岡市下飯岡21-61-2 019-632-2100 019-632-2103 通

工事 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設㈱ 盛岡営業所 藤井　裕二 岩手県盛岡市中央通2-8-5 019-606-6120 019-606-6122 土と石鋼舗し塗水

工事 ﾆｯﾎﾟﾝｵｰ 日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱ 東北支店 櫻井　壮一 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-1 022-225-5721 022-225-3221 機

工事 ﾆｯﾎﾟﾝｺﾑｼｽ 日本ｺﾑｼｽ㈱ 東北支店 松浦　敬裕 宮城県仙台市若林区清水小路8-36 022-723-2168 022-227-2228 土と鋼舗塗通水

工事 ﾆｯﾎﾟﾝｼｬﾘｮｳ 日本車輌製造㈱ 輪機・インフラ本部営業第二部
地域営業グループ仙台営業所 井上　裕康 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 022-288-2538 022-288-2539 土と鋼塗

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾃｯﾄｳ 日本鉄塔工業㈱ 仙台営業所 菅原　壮 宮城県仙台市青葉区一番町1-4-30 022-222-6277 022-222-6282 土と鋼

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｷ 日本電気㈱ 岩手支店 橋爪　直樹 岩手県盛岡市中央通2-2-5 019-651-4344 019-652-0362 通

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｾﾂ 日本電設工業㈱ 盛岡支社 間山　敏秀 岩手県盛岡市北飯岡2-4-5 019-613-6141 019-646-6147 電通

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾄﾞ 日本道路㈱ 岩手営業所 鈴木　道夫 岩手県盛岡市永井19-197-1 019-639-1333 019-639-1334 土と石鋼舗塗水

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰ ㈱日本ﾋﾟｰｴｽ 岩手営業所 藤田　欣也 岩手県盛岡市盛岡駅前北通7-17 019-681-4275 019-681-4276 土と鋼舗水

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾞﾙｺﾝ 日本ﾋﾞﾙｺﾝ㈱ 東日本事業本部北東北支社 工藤　亘 岩手県盛岡市飯岡新田第6地割14-1 019-639-8200 019-637-5800 管電



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ﾆﾉﾍｶﾞｽ 二戸ｶﾞｽ㈱ 荒谷　拓和 岩手県二戸市仁左平字北井沢6 0195-23-4155 0195-25-9569 土管水消

工事 ﾆﾎﾝｷｿ 日本基礎技術㈱ 盛岡営業所 佐々木　仁 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-13-1 019-606-2003 019-606-2004 土と舗し井水

工事 ﾆﾎﾝｹﾞﾝﾘｮｳ 日本原料㈱ 齋藤　安弘 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 044-222-5555 044-222-5556 土防機水

工事 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞ 日本国土開発㈱ 盛岡営業所 高橋　淳徳 岩手県盛岡市大通3-7-1 019-651-3236 019-651-3226 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾆﾎﾝｼﾞﾄﾞｳ 日本自動機工㈱ 東北支店 三品　敦 宮城県仙台市泉区みずほ台11-3 022-375-3855 022-375-3859 土鋼機水

工事 ﾆﾎﾝｼﾞｭｳﾀｸ 日本住宅㈱ 滝村　照男 岩手県盛岡市津志田中央1-3-28 019-638-0511 019-637-0600 土建大と石屋タ鋼舗し塗内水

工事 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸ 日本体育施設㈱ 北日本支店 国分　亨 宮城県仙台市泉区みずほ台10-4 022-771-4077 022-771-4082 土と舗

工事 ﾆﾎﾝﾁｶｽｲｶｲﾊﾂ 日本地下水開発㈱ 桂木　宣均 山形県山形市大字松原777 023-688-6000 023-688-4122 土と管機井水

工事 ﾆﾎﾝﾌｧﾌﾞﾃｯｸ 日本ﾌｧﾌﾞﾃｯｸ㈱ 仙台営業所 三国　哲 岩手県仙台市青葉区国分町2-14-24 022-223-9088 022-265-4153 土と鋼

工事 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ 日本ﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱ 東北支店 菊池　敦弘 岩手県盛岡市津志田南3-8-8 019-681-2155 019-681-0630 土と舗園

工事 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線㈱ 岩手営業所 菊谷　淳 岩手県盛岡市内丸16-15 019-654-3288 019-622-4679 通

