
事　業　者　名 住         所 電話番号 事　業　者　名 住         所 電話番号 事　業　者　名 住         所 電話番号
納谷工業㈱ 弁天町20番3号 0138-23-4532 成田配管工事店 山の手１丁目3番2号 0138-87-1043 ㈱吉田事業所 小安町76番地 0138-58-2665

石橋配管工業所 住吉町9番13号 0138-23-5092 ㈱ケイソー 山の手１丁目33番20号 0138-55-4466 ㈱入マス布施工務店 釜谷町229番地1 0138-82-2247

㈱青函設備工業 宝来町23番5号 0138-23-0444 あらいえ配管設備 山の手２丁目22番26号 0138-55-5003 ㈱佐々木建設 浜町370番地1 0138-82-2334

北ガスフレアスト函館南㈱ 豊川町22番13号 0138-24-2010 ㈲かつら設備工業 山の手２丁目31番30号 0138-53-8037 アズマ設備工業 日浦町81番地 0138-84-2935

大明工業㈱ 栄町12番18号 0138-23-8474 ㈲斎藤設備 山の手３丁目65番23号 0138-31-2219 ㈲北村配管工業 豊浦町45番地1 0138-84-2432

㈲工藤設備 栄町16番23号 0138-22-0413 ㈲菊池設備 山の手３丁目53番7号 0138-55-6602 オダ設備 女那川町2番地15 0138-84-2752

㈲木村配管設備工業所 松川町11番8号 0138-41-5626 ㈱つくだ設備 赤川１丁目11番6号 0138-34-7477 ㈲木村配管 安浦町155番地3 0138-25-5361

金子設備工業㈲ 松川町22番14号 0138-41-6821 ㈱セイケン 赤川１丁目30番36号 0138-47-6144 ㈲石岡工業 北斗市七重浜１丁目7番38号 0138-49-1678

函館酸素㈱ 浅野町1番3号 0138-42-2411 ㈱三栄ヤマムラ 赤川１丁目15番5号 0138-46-2067 ㈱柳本組 北斗市七重浜３丁目17番7号 0138-85-8100

函館ハイプラント㈱ 追分町5番15号2 0138-44-7117 ㈲本間配管工業所 赤川町355番地7 0138-47-3085 日函機器㈱ 北斗市七重浜３丁目8番13号 0138-48-0008

㈲堀井設備工業 追分町5番59号 0138-40-1465 ㈲荒谷設備工業 赤川町352番地4 0138-76-7475 北斗興業㈱ 北斗市七重浜６丁目4番1号 0138-49-5949

㈱曲小小倉工務店 亀田町17番2号 0138-41-3844 ㈱シンセイ 亀田中野町55番地1 0138-83-8811 ㈱和田配管工業 北斗市久根別１丁目23番2号 0138-73-2079

大幸配管 亀田町19番19号 0138-41-9931 三方設備工業㈱ 亀田中野町341番地1 0138-46-8448 ㈲コウナン設備 北斗市久根別４丁目40番18号 0138-73-9452

ハウステック㈱ 大川町13番13号 0138-45-0557 ㈲高橋設備 北美原１丁目10番4号 0138-46-5852 ㈲佐野配管工業 北斗市中央２丁目3番48号 0138-73-3069

㈱村上建設 大川町6番6号 0138-42-6846 ㈲明匠設備機器 北美原１丁目12番14号 0138-47-7845 ㈱二光設備 北斗市常盤３丁目10番20号 0138-73-9154

㈲幸坂配管 田家町17番8号 0138-42-5586 合同会社ユニオンワークス 石川町181番地7 0138-76-4948 ダイカン住設 北斗市大工川２丁目1番25号 0138-73-0218

㈲ショーテック 八幡町21番3号 0138-43-5777 ㈱ニシカワ産業 桔梗町406番地41 0138-47-1875 セイテック 北斗市中野通３丁目25番19号 0138-73-0005

