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

工事 ｱｰﾑｽﾞﾋｶﾞｼﾆﾎﾝ ㈱アームズ東日本 岩手営業所 真田 吉憲 020-0061 岩手県盛岡市北山2-27-1 019-663-8039 019-663-8038 土と

工事 ｱｲｴｲﾁｱｲｲﾝﾌﾗｹﾝｾｯ ㈱IHIインフラ建設 北東北営業所 藤島 宏昭 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-3-2 019-629-2388 019-629-2389 土と電鋼筋塗機通水

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 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 022-267-3789 022-267-3725 土建と石電タ鋼舗塗機園水

工事 ｱｲｹｰｴｽ ㈱アイ・ケー・エス 森田 和 986-0826 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解

工事 ｱｲｼｰｴｽ ㈱アイシーエス 法貴 敬 020-0873 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 020-0122 岩手県盛岡市みたけ5-7-47三丁目19番30号 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 982-0011 宮城県仙台市太白区長町三丁目7-13 022-748-0557 022-748-0610 土建大と石屋電管タ鋼舗し内機園水解

工事 ｱｵﾐｹﾝｾﾂ あおみ建設㈱ 東北支店 大﨑　正人 980-0804 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園水解

工事 ｱｵﾓﾘﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 青森三菱電機機器販売㈱ 林 均 030-0822 青森県青森市中央1-23-4 017-735-7800 017-735-7895 管タ絶園

工事 ｱｷﾗ 昱㈱ 中川 崇 103-0004 東京都中央区東日本橋3-3-11 03-3663-2281 03-3664-5547 土建電管鋼内機通井水消

工事 ｱｷﾗｷﾃﾞﾝ 昱機電㈱ 向洋電機事業所 高屋敷 久人 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-7-1 019-622-8711 019-622-8477 土電管鋼機通水消

工事 ｱｸｱｼﾞｵﾃｸﾉ ㈱アクアジオテクノ 石塚 学 003-0025 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 980-0011 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 ｱｻﾉｱﾀｶ 浅野アタカ㈱ 大黒田一人 110-0014 東京都台東区北上野2-8-7 03-5827-7051 03-5827-7058 土建電管機水清と

工事 ｱｻﾋｲﾗﾍﾞｯｸｽ 旭イノベックス㈱ 東北営業所 虻川 聖一 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-13-4 022-776-1538 022-375-1599 土建と電管鋼機水

工事 ｱｻﾋｺｳｷﾞｮｳｼﾔ ㈱朝日工業社 盛岡営業所 鈴木 秀之 020-0885 岩手県盛岡市紺屋町4-28 019-622-6248 019-624-1290 建電管機消

工事 ｱｻﾋﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ ㈱旭電気工業 刈屋 良治 027-0066 岩手県宮古市田の神2-3-1 0193-63-0718 0193-62-3031 電

工事 ｱｻﾋﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 旭ボーリング㈱ 髙橋 和幸 024-0056 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　 023-0841 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 025-0054 岩手県花巻市桜台1-24-1 0198-22-3073 0198-22-3086 土建と石鋼舗し塗園水解

工事 ｱｾﾝﾄ ㈱アセント 木越 健二 108-0023 東京都港区芝浦四丁目16番23号 03-5419-6022 03-3452-0802 電通

工事 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ﾃｯｸ ㈱アドバンス・テック 菊池 忠光 022-0005 岩手県大船渡市日頃市町字坂本沢112-3 0192-22-8810 0192-22-8804 土と石管鋼舗し塗水解

工事 ｱﾍﾞﾆｯｺｳｺｳｷﾞｮｳ ㈱安部日鋼工業 盛岡営業所 平井 公康 020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原12-1 019-656-9868 019-656-9869 土建と電管鋼舗し塗防水解

工事 ｱﾏﾉ アマノ㈱ 津田 博之 222-8558 神奈川県横浜市港北区大豆戸町275番地 045-401-1441 045-439-1150 建電管鋼内機通

工事 ｱﾗｲｸﾞﾐ ㈱新井組 東北営業所 鈴木 由喜男 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-1-11 022-263-1641 022-302-4575 土大左と石屋電管タ鋼筋舗し板塗防内機井水消

工事 ｱﾘｴｰｼﾞｪﾝｼｰ ㈱アリエージェンシー 鈴木 豊実 985-0852 宮城県多賀城市山王字山王四区7番 022-368-6464 022-368-6455 管塗防

工事 ｱﾙﾊﾞﾗｲﾌ ㈱アルバライフ 佐藤 一順 028-5711 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井具水解

工事 ｱﾝｸｽ ㈱アンクス 阿部 央嗣 020-0102 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解

工事 ｱﾝｾﾞﾝﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 安全電業㈱ 佐々木 厳路 020-0863 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 980-8640 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機園具水解

工事 ｲｰｼｰﾅﾝﾌﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ EC南部コーポレーション㈱ 菅原 正聡 023-0003 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 ｲｲﾀﾞﾃｯｺｳ 飯田鉄工㈱ 東北支店 窪田 英史 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町3-5-22 022-262-6914 022-262-6915 土と石電鋼舗し塗機水

工事 ｲｸｽﾙ ㈱イクスル 髙桑 満 020-0502 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 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-263-5021 022-263-5022 電機水

工事 ｲｼｶﾞｷﾒﾝﾃﾅﾝｽ 石垣メンテナンス㈱ 東北支店 大場 政道 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-263-5023 022-263-5022 管機水

工事 ｲｽﾞﾐｾｲｿｳ いずみ清掃㈱ 熊野 靖一 981-8003 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 ｲｽﾞﾐﾃﾞﾝｺｳ いずみ電工㈱ 金野 泉 022-0006 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 ｲﾁﾉｾｷﾎﾞｳｻｲｾﾂﾋﾞ ㈲一関防災設備 遠田 榮子 021-0041 岩手県一関市赤荻字松木218番地1 0191-25-2277 0191-25-5420 消
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工事 ｲﾄｳｸﾞﾐ ㈱伊藤組 伊藤 智仁 025-0024 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 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町2-15 022-264-1521 022-262-0177 土建と電管タ鋼舗し塗防内園水解

工事 ｲﾄｳｼﾞﾕｳﾀｸｾﾂﾋﾞ ㈱伊藤住宅設備 伊藤 知治 027-0044 岩手県宮古市上鼻2-1-17 0193-62-4112 0193-64-1233 土と管水

工事 ｲﾜｷ ㈱岩城 東北営業所 熊谷 憲一 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-9-7 022-725-3962 022-725-3963 土と鋼塗水

工事 ｲﾜﾀﾁｻﾞｷｹﾝｾﾂ 岩田地崎建設㈱ 東北支店 藤澤 隆人 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 022-223-7755 022-227-7147 土建大と石鋼舗し園水解

工事 ｲﾜﾀﾞﾃﾀﾞﾝｷ 岩舘電気㈱ 平野 喜英 020-0062 岩手県盛岡市長田町23-27 019-651-6666 019-654-5802 電通消

工事 ｲﾜﾃｷｿｺｳｷﾞｮｳ 岩手基礎工業㈱ 三田 利雄 024-0014 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 020-0884 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 ｲﾜﾃｹﾝｿｳｺﾞｳｹﾝｾﾂｷﾞｮｳ 岩手県総合建設業(同) 小山 茂 020-0133 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 ｲﾜﾃﾃﾞﾝｺｳ 岩手電工㈱ 川村 武史 020-0863 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 ｲﾜﾃﾄﾞｳﾛｶｲﾊﾂ 岩手道路開発㈱ 田村 昭徳 020-0832 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 ｲﾜﾃﾆﾁﾚｷ 岩手ニチレキ㈱ 陸前高田営業所 沼倉 修市 029-2206 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 ｲﾜﾃﾉｰﾐ 岩手ノーミ㈱ 北上営業所 木幡　龍介 024-0014 岩手県北上市流通センター11-27 0197-72-5142 0197-72-5143 電通消

工事 ｲﾜﾃﾋｮｳｼｷ 岩手標識㈱ 小山内 章誠 025-0312 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 020-0866 岩手県盛岡市本宮1-17-6 019-656-4753 019-656-4750 消

工事 ｳｴﾉｼﾏ ㈱上の島 熊谷 英典 020-0051 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 ｳｵｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ ㈱ウォーターエージェンシー 岩手オペレーションセンター 佐々木 圭三 020-0831 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 983-0852 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井水

工事 ｴｸｼｵｸﾞﾙｰﾌﾟ エクシオグループ㈱ 東北支店 田島 元 960-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-5-1 022-354-8020 022-222-5681 土建と電管鋼舗ガ塗防内機通園水消清解

工事 ｴｽｴｽﾃｯｸ ㈱エスエステック 中森 秋彦 028-0091 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解

工事 ｴﾇｲｰｼｰｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ NECソリューションイノベータ㈱ 営業統括本部 神田 健治郎 136-8627 東京都江東区新木場1丁目18番7号 03-5534-2625 03-5534-2559 電通

工事 ｴﾇｲｰｼｰﾈｯﾂｴｽｱｲ                                      ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 盛岡営業所 及川 賢司 020-0021 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ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ NECフィールディング㈱ 盛岡支店 小中 清文 020-0866 岩手県盛岡市本宮3-13-20 050-31465620 019-631-1157 電管内通

工事 ｴﾇｴｲﾁｹｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ ㈱NHKテクノロジーズ 仙台総支社 鈴木　勝浩 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町1-11-11 022-261-0746 022-261-0756 土建と電管鋼塗防内通解

工事 ｴﾇｹｰｴｽ                                            ㈱エヌケーエス 東京営業所 保坂 洋一 144-0034 東京都大田区西糀谷一丁目25-5 03-5735-7500 03-5735-7501 電管

工事 ｴﾇﾃｨﾃｨﾄﾞｺﾓ ㈱NTTドコモ 東北支社 芦川 隆範 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-2 022-752-5261 022-752-5375 通

工事 ｴﾇﾃｲﾃｲﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｳﾎｸ ㈱NTT東日本一東北 滝澤 正宏 984-0022 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1 022-269-2020 022-262-0068 通

工事 ｴﾇﾃｨﾃｨﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ                               °     ㈱NＴＴファシリティーズ 東北支店 俵 健児 984-8519 宮城県仙台市若林区五橋3-2-1 022-214-3643 022-214-3563 建電

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 980-0804 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 ｴﾊﾞﾗｼｮｳｼﾞ 荏原商事㈱ 東北支店 貝瀬　浩史 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-1-8 022-262-1135 022-262-1148 土建と電管鋼塗防機通水清

工事 ｴﾊﾞﾗｾｲｻｸｼｮ ㈱荏原製作所 東北支社 栁澤 敦雄 983-0852 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 ｴﾙｺﾞﾃｯｸ エルゴテック㈱ 北日本支店 熊谷 裕明 981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央5-10-8 022-773-7891 022-773-7893 管