工事 ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ﾉﾊﾞｯｸ 盛岡営業所 岡田　文泰 岩手県盛岡市本宮6-12-12 019-656-6413 019-656-6414 土と鋼舗し水

工事 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞ ㈱乃村工藝社 榎本　修次 東京都港区台場2-3-4 03-5962-1171 03-3570-2397 建大左と石屋電管タ鋼筋板ガ塗防内絶具解

工事 ﾊﾞｳﾊｳｽ ㈱ﾊﾞｳﾊｳｽ 和久石　清孝 岩手県盛岡市上厨川字下川原77-3 019-641-2871 019-641-1463 土建大左と石屋タ舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾊｼﾓﾄﾃﾝ ㈱橋本店 盛岡営業所 金子　益雄 岩手県盛岡市中ノ橋通2-7-42 019-681-2041 019-681-2041 土建大と鋼舗し内水

工事 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲ 長谷川体育施設㈱ 岩手営業所 髙橋　昭 岩手県盛岡市みたけ5-7-47 019-643-8709 019-643-8719 土と舗

工事 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｲｰｴｽｴﾝｼﾞ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸLSｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 北海道・東北支店 菊森　慎吾 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 022-225-5819 022-268-5713 建電内通消

工事 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｻﾝｷ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ産機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 東北支店 細田　正 宮城県仙台市泉区泉中央3-8-3 022-739-7701 022-771-6760 管電

工事 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 東北社 古神　和也 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1 022-212-3701 022-212-3719 電通

工事 ﾊﾑｼｽﾃﾑ ㈱ﾊﾑｼｽﾃﾑ庄内 岩手営業所 成澤　茂 岩手県一関市赤荻字亀田116-6 0191-48-4772 0191-48-5827 通

工事 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ ㈱ﾋﾟｰｴｽ三菱 盛岡営業所 千田　幹雄 岩手県盛岡市西仙北1-20-28 019-656-5126 019-656-5127 土と石鋼舗し塗水解

工事 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 東日本ｺﾝｸﾘｰﾄ㈱ 盛岡営業所 立石　清光 岩手県盛岡市盛岡駅前北通4-5 019-622-4811 019-652-2537 土と鋼舗塗水

工事 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ 東日本電信電話㈱ 岩手支店 星　伸寿 岩手県盛岡市中央通1-2-2 019-625-4125 019-621-1130 通

工事 ﾋｶﾞｼﾉｹﾝｾﾂ 東野建設工業㈱ 東野　久晃 岩手県盛岡市加賀野2-8-15 019-653-3388 019-653-3389 土建大と管鋼舗塗内園水

工事 ﾋﾀﾁｾｲｻｸ ㈱日立製作所 東北支社 成田　新 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 022-223-2603 022-223-7648 土電管鋼機通水

工事 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾ 日立造船㈱ 東北支社 伊東　孝郎 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-712-6066 022-712-6070 土建と電管タ鋼舗し塗機水清

工事 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙ ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ 東日本支社 柾谷　隆一 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-222-1321 022-222-0241 電管機消

工事 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｹﾝｾﾂ ㈱日立ﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 東北支店 坂本　晃 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-263-3288 022-227-3539 電管機

工事 ﾋﾋﾞﾔｿｳｺﾞｳ 日比谷総合設備㈱ 東北支店 山崎　和人 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-8 022-297-5825 022-293-1771 電管

工事 ﾋﾗﾉｸﾞﾐ ㈱平野組 須田　光宏 岩手県一関市竹山町6-4 0191-26-3711 0191-26-3718 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園井具水解

工事 ﾋﾗﾔﾏ ㈱平山工業所 平山　知典 岩手県遠野市松崎町白岩字地森64-2 0198-62-2541 0198-62-2566 土管水消

工事 ﾌｧｰﾑ ㈱ﾌｧｰﾑつつみ 細川　高幹 岩手県紫波郡紫波町片寄字二ツ森2 019-671-7612 019-671-7613 土と石舗園

工事 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ ㈱福田組 盛岡営業所 菊池　孝 岩手県盛岡市神明町6-6 019-681-6836 019-681-6846 土建大と石屋タ鋼舗し防内水解

工事 ﾌｼﾞｹﾝ 富士建設工業㈱ 鳴海　利彦 新潟市北区島見町3307-16 025-255-4161 022-255-3301 建電管タ機

工事 ﾌｼﾞｺｳ ㈱冨士工 東日本支店 奥田　隆章 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 022-281-9031 022-281-6032 土建と石タ鋼舗し塗防内水