㈱コーワ設備 堀川町24番7号 0138-85-8745 ㈱光洋設備 桔梗町418番地255 0138-83-5270 ㈱小枝管工技研 北斗市中野通487番地 0138-73-0011

後藤設備ホーム 堀川町30番17号 0138-52-2107 北ガスフレアスト函館北㈱ 桔梗町418番地488 0138-34-2010 大勇建設㈱ 北斗市清川630番地 0138-73-7818

㈱アイカ設備 日乃出町3番26号 0138-53-3963 ㈱明徳工業 桔梗町418番地528 0138-46-8665 ㈲福井設備 北斗市一本木16番地1 0138-77-7084

㈱菅原配管 時任町3番11号 0138-84-6564 ㈱川股設備工業 桔梗町695番地5 0138-46-6399 ㈲渡辺工業 北斗市東前85番地 0138-77-6229

㈱山丁林業 金堀町8番14号 0138-54-1111 ㈱小池工業 桔梗町56番地21 0138-84-1755 幸栄設備工業㈱ 北斗市村内121番地1 0138-77-8771

コンヤ設備工業 乃木町5番11-1号 0138-51-0035 ㈱さとう設備 桔梗町65番43号 0138-87-0699 ㈱前川設備 北斗市市渡9番地1 0138-84-5486

㈱大協設備工業 湯川町２丁目19番11号 0138-55-5465 ㈱ハンダ 西桔梗町589番地124 0138-49-1155 田島緑地前川コルポラッション㈱ 北斗市昭和１丁目1番1号 0138-73-1223

㈱大生設備 湯浜町10番20号 0138-59-5809 ㈲志賀松設備工業 西桔梗町713番地41 0138-49-7001 大澤設備 亀田郡七飯町大川５丁目39番15号 0138-83-5184

㈱三益工業 深堀町31番53号 0138-52-7254 ㈱島津清樹園 西桔梗町745番地23 0138-49-5111 ㈱昇栄興業 亀田郡七飯町大川９丁目8番1号 0138-65-8936

佐々木設備 深堀町14番9-1号 0138-76-8286 函館環境衛生㈱工事部 西桔梗町818番地12 0138-49-3303 ㈱石岡工業 亀田郡七飯町大川１０丁目6番14号 0138-65-4208

㈱小野寺機器 花園町28番3号 0138-51-1358 ㈱宝正設備工業 西桔梗町835番地63 0138-86-5455 J・Kサービス 亀田郡七飯町本町２丁目16番12号 0138-65-8893

ササダ設備 日吉町２丁目22番23号 0138-56-4059 ㈱コスモサポート 西桔梗町854番地9 0138-49-0151 ㈱久慈製作所 亀田郡七飯町本町６丁目3番19号 0138-65-2156

㈱桃井設備工業 日吉町３丁目22番29号 0138-30-2288 タナカ冷機工業㈱ 西桔梗町857番地5 0138-48-2100 東栄興業㈱ 亀田郡七飯町字中野205番地 0138-65-2634

㈲安田設備 日吉町４丁目7番28号 0138-54-0133 ㈱伸光 西桔梗町863番地5 0138-83-1302 藤城管工事 亀田郡七飯町字藤城289番地9 0138-64-1023

㈱高丘設備工業 高丘町54番13号 0138-59-2377 ㈲コバヤシ設備 亀田港町50番11号 0138-40-0038 ㈱明優 亀田郡七飯町字上藤城358番地4 0138-64-3711

カワゴエ設備 高丘町25番3号 090-8429-9540 ㈱昭和空調サービス 亀田港町37番19号 0138-41-8805 ㈲沢田設備工業 亀田郡七飯町大中山３丁目300番地2 0138-83-5656

加持工業 上湯川町17番4号 0138-59-3866 ㈲中村配管 中道１丁目35番5号 0138-56-3200 ㈲野田工業 茅部郡森町字鳥崎町179番地3 01374-2-6050