工事 ｵｲｶﾜｾﾂﾋﾞｷｶｸ ㈲オイカワ設備企画 及川 敬子 027-0048 岩手県宮古市板屋3-2-6 0193-63-8573 0193-63-8761 電消

工事 ｵｲｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 及川設備工業㈱ 及川 智之 023-0003 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 ｵｲｶﾜﾃｯｺｳｼｮ ㈱及川鐵工所 及川 勝良 025-0002 岩手県花巻市西宮野目13-108-17 0198-30-2187 0198-30-2186 管鋼機清

工事 ｵｲﾗｰ ㈱オイラー 山崎 一郎 023-0828 岩手県奥州市水沢東大通り3-7-15 0197-25-7315 0197-24-8276 電管塗消

工事 ｵｵｸﾎﾞｹﾝｾﾂ ㈱大久保建設 大久保 憲一 028-0115 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解

工事 ｵｵﾀﾅｶﾄｿｳﾃﾝ ㈱大田中塗装店 佐々木 謙一 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字鳥羽23-1 0191-52-3075 0191-53-2400 塗



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

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 020-0062 岩手県盛岡市長田町14-30 019-624-6931 019-622-2418 電管機通消

工事 ｵｵﾊﾞﾔｼｸﾞﾐ ㈱大林組 東北支店 森田 康夫 980-0011 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機絶通園具水消清解

工事 ｵｵﾓﾄｸﾞﾐ ㈱大本組 東北支店 齋藤 学 980-0802 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 ｵｶﾀﾞﾃﾞﾝｷ 岡田電気㈱ 岡田 隆資 020-0861 岩手県盛岡市仙北2-14-23 019-635-1225 019-635-1227 建電通消

工事 ｵｷｸﾛｽﾃｯｸ OKIクロステック㈱ 東北支社別館 阿部 道徳 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-263-3681 022-263-3683 土と石電管鋼舗し通水消

工事 ｵｷﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 沖電気工業㈱ 東北支社 松井 明 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-225-6601 022-225-6687 電通消

工事 ｵｸｱﾝﾂｰｶ 奥アンツーカ㈱ 東北営業所 神田 淳 024-0094 岩手県北上市本通り1-7-9 0197-63-5413 0197-63-5420 土建大と舗内園

工事 ｵｸﾑﾗｸﾞﾐ ㈱奥村組 東北支店 樫木 正成 981-0914 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ｺｳｷﾞｮｳ 奥村組土木興業㈱ 仙台営業所 西村 洋平 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町18-26 022-721-2488 022-721-2489 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 ｵｸﾑﾗﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ ㈱奥村電気商会 奥村 大祐 020-0861 岩手県盛岡市仙北三丁目14-60 019-636-1231 019-635-3717 電

工事 ｵｸﾔﾏﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 奥山ボーリング㈱ 盛岡営業所 髙橋 由紀夫 020-0121 岩手県盛岡市月が丘1-27-17 019-641-8800 019-641-8810 土と管井水

工事 ｵｻﾅｲｽｲｹﾞﾝｺｳｷﾞﾖｳ ㈱長内水源工業 長内 信平 020-0061 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 ｵﾂﾄｹﾝｾﾂ ㈲乙戸建設 乙戸 勲 027-0054 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 ｵﾄﾓｹﾝｾﾂ ㈱小友建設 菊池 シゲ 028-0481 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 027-0052 岩手県宮古市宮町3-9-8 0193-62-2232 0193-63-3576 電通消

工事 ｵﾊﾞﾗｹﾝｾﾂ ㈱小原建設 小原 志朗 024-0004 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 ｵﾔﾅｷﾞｹﾝｾﾂ 小柳建設㈱ 小柳 卓蔵 955-0047 新潟県三条市東三条1-21-5 0256-32-0006 0256-34-7601 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園井具水消解

工事 ｵﾔﾏﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ オヤマダエンジニアリング㈱ 畠山 政 020-0015 岩手県盛岡市本町通3-18-8 019-652-4197 019-638-1931 土建電管機水消

工事 ｵﾔﾏﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱小山田工業所 小山田 浩之 020-0015 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 ｵﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 小山田電業㈱ 小野寺 孝司 027-0038 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 ｵﾘｴﾝﾀﾙｼﾗｲｼ オリエンタル白石㈱ 岩手営業所 長谷部　亨 020-0023 岩手県盛岡市大通1-3-4 019-654-2679 019-654-2670 土建大と電管鋼筋舗し塗防園水

工事 ｵﾙｶﾞﾉ オルガノ㈱ 東北支店 廣川 浩之 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 022-261-6801 022-264-3035 土建と電管タ鋼機井水清

工事 ｵﾙｶﾞﾉﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ オルガノプラントサービス㈱ 東北事業所 安達　広志 980-0014 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                                            ㈱ガイアート 岩手営業所 及川 聡 020-0834 岩手県盛岡市永井17-20-20 019-639-8670 019-639-0869 土と石鋼舗し塗水解

工事 ｶｲｾｲｹﾝｾﾂ 開成建設㈱ 田中 清一 020-0033 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ｶｲﾊｯ 海洋総合開発㈱ 小川 宗樹 104-0031 東京都中央区京橋1-14-4 03-3538-2331 03-3535-5510 通

工事 ｶｶﾞﾔ ㈱カガヤ 加賀谷 浩一 028-4181 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 ｶｼﾞﾏｹﾝｾﾂ 鹿島建設㈱ 東北支店 勝治 博 980-0802 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機絶通園井具水消清解

工事 ｶﾄｳｹﾝｾﾂ                                  ㈱加藤建設 東北営業所 小池 征昭 989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成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 029-0711 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

工事 ｶﾅｻﾞﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱金澤電気工業所 金澤 英治 021-0891 岩手県一関市桜木町6-12 0191-23-5200 0191-23-5201 土と石電鋼舗通水消

工事 ｶﾌﾞｷｹﾝｾﾂ 株木建設㈱ 仙台営業所 齊藤 淳 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-19-5 022-224-6781 022-224-6782 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園水解

工事 ｶﾎｾｲｻｸｼｮ ㈱嘉穂製作所 西川　達人 820-0712 福岡県飯塚市大分567 0948-72-0390 0948-72-1335 電管鋼機

工事 ｶﾞﾏﾉｹﾝｾﾂ 蒲野建設㈱ 蒲野 敦 028-8602 岩手県久慈市山形町川井第9地割32番地2 0194-72-2211 0194-72-2903 土建と管鋼舗し塗防水解

工事 ｶﾔﾊﾞｺｳｷﾞｮｳ 萱場工業㈱ 萱場 史郎 981-0917 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 028-2104 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 川田建設㈱ 盛岡営業所 石岡　修一郎 114-8505 岩手県盛岡市中央通1-11-17 019-651-5430 019-651-5431 土建大と鋼筋舗塗防園水解

工事 ｶﾜﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 川田工業㈱ 東北営業所 山田 克輔 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-222-3225 022-222-3226 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶園具水消解



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

工事 ｶﾜﾓﾄｺｳｷﾞﾖｳ                                         川本工業㈱ 東北支店 日野 正勝 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 022-262-8481 022-264-0934 管消

工事 ｶﾝｷｮｳｻﾝｷﾞｮｳ ㈱ 環境産業 佐藤 貴浩 989-5611 宮城県栗原市志波姫南郷外沼66 0228-25-3416 0228-23-6142 土と園

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 984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4-3-17 022-288-2250 022-288-2251 土と管舗し塗水消

工事 ｷｸｴｲｺﾑﾃﾝ ㈲菊栄工務店 菊池 栄喜 028-0481 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 027-0031 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消解

工事 ｷｸﾁﾄｿｳﾃﾝ ㈲菊池塗装店 菊池 明子 027-0063 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 盛岡支店 吉田　隆 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通1-5-1 019-652-6222 019-652-6228 土建と電管タ鋼舗ガ塗防内機園水解

工事 ｷﾀｲﾜﾃﾃﾞﾝｺｳ ㈱北岩手電工 鍋倉 隆 028-7405 岩手県八幡平市平舘9-290 0195-74-3620 0195-74-4386 電消

工事 ｷﾀｶﾐﾃﾞﾝｺｳ 北上電工㈱ 照井 寛幸 024-0062 岩手県北上市鍛冶町2-14-6 0197-63-5165 0197-65-0506 電通

工事 ｷﾀﾆﾎﾝｳｴｽﾀｰﾝｼｮｳｼﾞ ㈱北日本ウエスターン商事 小倉　聡 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-9-10 022-286-1137 022-286-1924 土管塗水解

工事 ｷﾀﾆﾎﾝｷｶｲ 北日本機械㈱ 岡田 泰三 028-4132 岩手県盛岡市渋民字狐沢70番地の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㈱ 盛岡営業所 竹田 伸 031-0072 青森県八戸市城下1-18-3 0178-51-8773 0178-51-8774 電

工事 ｷﾀﾆﾎﾝﾂｳｼﾝ 北日本通信㈱ 瀬川 純 020-0015 岩手県盛岡市本町通3-20-6 019-652-5000 019-652-3266 土電通消

工事 ｷﾞﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ ㈱技電工業 菊池 修吾 020-0834 岩手県盛岡市永井2-143-1 019-637-4225 019-637-4447 電通

工事 ｷﾑﾗﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ ㈲木村塗装工業 木村 賢二 023-0863 岩手県奥州市水沢字川端213-1 0197-23-4459 0197-23-4465 塗防

工事 ｷｭｳﾃﾞﾝｺｳ ㈱九電工 東北支社 川連 慎也 980-0022 宮城県仙台市青葉区五橋1丁目1番17号 022-395-5211 022-395-5292 土建と電管鋼舗内機通水消清

工事 ｷｮｳｴｲｺｳｷﾞｮｳ 協栄工業㈱ 纐纈 孝義 335-0023 埼玉県戸田市本町2-10-1 048-445-7388 048-445-7385 土電管機水清

工事 ｷｮｳｾｷｻﾝｷﾞｮｳ 協積産業㈱ 宮古営業所 中村 克志 027-0036 岩手県宮古市田鎖10-25 0193-69-2121 0193-69-2177 土と石電鋼舗塗水

工事 ｷｮｳﾄﾞｳｻﾝｷﾞｮｳ ㈲共同産業 髙橋 優 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根荒屋敷3番地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ｾﾝﾀｰ ㈱共同地質センター 田村　伸也 020-0812 岩手県盛岡市川目11-4-2 019-653-2050 019-623-0819 と管井

工事 ｷｮｳﾜｶｲﾊﾂ ㈱共和開発 佐藤 信治 029-4454 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 赤崎　暢之 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町1番3号 022-266-1404 022-223-0552 土建電管タ機水清解

工事 ｷｮｳﾜｷﾃﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 協和機電工業㈱ 東京支店 坂井 康俊 110-0016 東京都台東区台東2-20-13 03-5846-1081 03-5846-1083 土電鋼機水

工事 ｷｮｸﾄｳｻｰﾋﾞｽ 極東サービス㈱ 島田 直弥 276-0022 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 980-0811 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 023-0841 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 ㈱クボタ 東北支社 池内 秀隆 980-0811 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 ｸﾎﾞﾀｶﾝｷｮｳｻｰﾋﾞｽ クボタ環境サービス㈱ 東北支店 千葉　正博 980-0014 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 クボタ機エ㈱ 東北営業所 廣田 雅則 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-267-8962 022-267-8913 管機水

工事 ｸﾎﾞﾀｹﾝｾﾂ ㈱クボタ建設 東北営業所 引地 洋人 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-266-4080 022-266-4081 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶具水解

工事 ｸﾏｶﾞｲｸﾞﾐ ㈱熊谷組 東北支店 柏原　貴彦 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉5-3-36 022-262-2811 022-214-4034 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水消解

工事 ｸﾏｶﾞｲｺｳﾑﾃﾝ ㈱熊谷工務店 熊谷 則子 020-0013 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 ｸﾘｰﾝｾﾝﾀﾊﾅｲｽﾞﾐ クリーンセンタ花泉㈲ 佐藤　由佳 029-3104 岩手県一関市花泉町日方字日形山2-1 0191-82-5393 0191-82-5391 と解

工事 ｸﾘﾀｽ ㈱クリタス 鎌田 裕久 171-0022 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 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 022-227-5888 022-227-5872 電

工事 ｹﾝﾅﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 県南設備工業㈱ 菅原 勝敏 029-4204 岩手県奥州市前沢字本杉158番地6 0197-56-4319 0197-56-4048 土管井水消

工事 ｹﾝﾅﾝｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 県南造園土木㈱ 岩渕 義太郎 023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅157-1 0197-24-1357 0197-22-2353 土建と舗園解

工事 ｺｲﾜｲﾉｳﾎﾞｸ 小岩井農牧㈱ 辰巳 俊之 020-0507 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 019-692-3148 019-692-3159 土と園



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

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 020-0122 岩手県盛岡市みたけ2-7-5 019-641-5511 019-641-5516 管水消

工事 ｺｳﾉｲｹｸﾞﾐ ㈱鴻池組 東北支店 加藤 康 980-0021 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機園具水解

工事 ｺｳﾜ ㈱興和 東北支店 石﨑 則昭 982-0032 宮城県仙台市太白区富沢4-4-2 022-743-1680 022-743-1686 土と電管鋼舗塗機園井水

工事 ｺｰｱﾂｺｳｷﾞｮｳ コーアツ工業㈱ 東北営業所 樽石 敏彦 980-0811 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-11 022-395-4565 022-395-5929 土建大と石鋼筋舗塗防園水解

工事 ｺｸﾄﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｼﾞｭﾂ 国土防災技術㈱ 盛岡支店 佐藤 達也 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-15-17 019-651-9438 019-651-9104 土と通園井

工事 ｺﾞｺｳｼｮｳｼﾞ 互光商事㈱ 玉川 康介 028-3621 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 ｺﾄﾌﾞｷ ㈱コトブキ 東北支店 大嶋 晃 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-6-14 022-212-6651 022-266-3371 土と石鋼舗塗内機園

工事 ｺﾅﾘﾘｮｳｼﾞｼｮｳﾃﾝ ㈱小成良治商店 小成 展弘 027-0076 岩手県宮古市栄町1-23 0193-62-1317 0193-62-8998 土建大と管鋼舗塗防内水解

工事 ｺﾏｲﾊﾙﾃｯｸ ㈱駒井ハルテック 東北営業所 中原　勤 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-1-29 022-227-8724 022-214-2570 土建と電鋼塗水解

工事 ｺﾏﾂｸﾞﾐ ㈲小松組 小松 康朗 028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌7-112-1 0193-42-7268 0193-42-7357 土と管舗解

工事 ｺﾞﾖｳｹﾝｾﾂ 五洋建設㈱ 東北支店 谷川 純一 980-8605 宮城県仙台市青葉区二日町16-20 022-221-0932 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 ｺﾝﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ ㈱近藤設備 近藤 正彦 026-5611 岩手県和賀郡西和賀町沢内字猿橋33-50 0197-85-2577 0197-85-2582 土と管機水消

工事 ｻｲﾄｳｾﾂﾋﾞ ㈲斎藤設備 斎藤 栄吉 028-1302 岩手県下閉伊郡山田町豊間根3-285 0193-86-3373 0193-86-2296 土と管舗水

工事 ｻｶｴｸﾞﾐ ㈱栄組 佐々木 栄洋 028-0776 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 022-0003 岩手県大船渡市盛町字田中島27-1 0192-27-7331 0192-27-5660 土建と管舗し園水解

工事 ｻｸﾏﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ ㈲佐久間塗装工業 佐久間 修一 020-0026 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 021-0053 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 ｻｻｷｹﾝｾﾂ ㈱佐々木建設 佐々木 大成 027-0066 岩手県宮古市田の神1-2-37 0193-63-5720 0193-63-4178 土建大と管鋼舗塗内水解

工事 ｻｻｷﾃﾞﾝｷﾎﾝﾃﾝ ㈱佐々木電機本店 佐々木 一 020-0878 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 克孝 028-1343 岩手県下閉伊郡山田町境田町11 0193-77-3505 0193-77-3510 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ｻｻﾕｳｹﾝｾﾂ 佐々勇建設㈱ 佐々木 保 027-0044 岩手県宮古市上鼻2-1-17-2 0193-62-3917 0193-64-0048 土建大と内解

工事 ｻﾀｹｹﾝｾﾂ ㈱佐武建設 須賀 芳也 029-2206 岩手県陸前高田市米崎町字地竹沢79-1 0192-55-2334 0192-55-2010 土建大と石舗水解

工事 ｻﾄｳｸﾞﾐ ㈱佐藤組 佐藤 寛 024-0051 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 ｻﾄｳｹﾝｾﾂ 佐藤建設㈱ 佐藤 治 028-8403 岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀268番地の1 0194-33-3011 0194-33-2519 土建と石鋼舗し塗水解

工事 ｻﾄｳｺｳｷﾞｮｳ 佐藤工業㈱ 山口 宣久 028-0541 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 980-0014 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 ｻﾄｳﾁｸﾛｳｷﾞﾖｳ 佐藤築炉工業㈱ 大森 好二 025-0043 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 022-0006 岩手県大船渡市立根町字関谷69-9 0192-27-7675 0192-27-5766 土建と石管鋼舗塗園水解

工事 ｻﾉｹﾝｾﾂ 佐野建設㈱ 松坂 弘光 023-1131 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 ｻﾝｱｲﾘｮｸｶ ㈲山愛緑化 藤本 満寛 025-0002 岩手県花巻市西宮野目9-141-1 0198-26-5059 0198-26-4283 土と石鋼舗し園水

工事 ｻﾝｷｼｮｳｼﾞ 三機商事㈱ 高原 三雄 020-0015 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㈱ 髙橋 和靖 141-0031 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 ｻﾝｷｮｳﾎﾞｲﾗｰｼｮｳｶｲ ㈲三協ボイラー商会 渡部 伸 020-0839 岩手県盛岡市津志田南3-10-15 019-638-8111 019-638-8661 管

工事 ｻﾝｹﾐｶﾙ ㈲燦ケミカル 三上 誠 020-0122 岩手県盛岡市みたけ6-1-23 019-648-1675 019-648-1676 土建と石鋼舗し塗防水解

工事 ｻﾝｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱サンケン・エンジニアリング 仙台営業所 尾場 勝男 981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-9-13 022-208-9500 022-208-9501 電機通

工事 ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 三建設備工業㈱ 東北支店 廣瀬 彰信 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 022-221-3331 022-225-4108 建と電管タ防内機具消

工事 ｻﾝｺｳｸｳﾁｮｳ ㈱三晃空調 東北支店 戸村 正美 980-6014 宮城県仙台市青葉区中央四丁目6番1号 022-261-3002 022-221-2315 管

工事 ｻﾝｼﾝｺｳｷ ㈱三伸鋼機 川上 幸二 020-0143 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



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

工事 ｻﾝｾｲｺｳｼﾞｻｰﾋﾞｽ 三精工事サービス㈱ 東京支店 忠岡 功祐 116-0014 東京都荒川区東日暮里2-3-11 03-5604-5969 03-5604-5747 機

工事 ｻﾝｾｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 三精テクノロジーズ㈱ 仙台営業所 石田 貴裕 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-10-12 022-222-6707 022-222-6703 機

工事 ｻﾝｾｲﾄｿｳｺｳｷﾞｮｳ ㈲三盛塗装工業 三上 徳昭 020-0841 岩手県盛岡市羽場1-93 019-639-4930 019-639-4931 塗

工事 ｻﾝﾃｯｸ ㈱サンテック 東北支社 冨樫 秋広 983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代1-10-12 022-236-3191 022-231-8710 土電管鋼塗通消

工事 ｻﾝﾌﾟﾗﾝﾄ ㈱サンプラント 仙台支店 鈴木 幹也 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-5 022-263-2411 022-263-6946 管消

工事 ｻﾝﾌﾞﾘｯﾁﾄｳﾎｸ ㈲サンブリッチ東北 菊池 二三 024-0013 岩手県北上市藤沢7-195-1 0197-68-3860 0197-68-3865 土と

工事 ｻﾝﾘｸﾄﾞｹﾝ 三陸土建㈱ 木下 伸一 020-0122 岩手県盛岡市みたけ五丁目15番12号 019-646-5861 019-646-5862 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ｻﾝﾜｼﾔｯﾀｰｺｳｷﾞｮｳ 三和シャッター工業㈱ 東北事業部 新田 光春 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町1-1-45 022-236-6113 022-238-3818 建大屋タ鋼内具消

工事 ｻﾝﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 三和設備工業㈱ 佐々木 英樹 025-0061 岩手県花巻市本舘164番地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 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-225-8758 022-263-6965 電

工事 ｼﾞｴｲｴﾌｲｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ JFEエンジニアリング㈱ 東北支店 生田目 嘉洋 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 022-264-2411 022-221-4760 土建と屋電管タ鋼筋舗し塗内機通水清解

工事 ｼｵﾊﾏｺｳｷﾞｮｳ ㈱塩浜工業 東北営業所 第地 博行 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目1番12号 022-298-6027 022-298-6028 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶具水解

工事 ｼｽﾃﾑﾊｳｽｱｰﾙﾝﾄﾞｼｰ ㈱システムハウスアールアンドシー 東北支店 藤原 滋晃 983-0013 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