工事 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 富士工業㈱ 大沢　創一 東京都板橋区若木1-26-13 03-3931-1501 03-3931-1503 電機
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工事 ﾌｼﾞｽｲｺｳ 富士水工業㈱ 菅原　浩幸 岩手県盛岡市みたけ5-10-48 019-641-2241 019-641-2261 土管水消

工事 ﾌｼﾞﾀ ㈱ﾌｼﾞﾀ 東北支店 下田平　滋 宮城県台市青葉区国分町2-14-18 022-224-1946 022-224-5958 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾌｼﾞﾂｳ 富士通㈱ 岩手支店 宮腰　亜希也 岩手県盛岡市中央通3-1-2 019-651-1511 019-654-7568 通

工事 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ ㈱富士通ｾﾞﾈﾗﾙ 東北情報通信ネットワーク営業部 堀下　裕司 宮城県仙台市宮城野区扇町3-5-5 022-239-5171 022-239-5105 通

工事 ﾌｼﾞﾂｳﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽ富゙士通ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ 東北支店 小澤　紀幸 宮城県仙台市青葉区中央3-2-23 022-263-6940 022-263-8187 電通

工事 ﾌｼﾞﾃｯｸ ﾌｼﾞﾃｯｸ㈱ 北日本支社東北支店 児玉　健二 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-222-0271 022-222-0290 機

工事 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機㈱ 東北支社 平木　譲 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-225-5351 022-225-5368 電機通  

工事 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳｼｬ ㈱富士電業社 尾形　仁徳 岩手県盛岡市向中野7-13-6 019-635-8816 019-635-8817 土電管機通水

工事 ﾌｼﾞﾋﾟ ㈱富士ﾋﾟｰ･ｴｽ 岩手営業所 早田　和史 岩手県盛岡市本町通3-17-12-105 019-604-2020 019-604-2021 土と鋼舗水

工事 ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜ 富士古河E＆C㈱ 北日本支店 木村　弥 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 022-722-5330 022-211-4050 電管

工事 ﾌｼﾞﾑﾗ ㈱藤村商会 藤村　茂生 岩手県紫波郡矢巾町流通ｾﾝﾀｰ南3-9-7 019-638-3311 019-638-3492 管機水

工事 ﾌｼﾞﾖｼ 藤吉工業㈱ 加藤　靖始 愛知県名古屋市中村区太閤4-2-8 052-451-8261 052-451-2373 土と電管鋼機水清

工事 ﾌｿｳ ㈱ﾌｿｳ 東北支店 伊藤　祥臣 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-222-9613 022-265-3709 土建電管鋼し機通水清

工事 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂ 扶桑電通㈱ 盛岡営業所 照井　一成 岩手県盛岡市中央通3-1-2 019-654-2181 019-625-5071 通

工事 ﾌﾀﾊﾞｾﾂﾋﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱双葉設備ｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 小笠原　敏之 岩手県盛岡市みたけ3-7-37 019-641-2281 019-641-2342 土管水

工事 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ ㈱不動ﾃﾄﾗ 東北支店 青野　丈児 宮城県仙台市青葉区国分町1-6-9 022-262-3411 022-262-3416 土と石鋼舗し塗水解

工事 ﾌﾟﾗｲﾑ ㈱ﾌﾟﾗｲﾑ下舘工務店 下舘　孝光 岩手県九戸郡洋野町大野8-83-1 0194-77-2231 0194-77-2232 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷ 古河産機ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ 東北支店 石関　弘年 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 022-221-3532 022-223-3243 土と鋼塗機水

工事 ﾌﾙﾃｯｸ ﾌﾙﾃｯｸ㈱ 盛岡支店 坂田　康之 岩手県盛岡市下太田下川原80-13 019-613-5222 019-613-5221 具

工事 ﾍﾞﾙﾃｸﾉ ㈱ﾍﾞﾙﾃｸﾉ 鈴木 洋 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 052-857-9001 052-857-9006 土管鋼水

工事 ﾎｳｻﾝｶﾝﾘ 豊産管理㈱ 竹谷  佳野 青森県青森市大字大野字前田21-11 017-729-3711 017-729-3737 土と電し水

工事 ﾎｸｾｲｹﾝｾ 北星建設㈱ 本野　雅道 岩手県盛岡市東見前9-129 019-637-5611 019-637-9911 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具