㈲加我住設 西旭岡町３丁目30番2号 0138-50-3985 太光設備工業㈱ 中道１丁目8番16号 0138-52-7748 ㈲笹浪配管 檜山郡上ノ国町字北村176番地6 0139-55-4655

㈲旭栄工業 旭岡町19番地7 0138-50-2766 ㈱出戸建設 鍛治１丁目23番10号 0138-55-8451

㈲中島設備工業 高松町337番地1 0138-57-5287 ㈱三橋設備工業 鍛治２丁目24番3号105 0138-52-8756

㈱トライ設備工業 高松町526番地67 0138-57-6141 ㈲北栄設備 美原１丁目35番5号 0138-43-0991

㈱ウォーターライズ 高松町523番地14 0138-84-8022 ㈱小野寺住設 美原３丁目1番5号 0138-31-9600

㈱小林電機 瀬戸川町38番地100 0138-76-6772 ㈱ステップホーム 美原３丁目37番5号 0138-84-1666

㈱システム・ライン 銭亀町298番地5 0138-58-4856 昭栄設備工業㈱ 美原３丁目38番31号 0138-46-1659

㈲ヤマサ斉藤工業 石崎町78番地 0138-58-2632 ㈲髙田設備 美原４丁目17番13号 0138-46-3428

SUKETTO中村 石崎町573番地 0138-58-3817 ㈱矢幅設備 美原４丁目25番30号 0138-46-4541

㈱シンワテック 富岡町１丁目21番14号 0138-83-6620 池田煖房工業㈱函館支店 昭和２丁目37番18号 0138-41-8506

堀設備㈱ 富岡町１丁目15番3号 0138-41-2288 ㈲下沖配管工業 昭和２丁目41番21号 0138-45-2275

㈱アクアテック 富岡町２丁目35番8号 0138-84-1855 ㈱キムラ住設 昭和３丁目2番29号 0138-42-0091

㈱リンク設備工業 富岡町３丁目4番20号 0138-87-2273 ㈲岩館設備 本通１丁目33番17号 0138-52-3882

㈱リバティークラフト 神山２丁目19番8号 0138-83-6810 中村設備 本通２丁目24番10号102 090-3687-3874

アポロ住宅設備機器㈲ 神山３丁目2番2号 0138-53-0011 ケーサポート工業㈱ 本通２丁目41番5号 0138-76-3936

㈲青函プラントメンテナンス 神山３丁目34番1号 0138-53-6815 ムラタ設備工業 本通４丁目19番14号 090-5078-2292

ミライ設備㈱ 神山３丁目31番6号 090-5077-9870 ㈱寺尾建設 本通４丁目31番11号 0138-54-5611

フツタ設備技研㈱ 陣川町80番地39 0138-55-5695 興南土木工業㈱ 東山１丁目16番14号 0138-55-2798

㈲阿部設備工業 陣川町85番地141 0138-76-9292 見上設備 東山１丁目19番25号 0138-54-3142

伊藤設備 陣川１丁目16番22号 0138-51-0029 協栄設備 東山３丁目18番31号 0138-52-3069

フロンティアＴＳＫ(株) 陣川１丁目14番2号 0138-56-0595 西光エンジニアリング 桔梗１丁目20番13号 0138-46-1683

㈱佐藤住宅設備 東山町119番地93 0138-54-2893 五十嵐技建 桔梗１丁目24番11号 0138-34-6777

㈲エーユー住設 東山町144番地213 0138-55-3307 ㈲森配管工業所 桔梗２丁目27番40号 0138-47-8661

㈲カンコー設備工業 東山町182番地195 0138-53-0105 ㈱平和設備 桔梗２丁目38番29号 0138-46-8111

㈲マルコ小林配管 東山町146番地238 0138-53-3155 ㈱小林設備工業 桔梗５丁目29番12号 0138-47-9119

㈱水沼設備工業 山の手１丁目33番22号 0138-51-5551 配管のムトウ。 桔梗５丁目5番8号 0138-46-6891

事　業　者　名 住         所 電話番号 事　業　者　名 住         所 電話番号 事　業　者　名 住         所 電話番号
西部設備 弥生町19番20号 0138-86-6189 函栄設備工業 美原２丁目33番26号 0138-84-1607