工事 ｼﾞｯｼｮｳ 實商㈱ 佐藤 髙夫 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-7-20 022-264-0577 022-264-0689 管

工事 ｼﾉﾑﾗｹﾝｾﾂ 篠村建設㈱ 篠村 光利 020-0142 岩手県盛岡市稲荷町9番6号 019-647-8811 019-647-8813 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内具水解

工事 ｼﾐｽﾞｹﾝｾﾂ 清水建設㈱ 東北支店 清水 康次郎 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-4-7 022-267-9103 022-263-7312 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶通園井具水消解

工事 ｼﾓﾀﾞﾃｹﾝｾﾂ 下舘建設㈱ 下舘 康見 028-0041 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 020-0874 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解

工事 ｼｮｳｴｲ 昭栄建設㈱ 武田　克彦 020-0125 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 ｼｮｳｴｲｼｮｳｼﾞ 松栄商事㈱ 佐藤 匡 020-0881 岩手県盛岡市天神町13-27 019-623-4364 019-624-4871 消

工事 ｼｮｳﾜｺﾝｸﾘｰﾄｺｳｷﾞｮｳ 昭和コンクリート工業㈱ 盛岡営業所 稲村 元 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16-21 019-623-5111 019-623-5112 土建と鋼園水解

工事 ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞｹﾝｾﾂ ショーボンド建設㈱ 北東北支店 塩野﨑　楠平 020-0122 岩手県盛岡市みたけ6-4-36 019-641-7335 019-641-7339 土建大とタ鋼筋舗塗防内水

工事 ｼﾗｶﾜﾌﾞﾀｲｷｺｳ 白川舞台機構㈱ 東北営業所 白川 正行 021-0864 岩手県一関市旭町4-1 0191-31-3080 0191-31-3085 電機

工事 ｼﾜｹﾝｾﾂ 紫波建設㈱ 髙橋 佑治 028-3303 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 ｼﾝｺｳﾃﾞﾝｷ 振興電気㈱ 東北支店盛岡営業所 西堀 修司 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-14-10 019-652-4331 019-652-4340 電通消

工事 ｼﾝｺｳﾃﾞﾝｷ 新興電気㈱ 谷上 健太 020-0133 岩手県盛岡市青山3-15-1 019-645-2222 019-645-2223 電通消

工事 ｼﾝｺｰﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱シンコーロードサービス 佐藤 清喜 029-0522 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 ｼﾝﾆｯﾎﾟﾝｸｳﾁｮｳ 新日本空調㈱ 東北支店 江連 康明 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 022-221-7551 022-214-2603 建電管消

工事 ｼﾝﾌｫﾆｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ シンフォニアエンジニアリング㈱ 東北営業所 大堀　和広 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-12 022-292-2341 022-292-2501 電

工事 ｼﾝﾒｲﾜｱｸｱﾃｸｻｰﾋﾞｽ 新明和アクアテクサービス㈱ 東北センター 竹内 大幸 983-0034 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 ｼﾝﾒｲﾜｺｳｷﾞｮｳ 新明和工業㈱ 流体事業部営業本部盛岡営業所鈴木　栄一 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-11-4 019-625-0040 019-625-5270 土建左と屋電管タ鋼板塗防内機通具水消清解

工事 ｼﾝﾘｮｳﾚｲﾈﾂ 新菱冷熱工業㈱ 東北支社 稲辺　一人 160-8510 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 022-262-4526 022-264-9557 土建と電管鋼内機通水消清

工事 ｽｲｷｼｮｳｼﾞ ㈱水機商事 村上 一德 020-0838 岩手県盛岡市津志田中央一丁目10番12号 019-639-0107 019-639-0109 土と管鋼舗し水

工事 ｽｲｷﾃｸﾉｽ ㈱水機テクノス 盛岡営業所 髙橋 健生 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通15-20 019-623-2205 019-653-8946 電機水

工事 ｽｲｺｳﾂｳｼﾝ ㈲水江通信 岩渕 圭 023-0831 岩手県奥州市水沢姉体町宇山居前2-7 0197-26-4641 0197-34-4330 通

工事 ｽｲﾄﾞｳｷｺｳ 水道機工㈱ 東北支店 細山 仁 980-0811 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 ｽｶﾞｺｳｷﾞｮｳ 須賀工業㈱ 東北支店 高橋 直樹 980-6009 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-266-4436 022-266-7254 建電管機消

工事 ｽｶﾞﾜﾗｺｳﾑｼｮ ㈱菅原工務所 菅原 祐子 023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字川原田52-1 0197-23-3672 0197-25-8144 土建塗



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

工事 ｽﾎﾟｰﾙﾃｸﾉﾜｺｳ ㈱スポーツテクノ和広 髙松 保雄 140-0013 東京都品川区南大井3-6-18 03-3762-8351 03-3762-9295 土建と舗園

工事 ｽﾐﾄﾓｼﾞｭｳｷｶｲｴﾝﾊﾞｲﾛﾒﾝﾄ 住友重機械エンバイロメント㈱ 東北支店 金澤 健次 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-16 022-262-2566 022-211-0904 土建と電管タ鋼塗防機水清解

工事 ｾｲｷﾄｳｷｭｳｺｳｷﾞｮｳ 世紀東急工業㈱ 岩手営業所 栗谷川 宏 020-0823 岩手県盛岡市門2-19-9 019-651-4012 019-651-7381 土建と石鋼舗塗園水解

工事 ｾｲｺｳﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ ㈱正興電機製作所 東北営業所 足利 幸三郎 981-1104 宮城県仙台市太白区中田3-7-47 022-398-5237 022-398-5238 電

工事 ｾｲｻﾝｹﾝｾﾂ 正三建設㈱ 佐々 克考 022-0211 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 ｾｲｿｳｾﾝﾀｰ ㈱清掃センター 笹垣 陽子 031-0072 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

工事 ｾｲｿｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ ㈱清掃テクノサービス 中嶋 満 031-0072 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 ｾｲﾌｸｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ ㈱盛福水道工業 福士 欽也 020-0131 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㈱ 東北支店 中村　永治 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通6-47 019-654-9031 019-654-1040 土建大と石屋電管タ鋼舗しガ塗防内機園具水解

工事 ｾｲﾜ ㈱成和 髙橋 省一 981-0201 宮城県宮城郡松島町竹谷字萱倉58番地 022-352-2756 022-352-2571 土と電管鋼塗機水

工事 ｾｲﾜｹﾝｾﾂ 成和建設㈱ 小田島 佐智子 025-0321 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水解

工事 ｾｷｽｲｶｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 積水化学工業㈱ 環境・ライフラインカンパニー東北支店佐藤 孔章 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-217-0610 022-217-0612 土建と石管鋼舗し塗内水

工事 ｾｺﾑ セコム㈱ 尾関 一郎 150-0001 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解

工事 ｾﾞﾆﾀｶｸﾞﾐ ㈱錢高組 東北支店 日野 健一 980-0811 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 ｾﾙｺ ｾﾙｺﾎｰﾑ㈱ 新本　恭雄 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉2-1-14 022-224-1111 022-265-8517 建大と内

工事 ｾﾝｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 仙建工業㈱ 盛岡支店 竹島 博昭 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通4番5号 019-653-1466 019-654-6959 土建大と管鋼舗し塗防内園具水解

工事 ｾﾝﾄﾗﾙｾﾂﾋﾞｷｷ ㈱セントラル設備機器 紺野 輝樹 023-0003 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 ﾀﾞｲｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 第一工業㈱ 東北支店 堂込 誠一 980-8640 宮城県仙台市青葉区片平1-5-20 022-264-2121 022-264-2473 建電管機消

工事 ﾀﾞｲｴｲ ㈱大永 上林 健司 020-0621 岩手県滝沢市大崎94-97 019-656-0531 019-656-0532 土と石鋼舗し園水

工事 ﾀﾞｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 大管工業㈱ 大坂 智 030-0933 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 ㈱ダイキアクシス 東北支店 横尾 純也 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1 022-256-6577 022-256-6588 土管機水

工事 ﾀｲｷｼｬ ㈱大氣社 加藤 考二           160-6129 東京都新宿区西新宿8-17-1                         03-3365-5320 03-5338-5277 建電管機消

工事 ﾀﾞｲｺｰ ダイコー㈱ 仙台営業所 山川 健二 983-0036 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-6-10 022-782-9393 022-235-6780 機

工事 ﾀﾞｲｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 大伸工業㈱ 猿舘 伸威 020-0834 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 ﾀｲｾｲｹﾝｾﾂ 大成建設㈱ 東北支店 西岡 巌 980-0811 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 ダイダン㈱ 盛岡営業所 城　健二 020-0032 岩手県盛岡市盛岡駅前通16-14 019-654-3023 019-654-5951 建電管機通水消

工事 ﾀﾞｲﾆｯﾎﾟﾝﾄﾞﾎﾞｸ 大日本土木㈱ 東北支店 須貝 圭二 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-4-18 022-222-2537 022-264-0916 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 ﾀｲﾍｲﾃﾞﾝｷ 太平電気㈱ 岩手支社 菅原　哲也 020-0005 岩手県盛岡市紅葉が丘1-34 019-662-6325 019-662-6327 電通消

工事 ﾀﾞｲﾎｳｹﾝｾﾂ 大豊建設㈱ 東北支店 浅田 潤一 980-0811 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解

工事 ﾀﾞｲﾜｴﾝｼﾞﾆﾔﾘﾝｸﾞ ㈱大和エンジニヤリング 仙台営業所 舞田 哲郎 984-0015 宮城県仙台市若林区卸町2-2-1 022-355-2046 022-355-2047 土鋼機水

工事 ﾀﾞｲﾜｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 大和造園土木㈱ 鎌田 定悦 025-0046 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 千葉 高稔 023-0831 岩手県奥州市水沢区姉体町石名坂17-1 0197-26-2737 0197-26-2738 土と石電管鋼舗塗通水消

工事 ﾀﾞｲﾜﾊｳｽｺｳｷﾞｮｳ 大和ハウス工業㈱ 北東北支社 三原 康展 020-0851 岩手県盛岡市向中野2-1-1 019-634-1110 019-634-1134 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 ﾀﾞｲﾜﾘｰｽ 大和リース㈱ 岩手支店 中井川 薫 020-0864 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 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町16-1 022-722-0216 022-722-0217 と鋼

工事 ﾀｶｻｺﾞﾈﾂｶﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 高砂熱学工業㈱ 北東北営業所 中川 修 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-7-1 019-624-6273 019-652-3806 建電管機通消

工事 ﾀｶｼﾝｺｳｷﾞｮｳ ㈱たかしん興業 髙橋 昭一 025-0042 岩手県花巻市円万寺字下堰田18 0198-28-2670 0198-28-2022 土と石鋼舗し塗水解