工事 ﾎｼｻﾞｷ ﾎｼｻﾞｷ東北㈱ 今野　浩治 宮城県仙台市青葉区昭和町2－38 022-728-9511 022-728-9513 管

工事 ﾎｿｶﾜ ㈱ﾎｿｶﾜ 細川　龍 岩手県奥州市水沢姉体町字林前9-8 0197-26-5159 0197-26-4635 土管水

工事 ﾎｯｶｲ 北海土木工業㈱ 東北支店 並岡　保男 岩手県盛岡市材木町2-26 019-653-1195 019-653-1196 土管水

工事 ﾎﾝﾏｸﾞﾐ ㈱本間組 岩手営業所 熊谷　健 岩手県宮古市実田2-6-5 0193-62-6478 0193-62-6446 土建と鋼舗し園水解

工事 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸ ㈱前川製作所 前川　真 東京都江東区牡丹3-14-15 03-3642-8181 03-3643-7094 建電管機絶

工事 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝ ㈱前澤ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 東北営業所 津島  正範 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1 022-298-7624 022-298-7625 土管鋼し機水

工事 ﾏｴｻﾞﾜｺｳ 前澤工業㈱ 東北支店 清水　竜一 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1 022-298-7611 022-298-7613 土電鋼し機水

工事 ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂ 前田建設工業㈱ 東北支店 東海林　茂美 宮城県仙台市青葉区二日町4-11 022-225-8326 022-221-1680 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ﾏｴﾀｾｲｶﾝ 前田製管㈱ 岩手支店 鈴木　道則 岩手県奥州市水沢佐倉河字中ノ町13 0197-25-6211 0197-24-7532 土と舗

工事 ﾏｽﾌﾟﾛ ﾏｽﾌﾟﾛ電工㈱ 盛岡営業所 萩原　良則 岩手県盛岡市みたけ6-15-16 019-641-1500 019-641-7805 通

工事 ﾏﾂｲｹﾝｾﾂ 松井建設㈱ 東北支店 金子　勇 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-263-1521 022-261-6031 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾏﾂﾀﾞｹﾝｾﾂ 松田建設㈱ 松田　孝 岩手県遠野市材木町1-2 0198-62-2270 0198-62-9345 土建と鋼舗し園水解

工事 ﾏﾂﾑﾗｸﾞﾐ ㈱松村組 東北支店 永井　雄人 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 022-711-7860 022-711-7865 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞ ㈱松村電機製作所 盛岡営業所 土田　浩二 岩手県盛岡市中央通1-9-11 019-656-1588 019-656-1589 電



区分 ﾙﾋﾞ 商号 契約場所 代表者 住所 電話番号 FAX番号 許可業種

工事 ﾏﾘﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ ㈱ﾏﾘﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 佐々木　正人 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-6-15 022-771-2361 022-771-2366 電通

工事 ﾏﾙｲﾎｿｳ ㈱ﾏﾙｲ舗装 及川　伊太郎 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎11-32-2 0193-63-3023 0193-64-3345 土建と石鋼舗し水解

工事 ﾏﾙｴｽｺｳｷﾞ ﾏﾙｴｽ工業㈱ 宍田　利成 岩手県盛岡市流通センター北1-10-11 019-639-0411 019-639-1137 建塗防

工事 ﾏﾙｷｮｳ 丸協建設㈱ 那須川　伸治 岩手県奥州市前沢字三日町新裏110 0197-56-3135 0197-56-3137 土建大左と石屋タ鋼筋舗板ガ塗防内具水解

工事 ﾏﾙｼﾏ ㈱丸島ｱｸｱｼｽﾃﾑ 盛岡営業所 平澤　基治 岩手県盛岡市菜園1-3-6 019-601-9740 019-601-9741 土鋼機水

工事 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業㈱ 服部　勝哉 大阪府大阪市中央区谷町5-3-17 06-6766-2777 06-6766-2788 土鋼機水