㈱クリマテック北海道支店函館営業所 大手町5番10号 0138-26-5091 ワタナベ設備サービス 美原４丁目30番12号 0138-47-0703

㈲セーユー工業 八幡町12番8号 0138-45-0395 ㈱水まわり本舗 昭和４丁目39番4号 0120-57-0000

㈱第一住宅設備函館営業所 千代台町29番15号 0138-83-5275 増田設備 本通１丁目54番24号 0138-85-8560

小林管工 高盛町15番11号 0138-76-2114 ㈲畑田建設 東山１丁目26番27号 0138-51-5394

㈱コウメイ設備工業 人見町19番5-1号 0138-56-8363 真都建設 桔梗５丁目23番20号 0138-46-8060

㈱ユーコー設備工業 駒場町11番15号201 0138-87-1580 ㈱さかい電器 尾札部町307番地4 0138-63-3755

㈲ヤマト商会 日吉町２丁目9番10号 0138-54-6255 ㈲中村配管工業 大船町602番地10 0138-25-5713

㈲栗原設備工業 高丘町35番40号 0138-57-2770 三菱電機システムサービス㈱函館サービスステーション 北斗市七重浜２丁目14番19号 0138-49-0345

中川設備 榎本町9番6号 0138-57-3578 張磨設備 北斗市谷好３丁目13番33号 0138-73-0031

澤田建設㈱ 北斗市追分３丁目1番12号 0138-49-3388 北海道水の緊急修理センター 札幌市東区北３３条東１２丁目6番10号 0120-20-7878

㈲新栄設備 富岡町３丁目1番9号 0138-83-2338 ㈱イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町３丁目7番3号 0120-123-456

㈲オーク技研 陣川２丁目6番8号 0138-56-1131 ㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号6F 082-502-6639

㈱村上設備 東山町179番地41 0138-31-4772 ㈱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

㈱山本設備工業 桔梗町52番52号 0138-84-8875 株式会社エヌ・エス・シー函館サービスショップ 東京都新宿区西新宿２丁目6番1号新宿住友ビル１９階 0138-34-3001

㈱松橋工業 西桔梗町850番地99 0138-48-8830 ㈱タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南２丁目4番1号 093-533-6131

宮坂金商㈱ 西桔梗町9番地10 0138-49-4811

函館管工事業(協) 西桔梗町819番地6 0138-83-2661

㈲村田設備工業 亀田港町53番16号 0138-43-3363

豊岡商会 鍛治１丁目29番14号 0138-56-0223

事　業　者　名 住         所 電話番号 事　業　者　名 住         所 電話番号 事　業　者　名 住         所 電話番号
函館市排水設備指定業者(協) 金堀町10番22号 0138-31-4774

福商 湯浜町16番38号 0138-83-6220

サトウ工房 戸倉町22番3号 0138-57-8637

寒地エクステリア㈱ 日吉町４丁目5番16号 0138-53-3355

㈱コウエイ 西旭岡町２丁目44番3号 0138-83-5037

三浦設備 西旭岡町３丁目48番地1 0138-50-4248

こやなぎ工業 亀尾町11番地4 0138-58-4085

㈱亀田清掃 赤川町90番地4 0138-46-3263

石黒設備 鍛治２丁目29番6号 0138-54-8649

函館市企業局指定給水装置工事事業者・排水設備工事業者
給水装置工事事業者と排水設備工事業者の指定を受けている者　　(155)社

令和 5年 5月 1日

給水装置工事事業者の指定を受けている者　　(36)社

排水設備工事業者の指定を受けている者　　(9)社