工事 ﾀｶｾﾂ ㈱ 高設 髙橋 正明 020-0143 岩手県盛岡市上厨川字横長根10番地 019-645-4286 019-645-1980 土と管水



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

工事 ﾀｶｿｳｹﾝｾﾂ 髙惣建設㈱ 髙橋 健二 023-0829 岩手県奥州市水沢花園町1-1-7 0197-22-3111 0197-22-3120 土建大左と石屋管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾀｶﾊﾀﾃﾞﾝｷ 高畑電機㈱ 渡辺 彦之 028-0053 岩手県久慈市田高1-38 0194-52-0321 0194-53-3483 電機通消

工事 ﾀｶﾐﾂｹﾝｾﾂ ㈱高光建設 佐藤 万寿美 020-0125 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 020-0866 岩手県盛岡市本宮五丁目5番5号 019-659-2811 019-658-8811 土建大と屋電管タ鋼舗し内園水解

工事 ﾀｷﾀﾔ ㈱瀧田屋 滝田 吉郎 025-0082 岩手県花巻市御田屋町4-40 0198-22-2030 0198-22-2032 土と塗防

工事 ﾀｸｾｲｻｸｼｮ ㈱多久製作所 東北グループ 河井 泰晴 984-0032 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 ㈱竹中土木 東北支店 毛利　祐二 136-8570 宮城県仙台市青葉区国分町3-4-33 022-221-7681 022-267-3059 土建大と石屋電管タ鋼舗し内園水解

工事 ﾀｹﾅｶｺｳﾑﾃﾝ ㈱竹中工務店 東北支店 鈴木 一巳 980-0803 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機絶園具水消

工事 ﾀﾃｻﾜﾃﾞﾝｷ 舘沢電気㈱ 川村 茂光 020-0839 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 020-0866 岩手県盛岡市本宮4-22-6 019-636-2951 019-636-2954 建大屋管タ鋼内

工事 ﾀﾝｾｲｼｬ ㈱丹青社 高橋 貴志 108-8220 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 ﾀﾝﾉｸﾞﾐ ㈱丹野組 丹野 明法 028-6101 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 ﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 千田工業㈱ 千田 弘美 024-0063 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 ﾁｭｳｵｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱中央コーポレーション 佐々木 史昭 025-0003 岩手県花巻市東宮野目第11地割5番地 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 ㈱中央ボーリング 鎌田 憲幸 025-0055 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 104-0053 宮城県仙台市青葉区本町1-11-2 022-227-9267 022-223-0316 機水

工事 ﾃｨｰｴｽﾋﾞｰﾀｲﾖｳ                                       ＴＳＰ太陽㈱ 能村 祐己 153-0043 東京都目黒区東山1-17-16 03-3719-3721 03-3791-0953 建と屋鋼舗内園解

工事 ﾃｨﾃｲｹｲ ㈱TTK 五十嵐 克彦 984-8558 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 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-8-1 022-222-5726 022-262-1442 建電管機水消

工事 ﾃｽｺ テスコ㈱ 髙橋　久治 101-0065 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 ﾃｯｹﾝｹﾝｾﾂ 鉄建建設㈱ 東北支店 猪塚　武志 980-8401 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園水解

工事 ﾃﾗ ㈱テラ 三浦 貞一 028-0503 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 025-0036 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 025-0084 岩手県花巻市桜町一丁目417番地 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 宮内　洋 980-0802 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 ﾃﾞﾝｷﾞｮｳｼｬｷｶｲｾｲｻｸｼｮ                                 ㈱電業社機械製作所 東北支店 伊藤 誠剛 983-0852 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 ﾃﾞﾝﾕｳｼﾔ ㈱電友社 後藤 竜嘉 023-0841 岩手県奥州市水沢真城字北下田70-2 0197-26-5121 0197-26-5130 電通消

工事 ﾄｲｼﾀｹﾝｾﾂ 樋下建設㈱ 樋下　光 020-0051 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筋しガ塗防内水解

工事 ﾄｳｱｸﾞﾗｳｺｳｷﾞｮｳ                                     東亜グラウト工業㈱ 東北支店 曽根 正人 983-0035 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 ﾄｳｱｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東亜建設工業㈱ 東北支店 後藤 良平 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-8-13 022-262-6511 022-261-1338 土建と石電管タ鋼舗し塗園水解

工事 ﾄｳｲﾁｺｳｷﾞｮｳ ㈱東一興業 西原 一登 989-3201 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 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町2丁目2番3号 022-264-3128 022-264-3129 土と鋼塗水

工事 ﾄｳｶｲﾃﾞﾝｷﾞｮｳ 東海電業㈱ 佐々木 勝 027-0036 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 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 022-225-5101 022-225-5103 建大と屋タ鋼内解

工事 ﾄｳｷｭｳｹﾝｾﾂ 東急建設㈱ 東北支店 菊池 智彦 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 022-217-9625 022-217-9654 土建大と石屋電管タ鋼舗し塗防内機通園水解

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ズ㈱ 東北支社 平 幸夫 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町二丁目1番29号 022-264-7531 022-264-7496 電管機通水

工事 ﾄｳｼﾊﾞｴﾚべｰﾀ                                        東芝エレベータ㈱ 東北支社 石田 竜治 983-0852 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ｼｽﾃﾑ 東芝プラントシステム㈱ 東北支社 竹中 淳悦 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 022-264-7498 022-264-7500 土建と電管鋼塗防内機絶通消解



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

工事 ﾄｳｼﾊﾞﾗｲﾃｯｸ                                         東芝ライテック㈱ 東北システム営業所 高橋 貴浩 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町2-2-2 022-264-7261 022-263-7660 電

工事 ﾄｳｼｮｳｹﾝｾﾂ 東照建設㈱ 長瀬 史生 020-0839 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 ﾄｳｽｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈲東水エンジニアリング 阿久津 志郎 020-0403 岩手県盛岡市乙部14-75-1 019-675-1171 019-675-1177 管機

工事 ﾄｳﾃﾂｺｳｷﾞｮｳ 東鉄工業㈱ 盛岡営業所 山本 昌弘 020-0021 岩手県盛岡市中央通3丁目3番2号 019-613-3496 019-613-3497 土建と電管鋼舗塗園水

工事 ﾄｳﾎｸｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄﾂｳｼﾝ 東北インテリジェント通信㈱ 斎藤　恭一 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-7-1 022-799-4201 022-799-4205 通

工事 ﾄｳﾎｸｷｽｲ ㈱東北機水 目黒 圭一 984-0013 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 020-0866 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 ﾄｳﾎｸﾀｰﾎﾞｺｳｷﾞｮｳ ㈱東北ターボ工業 生内 一晶 020-0051 岩手県盛岡市下太田田中1番地2 019-658-1113 019-673-8215 土建大と電管舗し塗防内水解

工事 ﾄｳﾎｸﾀｲｲｸｼｾﾂ 東北体育施設 畠山 武美 020-0114 岩手県盛岡市高松1-9-50 019-681-3027 019-681-3028 土建と内

工事 ﾄｳﾎｸﾃﾞﾝﾜ 東北電話㈱ 木村 邦寿 020-0839 岩手県盛岡市津志田町2-8-45 019-637-2205 019-638-8104 電通

工事 ﾄｳﾎｸﾄｯｷｻｰﾋﾞｽ 東北特機サービス㈱ 山口 昌宏 984-0042 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 ﾄｳﾎｸﾈｯﾄｺｳｷﾞｮｳ ㈱東北ネット工業 髙橋 宇宙 023-0003 岩手県奥州市水沢佐倉河字西舘145番地1 0197-24-9860 0197-22-4798 土と舗園水

工事 ﾄｳﾎｸﾌｼﾞﾖｼｺｳｷﾞｮｳ 東北藤吉工業㈱ 木村 文泰 984-0037 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 ﾄｳﾎｸﾌﾞﾀｲｺｳｷﾞｮｳ ㈱東北舞台工業 関本 隆 989-3124 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 東北ボーリング㈱ 岩手営業所 芳田 英昭 021-0053 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 020-0402 岩手県盛岡市黒川22地割77番地 019-696-5656 019-696-6658 管

工事 ﾄｳﾖｳ ㈱東洋電設 岩手営業所 山部　智幸 039-1164 岩手県滝沢市牧野林1048-8 0178-28-6284 0178-28-6319 電機

工事 ﾄｳﾖｳｹﾝｾﾂ 東洋建設㈱ 東北支店 田中 啓之 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-222-2281 022-265-1029 土建大と石電管鋼舗し塗内園水解

工事 ﾄｳﾜｽﾎﾟｰﾂｼｾﾂ                                        東和スポーツ施設㈱ 川谷 真輝 606-8284 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 110-0016 東京都台東区台東1-19-2 03-5817-2031 03-5817-2033 土管機水

工事 ﾄｰﾀﾙﾒﾃﾞｨｱｶｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｮ                               ㈱トータルメディア開発研究所 山村 健一郎 102-0094 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 ﾄｵﾉｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 遠野建設工業㈱ 阿部 則勝 028-0541 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 ﾄｵﾉｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 遠野水道工業㈱ 住吉谷 弘満 028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩10-41-6 0198-62-3739 0198-62-0491 土と管水消

工事 ﾄｵﾉﾆｲﾀｶﾃﾞﾝｷ 遠野新高電気㈱ 岩間 信輝 028-0542 岩手県遠野市早瀬町4-1-10 0198-62-2447 0198-62-2444 電通

工事 ﾄﾞｰﾋﾟｰｹﾝｾｯｺｳｷﾞｮｳ ドーピー建設工業㈱ 東北支店 澁谷 仁 980-0811 宮城県仙台市青葉区春日町7-32 022-225-4756 022-265-7356 土と鋼舗水解

工事 ﾄﾀﾞｹﾝｾﾂ 戸田建設㈱ 東北支店 曽根原 努 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-3-22 022-222-1273 022-261-5826 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶通園具水消清解

工事 ﾄﾋﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 飛島建設㈱ 東北支店 武氣 士郎 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木1丁目1番53号 022-275-9954 022-275-5374 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 ﾄﾐｵｶﾃｯｺｳｼｮ ㈱富岡鉄工所 冨岡 靖博 028-3307 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 ﾄﾓｴｺｳｷﾞｮｳ 巴工業㈱ 仙台営業所 篠田 聡 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-8-15 022-223-4711 022-223-0534 管機水

工事 ﾄﾖｼﾏｹﾝｾﾂ 豊島建設㈱ 紀室 裕哉 022-0002 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 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-17-10 019-604-7511 019-604-7513 電管機

工事 ﾄﾗヴｨｽ ㈱トラヴィス 鈴木 雅博 020-0846 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 ドリコ㈱ 東北支店 長谷川 雄太 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町12-30 022-748-4028 022-748-4029 土建と電管機井水