工事 ﾏﾙｼﾞｭｳ ㈱丸重 小原　研 岩手県北上市村崎野15-312-7 0197-66-3126 0197-66-5438 土と舗し園水解

工事 ﾏﾙﾀﾆ ㈲まるたに商事 谷澤　俊宏 岩手県上閉伊郡大槌町上町2-12 0193-42-3626 0193-42-3673 土建と管ガ防内具

工事 ﾏﾙﾏｻ ㈱丸政 佐藤　恒夫 岩手県奥州市水沢真城字幅下11-1 0197-24-1307 0197-24-1306 土建と石管タ水

工事 ﾏﾙﾓﾂｳｼﾝ ㈱ﾏﾙﾓ通信 仲口  眞二 岩手県盛岡市門字真立151-10 019-613-9200 019-613-9211 電通

工事 ﾏﾙﾓﾂｳｼﾝｼｮｳｼﾞ ﾏﾙﾓ通信商事㈱ 菊地　弘樹 岩手県奥州市江刺岩谷堂字下苗代沢7-2 0197-35-5511 0197-35-5516 電通

工事 ﾏﾙﾓﾃﾞﾝｷ 丸茂電機㈱ 仙台営業所 原口　貴光 宮城県仙台市青葉区二日町3-10 022-263-0221 022-263-0225 電

工事 ﾐｿﾞﾀ ㈱ﾐｿﾞﾀ 仙台支店 角田　光男 宮城県仙台市青葉区二日町8-6 022-224-8340 022-224-8341 土と鋼塗機水

工事 ﾐﾁﾉｸｸﾎﾞﾀ ㈱みちのくｸﾎﾞﾀ 髙橋　豊 岩手県花巻市東宮野目13-9 0198-23-5321 0198-22-2104 土建大左と内タ鋼筋板ガ塗防内機具水

工事 ﾐﾂｲｲｰｱﾝﾄﾞ ㈱三井E＆S鉄構エンジニアリング 東北営業所 遠藤　英利 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 022-262-3066 022-262-3077 土と鋼舗し塗

工事 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓ 三井住友建設㈱ 東北支店 加茂　裕之 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-14 022-225-6777 022-225-6772 土建大左と石屋電管タ鋼舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾐﾂﾋﾞｼｶ 三菱化工機㈱ 東北営業所 赤石　博史 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 022-208-8990 022-745-2385 機清

工事 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞ 三菱電機㈱ 東北支社 矢野　利直 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 022-216-4566 022-262-4273 電機通

工事 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞ 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ 東北支社 鎌野　浩通 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 022-224-1221 022-265-5080 電管機

工事 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 東日本本部東北支社 長井　正和 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 022-216-4700 022-224-2364 電通

工事 ﾐﾅﾐ ㈱ﾐﾅﾐ 南  由香 岩手県九戸郡軽米町大字晴山27-12-2 0195-47-2870 0195-47-2546 土建と石鋼舗し塗水解

工事 ﾐﾅﾐｹﾝｾﾂ 南建設㈱ 南   勉 岩手県九戸郡軽米町大字晴山27-12-2 0195-47-1000 0195-47-2546 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ﾐﾔｷﾞｹﾝｾ 宮城建設㈱ 竹田　和正 岩手県久慈市新中の橋4-35-3 0194-52-1111 0194-52-1297 土建と管鋼舗し水解

工事 ﾐﾔｷﾞｿｳﾌ 宮城相扶㈱ 鈴木　泰弘 宮城県仙台市青葉区立町27-21 022-265-2835 022-261-2595 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具

工事 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ 宮城ﾔﾝﾏｰ㈱ 盛岡営業所 阿部  達矢 岩手県盛岡市津志田27-1-1 019-601-7521 019-601-7528 電

工事 ﾐﾔｯｸｽ ㈱ﾐﾔｯｸｽ 髙橋　文蔵 宮城県仙台市泉区寺岡1-1-3 022-777-5888 022-777-6888 土建と内具

工事 ﾐﾔﾓﾄｺｳｷﾞ ㈱宮本工業所 宮本　芳樹 富山県富山市奥田新町12-3 076-441-2201 076-441-6645 建電タ機清

工事 ﾐﾖｼｹﾝｾﾂ 三好建設㈱ 三好  健志 岩手県宮古市長町1-4-1 0193-62-1935 0193-63-6221 土と石鋼舗し塗園水解

工事 ﾐﾗｲｹﾝｾﾂ みらい建設工業㈱ 小西　武 東京都港区芝4-6-12 03-6436-3710 03-6436-3736 土建大と石タ鋼舗し塗防内水解

工事 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺ 美和電気工業㈱ 北東北支店 伊藤　祐喜 岩手県盛岡市下太田沢田73－20 019-619-8895 019-619-8898 電機

