
【喜多方市内】49社 令和4年4月14日現在
指定
番号

事業所名 電話番号 代表者名 所在地

107 ㈲古川商店 0241-22-0466 古川　一 字一丁目4584番地

28 ㈲大実水道設備工業 0241-22-1963 大竹　真次 字大道田7480番地4

37 樫内建設工業㈱ 0241-22-1711 樫内　秀司 字長内7824番地2

56 さいとう設備 0241-22-7370 齋藤　實 字清水台三丁目4番地

86 ㈲竹村設備 0241-22-0759 竹村　勝則 字清水台三丁目42番地

32 小野瀬工業㈱ 0241-22-1607 小野瀬　賢治 字谷地田7437番地

73 大建工業㈲ 0241-22-9286 遠藤　広 字天満前8821番地2

58 ㈲佐藤鐵工所 0241-22-0666 佐藤　幸三 字西四ツ谷140番地

97 ㈲長島住設工業 0241-22-0228 長島　守男 字西四ッ谷282

185 壱乃屋 0241-22-2977 長谷川　昭和 字西町2812番地

50 ㈱菊地鉄工所 0241-22-0559 菊地　政和 字押切二丁目102番地

42 金田建設㈲ 0241-22-4353 金田　智明 字南町2863番地

170 ミスミ商会㈲ 0241-25-7340 川口　純一朗 字青葉台129

186 ユーライフ 0241-22-7351 高橋　弘 字常盤台53-4

49 ㈲菊地工務店 0241-23-2891 菊地　和行 岩月町橿野字台1635番地

24 大岩建設工業㈱ 0241-22-6921 大関　秋則 岩月町橿野字中堀1739-12

162 会津ガス㈱喜多方支店 0241-25-7760 村岡　敏正　 岩月町喜多方字林崎648番地5

88 ㈲塚原ホーム 0241-22-4521 塚原　広志 関柴町下柴字東住485番地1

142 ㈲スズケン 0241-21-8322 鈴木　稔 関柴町豊芦字中里719番地

155 八ッ橋設備㈱喜多方営業所 0241-23-1888 田中　光一 関柴町上高額字宮越535番地1

158 ㈱アクーズ会津喜多方営業所 0241-21-8288 薄　博 関柴町上高額字宮越535番地1

96 ㈲富山建築工業所 0241-22-2123 富山　勉 関柴町上高額字新井堰863-8

59 参恵工業㈱ 0241-22-4145 小野瀬　昭彦 関柴町上高額字北町416番地1

68 ㈲鈴木電機商会 0241-22-1359 唐橋　敦志 関柴町上高額字広面658-7

48 ㈲菊地建設 0241-22-1644 菊地　悟 関柴町平林字地利前1056番地1

3 ｱｽﾄﾓｽﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ㈱東北ｶﾝﾊﾟﾆｰ福島支店喜多方営業所 0241-24-2244 白澤　憲一 豊川町高堂太字堂畑1427

72 第一緑化工業㈱喜多方支店 0241-22-4702 山内　友子 豊川町沢部字長尾2045

47 ㈱環境建設 0241-22-1967 関本　榮次 豊川町米室字西谷地2211番地2

151 ㈱相模 0241-22-2232 茅原　文和 豊川町米室字道端5530番地

137 ㈲渡部組興業 0241-23-2522 渡部　政志 松山町鳥見山字桜清水613-1

40 ㈲加藤建築設備 0241-24-2507 加藤　憲一 松山町村松字馬道上3162番地3

10 穴澤建設㈱ 0241-22-0881 穴澤　茂夫 松山町村松字上川原3417-1

152 和光住設 0241-22-6766 佐藤　和夫 慶徳町松舞家字新町53番地2

161 ㈱蟹巻 0241-23-0981 蟹巻　雅充 熊倉町雄国字森台丁1333番地5

54 ㈱小滝建設 0241-27-3663 髙橋　淳 塩川町字東栄町六丁目2番地20

113 ㈲細山工業所 0241-27-3347 細山　祐太朗 塩川町字東栄町一丁目4番地8

133 ㈲ユアサ工業 0241-28-1575 湯浅　純 塩川町御殿場二丁目45番地

17 ㈲うしごめ電化設備 0241-22-0115 丒米　和之 塩川町天沼字第六22番地

74 ㈱ダイゴ 0241-22-0863 五十嵐　正信 塩川町大田木字並柳828番地

75 ㈲耐伸建設 0241-27-7573 金田　弘 塩川町吉沖字久子ﾉ内34番地

126 ㈲物江工業所 0241-24-4846 物江　一久 塩川町中屋沢字田中乙307番地

11 荒井建設㈱ 0241-36-3055 荒井　直幸 熱塩加納町山田字道西46番地1

65 鈴木建設㈱ 0241-36-2303 鈴木　元子 熱塩加納町加納字舘ノ北甲3496

118 ㈲丸庄建設 0241-36-2552 二瓶　庄也 熱塩加納町宮川字岩尾3248

78 ㈱タカハシ設備 0241-38-3305 高橋　英一 山都町木幡字仲林乙264

43 ㈱唐橋 0241-38-2414 唐橋　淳 山都町三津合字細田520番地

38 嘉代燃料店 0241-38-2149 嘉代　玄一 山都町字広野2456番地

98 ㈲長水組 0241-44-2181 長水　憲一郎 高郷町磐見字反目甲795

84 田口設備 0241-42-7455 田口　市雄 高郷町夏井字夏井3857
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【その他の市町村】46社
指定
番号