工事 ﾄﾘｼﾏｾｲｻｸｼｮ ㈱酉島製作所 仙台支店 牧野 博隆 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-223-3971 022-261-1782 機

工事 ﾅｶｶﾒｹﾝｾﾂ 中亀建設㈱ 小林 隆男 020-0851 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 027-0202 岩手県宮古市赤前1-28 0193-67-3638 0193-67-3528 土建と鋼舗し水解

工事 ﾅｶﾞｻﾜｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ ㈱永沢水道工業 永澤 光宏 021-0821 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 ﾅｶﾀﾞﾃｹﾝｾﾂ ㈱中舘建設 中舘 眞 028-6104 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



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

工事 ﾅｶﾆｼｾｲｻｸｼｮ ㈱中西製作所 東北支店 石川 真吾 983-0828 宮城県仙台市宮城野区岩切分台1-8-9 022-352-0651 022-352-0652 管

工事 ﾅｶﾑﾗｹﾝｾﾂ ㈱中村建設 中村 和芳 020-0553 岩手県岩手郡雫石町下曽根田69番地 019-691-1100 019-691-1102 土建大と石屋管タ鋼舗し塗内園水解

工事 ﾅｶﾑﾗﾋﾛｻｷ 中村弘前㈱ 櫻田 正明 036-8072 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 ㈱ナガワ 仙台支店 車田 聡 980-0811 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管電解

工事 ﾅｼｹﾝｾﾂ 梨子建設㈱ 梨子 洋和 020-0114 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 ﾅｼｮﾅﾙｴﾚﾍﾞｰﾀｰｺｳｷﾞｮｳ ナショナルエレベーター工業㈱ 大場 秀兵 989-3124 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 104-8530 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板塗内機絶通具

工事 ﾅﾝﾌﾞﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞ 南部電気工事㈱ 太田 喜直 024-0052 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㈱ 髙橋 德好 025-0092 岩手県花巻市大通り1-4-15 0198-23-5211 0198-22-4186 電通

工事 ﾆｼﾀﾞﾃｯｺｳ 西田鉄工㈱ 仙台支店 髙野　信雄 980-0802 宮城県仙台市青葉区二目町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 982-0012 宮城県仙台市太白区長町南3-37-13 022-208-8521 022-208-8524 土管機水清

工事 ﾆｼﾏﾂｹﾝｾﾂ                                          西松建設㈱ 北日本支社 濵﨑 伸介 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町2-8-33 022-261-811 022-211-4098 土建大左と石屋電管タ鋼舗し塗防内園水解

工事 ﾆｯｺｳﾂｳｼﾝ 日興通信㈱ 岩手支店 郡司 勝明 020-0132 岩手県盛岡市西青山2-2-5 019-643-2515 019-643-2516 電通消

工事 ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞ 日新設備㈱ 岩手営業所 竹澤 寛 024-0032 岩手県北上市川岸3-21-41 0197-63-7128 0197-63-7129 建管消

工事 ﾆｯｼﾝﾃﾞﾝｷ                                           日新電機㈱ 東北支店 桑嶋 敬一 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 022-221-6516 022-225-5473 電

工事 ﾆｯｾｲﾋﾞﾙﾄﾞｺｳｷﾞｮｳ                                    日成ビルド工業㈱ 岩手支店 岳 義和 020-0021 岩手県盛岡市中央通2-2-5 019-606-1300 019-606-1301 建大左と屋タ筋板ガ塗防内絶具解

工事 ﾆｯﾀｺｳﾑﾃﾝ ㈱仁田工務店 長嶌 大輔 021-0883 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 ﾆｯﾃﾂｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 日鉄エンジニアリング㈱ 石倭 行人 141-8604 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
ﾆｯﾃﾂｶﾝｷｮｳｴﾈﾙｷﾞｰｿ
ﾘｭｰｼｮﾝ

日鉄環境エネルギーソリューション㈱ 織田　和之 804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原46-59 093-588-7361 093-588-7431 電機清

工事 ﾆｯﾃﾂﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝｱﾝﾄﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 日鉄パイプライン&エンジニアリング㈱ 元内 利文 141-0032 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 530-0028 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 日東イシダ㈱ 気仙沼営業所 小野寺 洋平 988-0042 宮城県気仙沼市本郷13-10 0226-21-1116 0226-21-1117 機

工事 ﾆｯﾄｳｶｾﾝｺｳｷﾞｮｳ 日東河川工業㈱ 東北営業所 阿部 純 980-0804 宮城県仙台市青葉区一番町1-16-23 022-225-6366 022-268-1662 土鋼塗機水

工事 ﾆｯﾄｳｺｳｴ                                       日東工営㈱ 東北支店 櫻井 英之 980-0811 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 ﾆｯﾄｳﾂｳｼﾝ 日東通信㈱ 岩手支店 細川 直大 020-0853 岩手県盛岡市下飯岡21-61-2 019-632-2100 019-632-2103 電通消

工事 ﾆｯﾄｸｹﾝｾﾂ 日特建設㈱ 盛岡営業所 藤井 裕二 020-0021 岩手県盛岡市中央通2-8-5 019-606-6120 019-606-6122 土建大と石屋電管タ鋼舗し塗防内園井水解

工事 ﾆｯﾎﾟﾝｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ 日本オーチス・エレベータ㈱ 東北支店 櫻井 壮一 980-0811 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 984-0075 宮城県仙台市若林区清水小路8-36 022-723-2168 022-227-2228 土建と電管鋼舗ガ塗防内通水解

工事 ﾆｯﾎﾟﾝｼﾔﾘｮｳｾｲｿﾞｳ 日本車輌製造㈱ 輸機・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 984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 022-288-2538 022-288-2539 土建と電鋼塗機

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾃｯﾄｳｺｳｷﾞﾖｳ                                      日本鉄塔工業㈱ 仙台営業所 菅原 壮 980-0811 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 筒井　滋 020-0021 岩手県盛岡市中央通二丁目2番5号 019-651-4344 019-652-0362 建電内通

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 日本電設工業㈱ 盛岡支社 間山 敏秀 020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-5 019-613-6141 019-613-6147 土と電管鋼塗通消解

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾟｰｴｽ ㈱日本ピーエス 岩手営業所 桐野 敬 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通7番17号 019-681-4275 019-681-4276 土建と鋼舗園水解

工事 ﾆｯﾎﾟﾝﾋﾞﾙｺﾝ 日本ビルコン㈱ 東日本事業本部北東北支社工藤 亘 020-0852 岩手県盛岡市飯岡新田6地割14-1 019-639-8200 019-637-5800 電管機消

工事 ﾆﾎﾝｷｿｷﾞｼﾞｭﾂ 日本基礎技術㈱ 盛岡営業所 佐々木 仁 020-0045 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 210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町1-2 044-222-5555 044-222-5556 土防水機

工事 ﾆﾎﾝｺｸﾄﾞｶｲﾊﾂ 日本国土開発㈱ 盛岡営業所 高橋 淳徳 020-0022 岩手県盛岡市大通3-7-1 019-651-3236 019-651-3226 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園井具水解

工事 ﾆﾎﾝｼﾞﾄﾞｳｷｺｳ 日本自動機工㈱ 東北支店 三品 敦 981-3125 宮城県仙台市泉区みずほ台11-3 022-375-3855 022-375-3859 土鋼機水



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

工事 ﾆﾎﾝｼﾞｭｳﾀｸ 日本住宅㈱ 滝村 照男 020-0838 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 ﾆﾎﾝﾀｲｲｸｼｾﾂ 日本体育施設㈱ 北日本支店 国分 亨 981-3125 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 990-2313 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 日本ファブテック㈱ 仙台営業所 三国 哲 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町二丁目14-24 022-223-9088 022-265-4153 土建と鋼解

工事 ﾆﾎﾝﾌｨｰﾙﾄﾞｼｽﾃﾑ 日本フィールドシステム㈱ 東北支店 菊池 敦弘 020-0839 岩手県盛岡市津志田南3-8-8 019-681-2155 019-639-0630 土と舗園

工事 ﾆﾎﾝﾑｾﾝ 日本無線㈱ 岩手営業所 安達　慶治 020-0023 岩手県盛岡市内丸16-15 019-654-3288 019-622-4679 電通

工事 ﾆﾎﾝﾘｰﾃｯｸ 日本リーテック㈱                              東北ビルインフラ支社 桜井 利春 983-0828 宮城県仙台市宮城野区岩切分台一丁目8番地の6 022-369-4570 022-369-4571 電通消

工事 ﾉﾊﾞｯｸ ㈱ノバック 盛岡営業所 岡田 文泰 020-0866 岩手県盛岡市本宮6-12-12 019-656-6413 019-656-6414 土建と電管鋼舗し園水解

工事 ﾉﾑﾗｺｳｹﾞｲｼｬ ㈱乃村工藝社 榎本 修次 135-8622 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 ㈱バウハウス 和久石 清孝 020-0143 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 980-0822 岩手県盛岡市中ノ橋通2-7-42 019-681-2041 019-681-2041 土建大と鋼舗し内園水解

工事 ﾊｾｶﾞﾜﾀｲｲｸｼｾﾂ 長谷川体育施設㈱ 岩手営業所 中桐　一成 020-0122 岩手県盛岡市みたけ5-7-47 019-643-8709 019-643-8719 土と舗

工事 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾙｴｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ パナソニックＬＳエンジニアリング㈱ 北海道・東北支店 菊森 慎吾 980-0811 宮城県仙台市青葉区本町2-4-6 022-225-5819 022-268-5713 建電内通消

工事 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｻｷｼｽﾃﾑｽﾞｶﾌﾞｼｷｶｲｼﾔ                              パナソニック産機システムズ㈱ 東北支店 細田 正 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3-8-3 022-739-7534 022-346-8534 電管

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 パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱ 東日本社 岩田 一宏 980-0811 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 ﾊﾑｼｽﾃﾑｼｮｳﾅｲ ㈱ハムシステム庄内 岩手営業所 成澤 茂 021-0041 岩手県一関市赤荻字滝田116番地6 0191-48-4772 0191-48-5827 通

工事 ﾋﾟｰｴｽﾐﾂﾋﾞｼ ㈱ピーエス三菱 盛岡営業所 千田 幹雄 020-0864 岩手県盛岡市西仙北1-20-28 019-656-5126 019-656-5127 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 ﾋｶﾞｼﾆｯﾎﾟﾝﾃﾞﾝｼﾝﾃﾞﾝﾜ 東日本電信電話㈱ 岩手支店 片岡　千夏 020-0021 岩手県盛岡市中央通1-2-2 019-603-8039 019-604-8178 通