工事 ﾑﾂﾐ むつみ造園土木㈱ 岩手営業所 佐藤　重臣 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢40-2 019-676-4488 019-676-4431 土と園

工事 ﾑﾗﾓﾄ 村本建設㈱ 盛岡営業所 稲垣　克昌 岩手県盛岡市夕顔瀬町19-19 019-681-7640 019-681-7641 土建大と石屋タ鋼舗し内水解

工事 ﾑﾗﾔﾏ ㈱村山電機商会 村山　利一 岩手県宮古市南町15-15 0193-62-6159 0193-64-0236 電通消

工事 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝﾆｼﾞｱ ㈱明電ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 盛岡営業所 坂田　清 岩手県盛岡市本宮4-1-10 019-656-5282 019-635-1135 電

工事 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ ㈱明電舎 盛岡営業所 荒井　健一 岩手県盛岡市中央通2-2-5 019-654-0170 019-654-3778 電通

工事 ﾒｲﾜﾄﾞﾎﾞｸ ㈱明和土木 金野　乃士 岩手県大船渡市大船渡町字上山14-3 0192-27-2720 0192-27-1297 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板塗防内具水解
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工事 ﾒｸﾞﾐｺｳｷﾞ ㈱恵工業 菊地　国明 岩手県盛岡市上堂4-11-29 019-641-3095 019-641-5504 土建大とタ鋼舗塗園水解

工事 ﾒﾀｳｫｰﾀｰ ﾒﾀｳｫｰﾀｰ㈱ 東北営業部 伊藤　克美 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-225-5354 022-211-0936 電機通水清

工事 ﾓﾘｵｶｽ 盛岡ｽﾎﾟｰﾂ施設㈱ 上岡　洋 岩手県盛岡市月が丘3-39-5 019-641-1018 019-641-6661 土と

工事 ﾓﾘｵｶﾆｯﾀ 盛岡ﾆｯﾀﾝ㈱ 齊藤　久昭 岩手県盛岡市中屋敷町3-27 019-641-1745 019-641-9958 通消

工事 ﾓﾘﾀﾃﾂｺｳ ㈱森田鉄工所 東京営業支店 奥村　一志 東京都千代田区岩本町1-8-15 03-5820-3090 03-5820-3081 土鋼機水

工事 ﾓﾘﾏﾂ 森松工業㈱ 東北営業所 奥山　仁 宮城県仙台市青葉区柏木1-4-37 022-727-7501 022-718-2662 土鋼水

工事 ﾓﾘﾓﾄｸﾞﾐ ㈱森本組 岩手営業所 酒井　規好 岩手県宮古市大通2-4-13 0193-77-4845 0193-77-4822 土建大と石屋タ鋼筋舗し塗防内水解

工事 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟ 矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 矢木　健一 長野県長野市真島町川合2036 026-283-7000 026-283-8500 土と電管鋼舗塗通園

工事 ﾔｽｶﾜﾃﾞﾝ ㈱安川電機 東北営業所 我有　省一 宮城県仙台市太白区郡山5-7-23 022-778-0266 022-778-0265 電

工事 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業㈱ 成田  正樹 福島市郡山市西田町鬼生田字阿広木1 024-972-2811 024-972-2884 土建と鋼塗機水

工事 ﾔﾏｻﾞｷ ㈱山崎組 山崎　隆司 岩手県盛岡市加賀野3-12-30 019-652-3088 019-652-3089 土建と管鋼舗塗防園水解

工事 ﾔﾏｼﾀ ㈱山下組 菅原　陽一 岩手県花巻市上根子字石川原78-1 0198-22-2111 0198-22-2110 土建と石鋼舗し水解

工事 ﾔﾏﾀﾞｷﾞｹﾝ ㈱ﾔﾏﾀﾞ技研 鷲足　哲也 宮城県仙台市若林区鶴代町2-48 022-236-6131 022-236-6133 管機

工事 ﾔﾏﾀﾞｹﾝ 山田建設㈱ 山田　朋康 岩手県久慈市宇部町6-17-2 0194-56-2120 0194-56-2830 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾔﾏﾄ ㈱ﾔﾏﾄ 東北支店 木暮　篤 宮城県大崎市古川駅東1-5-11 0229-29-9336 0229-29-9337 土電管鋼機水

