
（令和元年７月１８日現在）

No 指定番号 事    業    者    名 事    業    者    住    所 電 話 番 号

1 第 １ 号  興和工業㈱  登別市新栄町１番地１２ ８８－１１０１

2 第 ２ 号  ㈱荒川設備  登別市栄町３丁目１８番地５ ８６－７１３８

3 第 ３ 号  磯松建設㈱  登別市幌別町５丁目２５番地７ ８５－２３３８

4 第 ４ 号  オール設備㈱  登別市中央町１丁目４番地１０ ８５－２１６９

 室蘭市知利別町２丁目８番１５号（本社） ４４－３８６６

 登別市桜木町５丁目２０番地６（営業所） ８５－５５８５

6 第 ６ 号  ㈱ゴウダ  登別市片倉町２丁目２４番地２６ ８５－５０２９

7 第 ７ 号  ㈱藤田設備工業  登別市登別港町１丁目４番地３１ ８３－３１５４

8 第 ８ 号  ㈱管工設備  登別市新生町４丁目６番地６ ８６－６１６６

9 第 ９ 号  ㈱白老設備工業  白老郡白老町若草町１丁目２番２０号 ０１４４-８２-５９５９

10 第１０号  ㈱ノースクリエート  室蘭市八丁平４丁目４３番３号 ４７－７０１１

11 第１１号  佐藤設備工業㈱  室蘭市築地町１３８番地の７ ２４－３４２５

12 第１２号  ㈱丸三建設  室蘭市宮の森町２丁目１０６番地 ４４－２４５４

13 第１３号  ㈱畑商会  伊達市松ヶ枝町５８番地 ０１４２-２３-２８７６

14 第１５号  ㈲和歌山設備設計  室蘭市宮の森町３丁目１６番３号 ４３－２６０２

15 第１６号  ㈱ユニオン建設  室蘭市東町２丁目２番１５号 ４１－３９０２

16 第１７号  創栄設備工業㈱  室蘭市日の出町１丁目５番４号 ４５－５０１１

17 第１８号  三栄設備㈱  室蘭市東町１丁目６番３０号 ４５－４８２２

18 第１９号  小川工業㈱  室蘭市母恋北町１丁目２番５号 ２４－３０１１

19 第２１号  ㈱太陽  白老郡白老町字石山７番地の５３ ０１４４-８３-６６６６

20 第２２号  ㈲東進設備工業  室蘭市母恋南町３丁目４８番地１４６号 ２４－７４６２

21 第２３号  共成土木㈱  室蘭市中央町２丁目８番２０号 ２４－５５１１

22 第２４号  ㈱髙橋管工舎  室蘭市母恋南町４丁目７３番地の３７ ２３－０８０２

23 第２７号  ㈲臣配管工業  室蘭市本輪西町４丁目１２番８号 ５５－２９０２

24 第２８号  木下建設㈱  室蘭市寿町２丁目６番４号 ４４－３４６９

25 第３０号  秋吉設備㈱  室蘭市東町４丁目１３番３号 ４７－０１１１

26 第３３号  登別管工事業協同組合  登別市中央町１丁目１０番地５ ８５－３３７９

27 第３４号  朝日建設㈱  伊達市大町１１番地の５ ０１４２-２３-６２０６

28 第３５号  朝陽工業㈱  苫小牧市北星町２丁目２８番２７号 ０１４４-６８-２８５５

29 第３６号  ㈲水道屋  登別市新生町１丁目１２番地２ ８２-４１１０

30 第３８号  ㈲ダイワガス住設  登別市栄町３丁目９番地１ ８６-７１８３

31 第３９号  ﾀﾅｶ･ﾗｲﾌｸﾘｴｲﾄ㈲  白老郡白老町字竹浦２０１番地の１６５ ０１４４-８７-４７００

32 第４０号  ㈲アベ管機工業  伊達市鹿島町５９番地 ０１４２-２３-４７７７

 室蘭市母恋北町２丁目７番４号（本社） ２２-９０９１

 登別市栄町４丁目７番地４（営業所） ８６-６２６４

34 第４２号  ㈲和光商事  白老郡白老町字萩野３１０番地１ ０１４４-８３-３２６８

35 第４３号  ㈲誠住宅設備プランニング  登別市栄町４丁目１２番地４ ８７-１２０１

36 第４４号  ㈲野呂商会  登別市幸町５丁目１１番地４ ８８-０３５５

37 第４５号  大谷産業㈱  苫小牧市新明町１丁目１番８号 ０１４４-５５-２１６６

38 第４６号  片倉設備  登別市片倉町４丁目９番地２ ８５-９６９３

39 第４７号  ㈲大進  室蘭市海岸町１丁目２０番４１号 ２３－６６８１

40 第５１号  日南産業㈱  札幌市東区東雁来６条２丁目６番１８号 ０１１－７９１－３０００

41 第５２号  ㈱新勝工業  伊達市舟岡町１３０番地２ ０１４２－２５－４１４１

42 第５４号  ㈱アーキテクノ  苫小牧市有珠の沢町４丁目４番７号 ０１４４－７６－４４７７

43 第５５号  ㈱コスモテック  札幌市厚別区厚別西３条５丁目５番１５号 ０１１－３９８－８３４０

44 第５６号  東成設備㈱  苫小牧市汐見町１丁目２番２１号 ０１４４－３６－７７８８

45 第５７号  髙橋設備  伊達市舟岡町４５－７４ ０１４２－２５－６５１６

46 第５８号  上口建設㈱  室蘭市日の出町３丁目４番１号 ８３－６８８０

47 第５９号  ㈱戸田設備  登別市鷲別町６丁目３３番地４ ８６－２９７６

48 第６０号  イスク合同会社  室蘭市港南町１丁目２９番２号 ２３－１５０５

49 第６１号  株式会社　溝淵建設  札幌市北区百合が原５丁目６番１７号 ０１１－７７４－２７５４

50 第６３号  北海パイプライン(株)  登別市幌別町５丁目１０番地 ８８－２６５０

51 第６４号  ㈱イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東３丁目７番１０号　イースマイルビル ０６－６６３１－７４４９

52 第６５号 アーヴァンコーポレーション  札幌市豊平区豊平１条２丁目１番１２号 ０１２０－９１０－８８８

53 第６６号 日本住宅ホーム㈱  小樽市張碓町２３８番２ ０１３４－６４－９１５５

54 第６７号 ㈱クラシアン  神奈川県横浜市港北区新横浜１丁目２番地１ ０１２０－５００－５００

市内　１７業者　 室蘭市　１７業者　 伊達市　５業者　 白老町　４業者　 苫小牧市　４業者　 札幌市　４業者　 小樽市　１業者
大阪府大阪市　１業者　神奈川県横浜市　１業者
※全５４業者(除：第14号、第20号、第25号、第26号、第29号、第31号、第32号、第37号、第48～50号、第53号、第62号)
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登別市指定給水装置工事事業者一覧

第 ５ 号  高橋衛生工業㈱

第４１号  ㈱小島商事