工事 ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝｺﾝｸﾘｰﾄ 東日本コンクリート㈱ 盛岡営業所 立石 清光 020-0033 岩手県盛岡市盛岡駅前北通4-5 019-622-4811 019-652-2537 土建と鋼筋舗塗水解

工事 ﾋｶﾞｼﾉｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 東野建設工業㈱ 東野 久晃 020-0807 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解

工事 ﾋﾀﾁｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ ㈱日立インダストリアルプロダクツ 北部支店 佐藤 文行 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目1番25号 022-223-0795 022-224-0605 土電管機通水

工事 ﾋﾀﾁｾｲｻｸｼｮ ㈱日立製作所 東北支社 成田 新 980-8531 宮城県仙台市青葉区一番町4-1-25 022-223-2603 022-223-7648 土建電管タ鋼内機絶通具水消清

工事 ﾋﾀﾁｿﾞｳｾﾝ 日立造船㈱ 東北支社 伊東 孝郎 980-0021 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 ﾋﾀﾁﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ ㈱日立ビルシステム 東日本支社 柾谷 隆一 980-0811 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 ﾋﾀﾁﾌﾟﾗﾝﾄｻｰﾋﾞｽ ㈱日立プラントサービス 東北支店 坂本 晃 980-6008 宮城県仙台市青葉区中央4-6-1 022-263-3261 022-227-3539 土建電管鋼塗機絶通水消解

工事 ﾋﾋﾞﾔｿｳｺﾞｳｾﾂﾋﾞ 日比谷総合設備㈱ 東北支店 山崎 和人 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-8 022-297-5825 022-293-1771 土建と電管舗通水消

工事 ﾋｮｳｼﾞﾄｳ 表示灯㈱ 盛岡支店 佐藤　博之 450-0002 岩手県盛岡市盛岡駅前通1-41 019-654-2611 019-654-4505 建大と屋電タ鋼内

工事 ﾋﾗﾉｸﾞﾐ ㈱平野組 須田　光宏 021-8555 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 ﾋﾗﾔﾏｺｳｷﾞｮｳｼｮ ㈱平山工業所 平山 知典 028-0541 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 ﾌｸﾀﾞｸﾞﾐ ㈱福田組 盛岡営業所 菊池 孝 020-0884 岩手県盛岡市神明町6-6 019-681-6836 019-681-6846 土建大と石屋電管タ鋼舗し防内園水

工事 ﾌｼﾞｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ ㈱富士グリーンテック 東北営業所 眞籠 正一 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-20 022-738-9073 022-738-9078 土と石鋼舗し塗園水

工事 ﾌｼﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ                                      富士建設工業㈱ 鳴海 利彦 950-3102 新潟県新潟市北区島見町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 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 022-281-9031 022-281-9032 土建と石電管タ鋼舗し塗防内園水解

工事 ﾌｼﾞｺｳｷﾞｮｳ 富士工業㈱ 大沢 創一 174-0065 東京都板橋区若木1-26-13 03-3931-1501 03-3931-1503 電機

工事 ﾌｼﾞｽｲｺｳｷﾞｮｳ 富士水工業㈱ 菅原 浩幸 020-0122 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 ㈱フジタ 東北支店 下田平 滋 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目7-33 022-794-8809 022-794-8954 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶園具水解

工事 ﾌｼﾞﾂｳｾﾞﾈﾗﾙ ㈱富士通ゼネラル 東北情報通信ネットワーク営業部掘下 裕司 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町3-5-5 022-239-5171 022-239-5105 管通

工事 ﾌｼﾞﾃｯｸ フジテック㈱ 東北支店 児玉 健二 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-222-0271 022-222-0290 機



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

工事 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷ 富士電機㈱ 東北支社 平木 譲 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 022-225-5351 022-225-5368 土建大左と石屋電管タ鋼筋板ガ塗防内機絶通具水消清解

工事 ﾌｼﾞﾃﾞﾝｷﾞｮｳｼﾔ ㈱富士電業社 尾形 仁徳 020-0851 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 ﾌｼﾞﾋﾟｰ･ｴｽ ㈱富士ピー・エス 岩手営業所 早田 和史 020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目17-12-105 019-604-2020 019-604-2021 土建と鋼舗塗防園水

工事 ﾌｼﾞﾌﾙｶﾜｲｰｱﾝﾄﾞｼｰ 富士古河Ｅ＆Ｃ㈱ 北東北営業所 奥岸 忠浩 024-0051 岩手県北上市相去町丙午351-1 0197-67-6712 0197-67-6714 電管通

工事 ﾌｼﾞﾑﾗｼｮｳｶｲ ㈱藤村商会 藤村 茂生 020-0891 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 ﾌｿｳ ㈱フソウ 東北支店 伊藤 祥臣 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1 022-222-9613 022-265-3709 土建電管鋼し機水

工事 ﾌｿｳﾃﾞﾝﾂｳ 扶桑電通㈱ 盛岡営業所 照井 一成 020-0021 岩手県盛岡市中央通3-1-2 019-654-2181 019-625-5701 電通

工事 ﾌﾀﾊﾞｾﾂﾋﾞｱﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱双葉設備アンドサービス 小笠原 敏之 020-0122 岩手県盛岡市みたけ3-7-37 019-641-2281 019-641-2342 土管

工事 ﾌﾄﾞｳﾃﾄﾗ ㈱不動テトラ 盛岡営業所 権代 明人 020-0026 岩手県盛岡市開運橋通1-1 019-652-5010 019-652-5613 土建大と石屋電管タ鋼舗し塗防内園水解

工事 ﾌﾙｶﾜｻﾝｷｼｽﾃﾑｽﾞ 古河産機システムズ㈱ 東北支店 石関 弘年 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 022-221-3532 022-223-3243 土建と電管タ鋼板塗機園水清解

工事 ﾌﾙﾃｯｸ フルテック㈱ 盛岡支店 高坂 健 020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原80番地13 019-613-5221 019-613-5221 具

工事 ﾍｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 平成工業㈲ 安部 時雄 028-0555 岩手県遠野市土淵町土淵8-49-1 0198-62-7188 0198-62-3135 土と

工事 ﾍﾞﾙﾃｸﾉ                                           ㈱ベルテクノ 鈴木 洋 460-0003 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 030-0852 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 ﾎｸｾｲｹﾝｾﾂ 北星建設㈱ 本野 雅道 020-0832 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 ﾎｸﾄｳﾁｼﾂﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ㈱北東地質ボーリング 伊藤 久 028-7111 岩手県八幡平市大更24-67-4 0195-76-4749 0195-76-4416 井

工事 ﾎｿｶﾜ ㈱ホソカワ 細川 龍 023-0831 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 ﾎｯｶｲﾄﾞﾎﾞｸｺｳｷﾞｮｳ 北海土木工業㈱ 東北支店 並岡 保男 020-0063 岩手県盛岡市材木町2-26 019-653-1195 019-653-1196 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機通園具水消清

工事 ﾎﾝﾏｸﾞﾐ ㈱本間組 岩手営業所 熊谷 健 027-0025 岩手県宮古市実田2-6-5 0193-62-6478 0193-62-6446 土建大と石屋電管タ鋼舗し防内園水解

工事 ﾏｴｶﾜｾｲｻｸｼｮ ㈱前川製作所 前川 真 135-8482 東京都江東区牡丹3-14-15 03-3642-8181 03-3643-7094 建電管機絶

工事 ﾏｴｻﾞﾜｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 津島 正範 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡3-4-1 022-298-7624 022-298-7625 土電管鋼し機水

工事 ﾏｴｻﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 前澤工業㈱ 東北支店 清水 竜一 983-0852 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 ﾏｴﾀﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 前田建設工業㈱ 東北支店 東海林 茂美 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町4-11 022-225-8326 022-221-1680 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水清解

工事 ﾏｴﾀｾｲｶﾝ                                           前田製管㈱ 岩手支店 鈴木 道則 023-0003 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 ﾏｽﾌﾟﾛﾃﾞﾝｺｳ マスプロ電工㈱ 盛岡営業所 萩原 良則 020-0122 岩手県盛岡市みたけ6丁目15-16 019-641-1500 019-641-7805 電通消

工事 ﾏﾂｲｹﾝｾﾂ                                           松井建設㈱ 東北支店 金子 勇 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-1-1 022-263-1521 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 028-0521 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 530-8588 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 ﾏﾂﾑﾗﾃﾞﾝｷｾｲｻｸｼｮ ㈱松村電機製作所 盛岡営業所 土田 浩二 020-0021 岩手県盛岡市中央通1-9-11 019-656-1588 019-656-1589 電機

工事 ﾏﾘﾝﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ ㈱マリンテクノサービス 佐々木 正人 981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央1-6-15 022-771-2361 022-771-2366 通

工事 ﾏﾙｲﾎｿｳ ㈱マルイ舗装 及川 伊太郎 027-0096 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 ﾏﾙｴｽｺｳｷﾞｮｳ マルエス工業㈱ 宍田 利成 020-0846 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 ﾏﾙｷｮｳｹﾝｾﾂ 丸協建設㈱ 三浦 國彦 029-4207 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 ﾏﾙｼﾏｱｸｱｼｽﾃﾑ ㈱丸島アクアシステム 盛岡営業所 平澤 基治 020-0024 岩手県盛岡市菜園1-3-6 019-601-9740 019-601-9741 土管鋼機園水

工事 ﾏﾙｼﾏｻﾝｷﾞｮｳ 丸島産業㈱ 服部 勝哉 540-0012 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 024-0004 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 ﾏﾙﾀﾆｼｮｳｼﾞ ㈲まるたに商事 谷澤 俊宏 028-1115 岩手県上閉伊郡大槌町上町2-12 0193-42-3626 0193-42-3673 土建大左と石屋管タ鋼筋板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾏﾙﾏｻ ㈱丸政 佐藤 恒夫 023-0841 岩手県奥州市水沢真城字幅下11番地の1 0197-24-1307 0197-24-1306 土建と石管タ水



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

工事 ﾏﾙﾓﾂｳｼﾝ ㈱マルモ通信 仲口 眞二 020-0823 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 023-1101 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 宮村 健人 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町3-10 022-263-0221 022-263-0225 電機

工事 ﾐｿﾞﾀ ㈱ミゾタ 仙台支店 角田 光男 980-0802 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 ㈱みちのくクボタ 荻野 伸充 025-0003 岩手県花巻市東宮野目13-9 0198-23-5321 0198-22-2104 土建大左と石屋管タ鋼筋板ガ塗防内機具水

工事 ﾐﾁﾉｸﾘｱﾗｲｽﾞ ㈱みちのくリアライズ 山科 昭次 020-0838 岩手県盛岡市津志田中央2-3-33 019-614-9888 019-614-9889 土と

工事 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂ 三井住友建設㈱ 東北支店 加茂 裕之 980-0811 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-14 022-225-6777 022-225-6762 土建大左と石屋電管タ鋼舗し板ガ塗防内絶園具水消解