工事 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞ ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ㈱ 仙台営業所 七海　秀也 宮城県仙台市若林区舟丁16 022-796-0061 022-212-2070 通

工事 ﾔﾏﾖ ㈱山與 高橋　良一 岩手県盛岡市城西町13-77 019-653-1221 019-653-1229 土と管舗園水

工事 ﾔﾏﾜ 山和建設㈱ 仙台営業所 大浦　和久 宮城県仙台市泉区七北田字大沢小松16-7 022-776-2356 022-776-2357 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾕｳﾃﾞﾝｼｬ ㈱有電社 岩手支店 三浦　裕康 岩手県盛岡市緑が丘3-1-32 019-663-7101 019-661-7759 電通

工事 ﾕﾆｵﾝｹﾝｾ ﾕﾆｵﾝ建設㈱ 盛岡支店 鎌田　徹 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-16-25 019-654-8377 019-623-2006 土建大と石屋タ鋼舗し内水

工事 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞ ㈱横河ﾌﾞﾘｯｼﾞ 仙台営業所 大河原　宏 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 022-267-2621 022-224-6255 土と鋼舗塗水解

工事 ﾖｺｶﾞﾜﾌｨｰﾙﾄﾞ 横河ｿﾘｭｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ㈱ 東北支店 瀧嶋　猛 宮城県仙台市太白区富沢1-9-5 022-243-4441 022-243-4504 電機通

工事 ﾖｺｶﾜﾒ ㈱横川目電業 高橋 實 岩手県北上市和賀町横川目12-37-8 0197-72-2718 0197-72-2719 電通消

工事 ﾖｼﾀﾞｼｮｳ ㈲吉田商会 吉田　忠彦 岩手県大船渡市猪川町字久名畑21-1 0192-26-3395 0192-26-5200 電機通

工事 ﾖﾅｲ ㈱米内造園 米内　吉榮 岩手県久慈市大川目町12-65-1 0194-55-2100 0194-55-2902 土と石園

工事 ﾖﾘｶﾞﾐ 寄神建設㈱ 東北支店 本井　忠 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 022-224-5872 022-224-5875 土と石鋼舗し水

工事 ﾖﾝﾃﾞﾝｺ ㈱四電工 東北営業所 浅見　裕幸 宮城県仙台市青葉区大町1-4-1 022-217-7181 022-217-7182 電消

工事 ﾗｲﾄｺｳｷﾞ ﾗｲﾄ工業㈱ 盛岡営業所 鈴木　修 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢10-182-10 019-681-1470 019-697-0737 土と石鋼舗塗水

工事 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学㈱ 盛岡営業所 阿部　和友 岩手県盛岡市本宮3-51-2-201 019-656-4577 019-656-4578 土電管機水

工事 ﾘｽｲｺｳｷﾞｮｳ ㈱理水興業 今野　秀實 岩手県花巻市星が丘2-16-12 0198-23-5395 0198-24-7139 土建と電管舗水消解

工事 ﾘｭｳﾄｸ ㈱竜徳工業 及川　徳政 岩手県遠野市小友町32-91 0198-68-2452 0198-68-2453 土建と舗解

工事 ﾘｮｳｺｳ 菱光ﾘﾌﾄ東北㈱ 木村 慎一郎 宮城県仙台市泉区加茂3-16-8 022-378-5733 022-378-8432 機

工事 ﾘｮｳﾜ 菱和建設㈱ 海野　尚 岩手県盛岡市みたけ1-6-30 019-641-1111 019-641-7954 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾘﾝｶｲ りんかい日産建設㈱ 岩手営業所 川村　晃 岩手県盛岡市内丸17-11 019-623-8303 019-623-8304 土と石鋼舗し水

工事 ﾘﾝｻﾞｷ 林崎建設㈱ 林﨑　文雄 岩手県九戸郡野田村大字野田15-45-5 0194-78-2502 0194-78-3251 土建大左と石屋管タ鋼舗し板ガ塗防内絶具水

工事 ﾘﾝﾃﾞﾝ ㈱ﾘﾝﾃﾞﾝﾊﾞｳﾑ遠野 立花  功 岩手県遠野市青笹町中沢8-1-11 0198-62-4163 0198-62-4164 建大園
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工事 ﾜｶﾁｸ 若築建設㈱ 東北支店 野木　秀高 宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 022-221-4325 022-222-5571 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解