事業所名 電話番号 代表者名 所在地

134 ㈲吉川工務所 0241-22-3855 吉川　琢磨 北塩原村大字北山字新井舘3847番地

172 ㈱小原商工 0241-45-2810 海老名　治男 西会津町野沢字小屋田乙1487

182 有限会社　永峰設備 0242-24-7324 永峯　祐信 会津若松市五月町102番地

108 文化設備工業㈱会津支店 0242-26-8082 外池　勇兒 会津若松市北青木4番18号

127 ㈱堤住環 0242-77-5104 物江　徹 会津若松市堤町4番17号

4 ㈲あいづ屋 0242-26-7373 星　勝士　 会津若松市天神町18番18号

70 ㈱セントラル設備 0242-27-3986 山内　雅人 会津若松市東山町大字石山字天寧55番地12

106 福島日石㈱ 0242-27-7474 磯田　修一 会津若松市日吉町8番34号

55 ㈲金野工業 0242-58-3464 金野　正和 会津若松市真宮新町南一丁目121-2

183 Ⅰ・Ｅ有限会社 0242-29-2490 伊藤　信久 会津若松市門田町大字一ノ堰字村西641-1

112 ㈲星設備工業所 0242-85-8840 星　満留 会津若松市門田町大字飯寺字村東577-63

166 成澤住設工業 0242-27-1274 成澤　勝次 会津若松市御旗町5番地6

92 東協設備㈱ 0242-24-8904 安藤　正浩 会津若松市金川町10番44号

1 会津ガス㈱ 0242-29-1117 相馬　祥平 会津若松市神指町大字南四合字才ノ神325番地1

190 ㈲マルシン設備 0242-24-7003 栗原　新一 会津若松市一箕町大字亀賀字藤原１番地１３

9 ㈲安達水道工業所 0242-27-6188 安達　稔 会津若松市幕内南町10番2号

14 ㈱伊藤設備工業 0242-58-3671 伊藤　守夫 会津若松市北会津町下荒井81番地

167 ㈲カザマ設備 0242-27-6181 風間　誠一 会津若松市材木町二丁目4番10号

135 ㈱アクーズ会津 0242-28-4111 柾屋　和久 会津若松市千石町4番50号

120 ㈲三浦設備 0242-22-3536 三浦　尚人 会津若松市西七日町12番5号

129 八ッ橋設備㈱ 0242-27-3925 八ッ橋　善朗 会津若松市桧町2番3号

8 ㈲アクア工業 0242-58-2950 塚原　由幸 会津若松市真宮新町南三丁目88番地

36 ㈲笠間設備 0242-24-3010 上杉　洋一郎 会津若松市八日町5番地8

76 太信テクノス 0242-24-0412 鈴木　康信 会津若松市七日町10番26号

52 ㈱興栄設備 0242-25-4121 齋藤　匤司 会津若松市西七日町9番10号

18 ㈲内川水道工業 0242-27-8848 内川　将克 会津若松市西年貢一丁目7-50

94 東邦工業㈱ 0242-75-3040 成瀬　亨 会津若松市河東町八田字八田野58番地

46 河東水道工務店 0242-75-5141 小林　智典 会津若松市河東町浅山字伊勢前18

93 ㈲東伸工業所 0242-75-3857 田場川　直子 会津若松市河東町谷沢字十文字55番地

176 英設備㈱ 0242-23-8699 齋藤　英幸 会津若松市柳原町三丁目1-5

122 ㈲美登屋設備工業 0242-83-3401 平野　英昭 会津坂下町字市中3番甲3680番地

5 ㈲あいづリフォームサービス 0242-83-2693 江川　昭仁 会津坂下町大字宮古字村西18番地1

154 古川設備 0242-83-3295 古川　満 会津坂下町大字中泉字政和6-2

7 青木設備 0242-83-1089 青木　浩 会津坂下町字台ノ下767-3

101 ㈲ナリタエンタープライズ 0242-83-2009 成田　和典 会津坂下町大字中泉字毘沙田2008-1

64 杉原設備 0242-53-2529 杉原　喜六 会津美里町吉田字村西甲180番地4

45 ㈲川嶋厨房設備 0242-54-5601 川嶋　一雄 会津美里町下堀字中川498番地

131 ㈲山昌工業 0242-54-4704 山崎　昌市 会津美里町八木沢字石田279-1

180 ㈱高田燃料 0242-54-2353 横山　正弘 会津美里町字高田3236

181 ㈲福田住設工業 0242-54-5290 木津　孝 会津美里町杉屋字上屋敷乙515

81 ㈲高橋プラマ－ 0241-68-2620 髙橋　英博 下郷町大字湯野上字大島乙48

171 ㈲小椋設備工業 0241-67-2645 小椋　喜美雄 下郷町大字中妻字大百刈118

187 ＳＳ工業 0241-64-5595 佐藤　進也 南会津町高野字馬頭146-1

82 ㈲高原設備工業 024-954-2617 髙原　一栄 郡山市三穂田町駒屋字柏坊14

169 有限会社　東洋設備工業 024-957-3500 佐久間　宣明 郡山市逢瀬町多田野字元日37番地

188 株式会社パイプマン　郡山支店 024-954-5404 菊地　伴和 郡山市静町2-1