工事 ﾐﾂｲｽﾐﾄﾓｹﾝｾﾂﾃﾂｺｳｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ 東北営業所 芦田　隆 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2-7-17 022-262-3066 022-262-3077 土建と鋼舗し塗

工事 ﾐﾂﾋﾞｼｶｺｳｷ 三菱化工機㈱ 東北営業所 赤石 博史 980-0811 宮城県仙台市青葉区花京院2-1-61 022-208-8990 022-745-2385 土建電管タ鋼し塗機水清

工事 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷ                                          三菱電機㈱ 東北支社 谷口　実 980-0013 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 ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ                               三菱電機ビルテクノサービス㈱ 東北支社 鎌野 浩通 980-0013 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 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ 東日本本部東北支社 根本 修 980-0811 宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 022-216-4700 022-224-2364 電管機通

工事 ﾐﾅﾐ ㈱ミナミ 南 由香 028-6221 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 028-6221 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 ﾐﾔｷﾞｳﾌ 宮城相扶㈱ 鈴木 泰弘 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町27-21 022-265-2835 022-261-2595 建大左と石屋電タ鋼筋板ガ塗防内絶具

工事 ﾐﾔｷﾞｹﾝｾﾂ 宮城建設㈱ 菅原 博之 028-0023 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 ﾐﾔｷﾞﾔﾝﾏｰ                                           宮城ヤンマー㈱ 盛岡支店 阿部 達矢 020-0835 岩手県盛岡市津志田27-1-1 019-601-7521 019-601-7528 電

工事 ﾐﾔﾁﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ                               宮地エンジニアリング㈱                         永山 弘久           103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-19                        03-3639-2111 03-3639-2279 土建と鋼舗塗水解

工事 ﾐﾔｯｸｽ                                             ㈱ミヤックス 髙橋 蔵人           981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡一丁目1番地の3                      022-777-5888 022-777-6888 土建と内具

工事 ﾐﾔﾋﾞ MIYABI㈱ 佐藤 雅哉 028-1321 岩手県下閉伊郡山田町山田20-50-4 0193-82-6334 0193-77-5303 土建大と石屋タ鋼舗し内水

工事 ﾐﾔﾓﾄﾖｳｷﾞｮｳｼｮ                                       ㈱宮本工業所 宮本 芳樹 930-8512 富山県富山市奥田新町12-3 076-441-6645 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 027-0053 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 ﾐﾜﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 美和電気工業㈱ 北東北支店 伊藤 祐喜 020-0051 岩手県盛岡市下太田沢田73-20 019-619-8895 019-619-8898 電機通

工事 ﾑﾂﾐｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ むつみ造園土木㈱ 岩手営業所 藤原 光 028-3308 岩手県紫波郡紫波町平沢字長尾沢40-2 019-676-4488 019-676-4431 土建大と石タ鋼舗し内園水解

工事 ﾑﾗｶﾐﾚｲﾄｳｸｳﾁｮｳｾﾂﾋﾞ ㈱村上冷凍空調設備 村上 和典 029-2205 岩手県陸前高田市高田町字馬場前9-1 0192-54-4455 0192-55-4145 電管

工事 ﾑﾗﾓﾄｹﾝｾﾂ 村本建設㈱ 盛岡営業所 稲垣 克昌 020-0032 岩手県盛岡市夕顔瀬町19-19 019-681-7640 019-681-7641 土建大と石屋電管タ鋼舗し内園

工事 ﾑﾗﾔﾏﾃﾞﾝｷｼｮｳｶｲ ㈱村山電機商会 村山 利一 027-0051 岩手県宮古市南町15-15 0193-62-6159 0193-64-0236 電通消

工事 ﾒｲﾃﾞﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱明電エンジニアリング 盛岡営業所 坂田 清 020-0866 岩手県盛岡市本宮4-1-10 019-656-5282 019-635-1135 電機通

工事 ﾒｲﾃﾞﾝｼｬ                                           ㈱明電舎 盛岡営業所 橘内　雄一 020-0021 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 022-0002 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

工事 ﾒｸﾞﾐ ㈱メグミ 菊地 国明 020-0125 岩手県盛岡市上堂4-11-29 019-641-3095 019-641-5504 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

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 980-0811 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 ﾓﾘｵｶﾆｯﾀﾝ 盛岡ニッタン㈱ 齊藤 久昭 020-0141 岩手県盛岡市中屋敷町3-27 019-641-1745 019-641-9958 通消

工事 ﾓﾘﾀﾃｯｺｳｼｮ ㈱森田鉄工所 東京営業支店 髙品　祥一 101-0032 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 ﾓﾘﾏﾂｺｳｷﾞｮｳ 森松工業㈱ 東北営業所 山本 淳一 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木一丁目4-37 022-727-7501 022-718-2662 土建と電管鋼機水

工事 ﾓﾘﾓﾄｸﾞﾐ ㈱森本組 岩手営業所 酒井 規好 027-0083 岩手県盛岡市前九年1-7-5 019-601-5473 019-601-5474 土建大と石屋電管タ鋼筋舗し塗防内園水解

工事 ﾔｷﾞｺｰﾎﾟ 矢木ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 矢木　健一 381-2203 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 ﾔﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 矢田工業㈱ 成田 正樹 963-0921 福島県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



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

工事 ﾔﾏｶﾞﾀﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 山形パナソニック㈱ 清野 寿啓 990-2401 山形県山形市平清水1-1-75 023-622-5402 023-632-8113 建屋電管タ内機通消

工事 ﾔﾏｻﾞｷｸﾞﾐ ㈱山崎組 山崎 隆司 020-0807 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 ﾔﾏｼﾀｸﾞﾐ ㈱山下組 菅原 陽一 025-0043 岩手県花巻市字上根子石川原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 ㈱ヤマダ技研 鷲足 哲也 984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町2-48 022-236-6131 022-236-6133 管機

工事 ﾔﾏﾀﾞｹﾝｾﾂ 山田建設㈱ 山田 朋康 028-8111 岩手県久慈市宇部町6-17-2 0194-56-2120 0194-56-2830 土建大左と石屋タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾝｾﾂ ㈱山田電設 舘澤 信義 020-0142 岩手県盛岡市稲荷町1-18 019-646-7833 019-646-7834 電通

工事 ﾔﾏﾄ ㈱ヤマト 東北支店 木暮 篤 989-6115 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 ﾔﾏﾊｻｳﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ ヤマハサウンドシステム㈱ 仙台営業所 七海 秀也 984-0806 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 髙橋 良一 020-0044 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 ﾔﾏﾜｹﾝｾﾂ 山和建設㈱ 小山 剛 999-1332 山形県西置賜郡小国町大字町原93-1 0238-62-3623 0238-62-5402 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 ﾕｳﾃﾞﾝｼｬ ㈱有電社 岩手支店 三浦 裕康 020-0117 岩手県盛岡市緑が丘3-1-32 019-663-7101 019-661-7759 電管機通

工事 ﾕﾆｵﾝｹﾝｾﾂ ユニオン建設㈱ 盛岡支店 沼倉　明夫 020-0045 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板塗防内水解

工事 ﾖｺｶﾞﾜ 横河ソリューションサービス㈱ 東北支店 瀧嶋 猛 982-0032 宮城県仙台市太白区富沢1-9-5 022-243-4441 022-243-4504 電管機通水

工事 ﾖｺｶﾞﾜﾌﾞﾘｯｼﾞ ㈱横河ブリッジ 仙台営業所 大河原 宏 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-2-1 022-267-2621 022-224-6255 土建と屋電タ鋼筋舗板塗水解

工事 ﾖｼﾀﾞｼｮｳｶｲ ㈲吉田商会 吉田 忠彦 022-0004 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 ﾖﾅｲｿﾞｳｴﾝ ㈱米内造園 米内 吉榮 028-0091 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 ﾖﾘｶﾞﾐｹﾝｾﾂ 寄神建設㈱ 東北支店 菊谷　明夫 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1 022-224-5872 022-224-5875 土建大左と石屋電タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解

工事 ﾖﾝﾃﾞﾝｺｳ ㈱四電工 東北営業所 浅見 裕幸 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町1-4-1 022-217-7181 022-217-7182 電消

工事 ﾗｲﾄｺｳｷﾞｮﾖｳ ライト工業㈱ 盛岡営業所 鈴木 修 028-3602 岩手県紫波郡矢巾町大字藤沢10-182-10 019-681-1470 019-697-0737 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 ﾘｽｲｶｶﾞｸ 理水化学㈱ 盛岡営業所 阿部 和友 020-0866 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 025-0065 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 ﾘﾕｳﾄｸｺｳｷﾞﾖｳ ㈱竜徳工業 及川 徳政 028-0481 岩手県遠野市小友町32-91 0198-68-2452 0198-68-2453 土建舗解

工事 ﾘｮｳｷｺｳｷﾞｮｳ 菱機工業㈱ 仙台支店 小島 正巳 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-13 022-232-3711 022-231-9447 建電管機消

工事 ﾘﾖｳｺｳﾘﾌﾄﾄｳﾎｸ 菱光リフト東北㈱ 木村 慎一郎 981-3122 宮城県仙台市泉区加茂3-16-8 022-378-5733 022-378-8432 機

工事 ﾘｮｳﾒｲﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｷｷﾊﾝﾊﾞｲ 菱明三菱電機機器販売㈱ 寳田 謙一 010-0923 秋田県秋田市旭北錦町1番14号 018-862-5511 018-865-1099 建電管機通

工事 ﾘｮｳﾜｹﾝｾﾂ 菱和建設㈱ 海野 尚 020-0187 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 ﾘﾝｶｲﾆｯｻﾝｹﾝｾﾂ りんかい日産建設㈱ 岩手営業所 川村 晃 020-0023 岩手県盛岡市内丸17-11 019-623-8303 019-623-8304 土建大と石屋電管タ鋼舗し塗防内園具水解

工事 ﾘﾝｻﾞｷｹﾝｾﾂ 林崎建設㈱ 林﨑 文雄 028-8201 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筋舗し板ガ塗防内絶具水解

工事 ﾘﾝﾃﾞﾝﾊﾞｳﾑﾄｵﾉ ㈱リンデンバウム遠野 立花 功 028-0502 岩手県遠野市青笹町中沢8-1-11 0198-62-4163 0198-62-4164 建大園

工事 ﾚｽﾀｰｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ                                    ㈱レスターコミュニケーションズ 尾﨑 享            141-0001 東京都品川区北品川五丁目9番11号                       03-3445-2081 03-5449-6670 通

工事 ﾜｶﾁｸｹﾝｾﾂ 若築建設㈱ 東北支店 山本　英世 980-8401 宮城県仙台市青葉区本町2-10-28 022-221-4325 022-222-5571 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内絶園具水解


