
名称 所在地 代表者指名 村内で給水装置工事事業を行う事業所の所在地 Ｔ Ｅ Ｌ Ｆ Ａ Ｘ

旭電工株式会社 村上市塩町12-14 齊藤　源 関川村大字下関42-3 0254-64-1356 0254-64-1330

㈲加賀屋電気 関川村大字下関615 小池正司 関川村大字下関615 0254-64-1134 0254-64-1420

㈱遠山組 村上市大字金屋1898-1 遠山俊明 関川村大字下関920 0254-64-0302 0254-64-0309

㈱長谷川電気工業所 村上市大字坂町1760-1 長谷川雄一 村上市大字坂町1760-1 0254-62-3161 0254-62-5518

㈲鈴木電器 関川村大字下関639-1 杉井新栄 関川村大字下関639-1 0254-64-1460 0254-64-1156

㈲須貝電器 関川村大字土沢915-1 須貝 幸一 関川村大字土沢915-1 0254-64-1088 0254-64-0388

㈲カタノ設備 村上市山辺里736-2 片野眞知子 村上市山辺里736-2 0254-52-1767 0254-52-1746

新菖工業㈱ 新発田市富塚町1丁目1-33 荒井英之 村上市山居町1丁目15-24 0254-53-2717

㈲板垣設備 村上市天神岡384-1 板垣豊 村上市天神岡384-1 0254-53-1956 0254-52-4326

㈱協和管工 村上市大字仲間町字坂下522-3 山田淳一 関川村大字上関528-14 0254-64-3236

㈱ナカムラ 新潟市米山4-6-12 田中　弼 村上市山居町2-6-30 0254-50-0500 0254-50-0501

㈲日成工業 村上市大字仲間町624-11 本間誠 村上市大字仲間町624-11 0254-53-0216 0254-53-4803

㈱宮作 村上市片町4-12 宮本慶太 村上市片町4-12 0254-53-3184 0254-52-4340

㈱サクマ 村上市岩船三日市2-50 佐久間成一 村上市岩船三日市2-50 0254-56-7634 0254-56-7952

酒井電機工業㈱ 村上市大字藤沢１０２ 酒井勝栄 村上市大字藤沢１０２ 0254-62-3271 0254-62-5124

株式会社村上エレテック 村上市下助渕2678-1 忠　裕栄 村上市下助渕2678-1 0254-60-1010 0254-60-1020

㈱大田電気 村上市大字黒田396 大田文一 村上市大字黒田396 0254-72-1053 0254-72-1193

㈱増子工業所 新発田市富塚町1-2-4 増子浩二 新発田市富塚町1-2-4 0254-24-4553 0254-24-4575

㈱スカックス 村上市大字九日市字江添107-4 須貝慎一郎 村上市大字九日市字江添107-4 0254-66-5927 0254-66-8787

㈱関川水道 新発田市大字日渡112 関川良平 新発田市大字日渡112 0254-27-3221 0254-27-3480

㈲横田石油 村上市八日市10-5 横田宏平 村上市八日市10-5 0254-56-7927 0254-56-6167

中条水道ガス工事㈱ 胎内市大字関沢48-13 中野正俊 胎内市大字関沢48-13 0254-43-4111 0254-43-4615

㈲ミオモテ 村上市瀬波中町9-10 伊予部憲久 村上市瀬波中町9-10 0254-53-6667 0254-53-0645

横山電機商会 村上市大字下助渕1342 横山二男 村上市大字下助渕1342 0254-66-6108 0254-66-5972

山和建設㈱金丸営業所 山形県西置賜郡小国町大字町原93-1 小山和夫 関川村大字金丸80-3 0254-64-2755

荒川住宅設備 村上市大字佐々木335 一ノ瀬聡 村上市大字佐々木335 0254-62-4653 0254-62-5220

東亜住設㈱ 胎内市北本町7-9 板倉　茂 胎内市北本町7-9 0254-43-2328 0254-43-2504

㈲稲垣設備 村上市山居町2-5-24 稲垣恵一 村上市山居町2-5-24 0254-52-1586 0254-53-7467

カタノ設備 胎内市大字塩沢382 片野健作 胎内市大字塩沢382 0254-47-2194 030-757-1756

㈱瀬波空調設備 村上市瀬波浜町3-12 松井   彰 村上市瀬波浜町3-12 0254-52-3703 0254-53-4472

小田設備 村上市大字塩野町871-2 小田和幸 村上市大字塩野町871-2 0254-73-0581

㈱木村組 村上市大字下助渕1543 木村重信 村上市大字下助渕1543 0254-66-7189 0254-66-5301

桃崎設備 胎内市桃崎浜280 菅　昭弘 胎内市桃崎浜280 0254-46-2355 0254-46-2355

㈲パイプキッズ 村上市大字北新保636-14 野澤住夫 0254-66-7867 0254-66-6382

昭設備 村上市大字牧目321-1 田中  昭雄 村上市大字牧目321-1 0254-66-6826 （有線4598)

設技管工 村上市大字殿岡1175 板垣  真紀男 村上市大字殿岡1175 0254-66-6955 0254-66-6955

㈲アイメック 村上市松沢40-18 石田  佐開 村上市松沢40-18 0254-60-1100 0254-60-1105

㈲第一管工 胎内市東本町25-63 近　磯弘 黒川村大字東牧726-28 0254-47-2820 0254-43-4684

㈱東北設備 村上市山居町1丁目3-8 菅原剛 村上市山居町1丁目3-8 0254-53-0605 0254-53-6232

㈱平山電気商会 村上市上片町２番１９号 小田永人 関川村大字上関１０７９－１ 0254-60-4065

Ｎ・Ｋ設備 関川村大字中束656-6 中束  和佳 関川村大字中束656-6 0254-64-0695

㈲山作 村上市大字山屋1715-2 斎藤　三七夫 村上市大字山屋1715-2 0254-66-7345 0254-66-8051

㈱ハセガワ 新発田市小舟町３丁目７３０番地 長谷川新一 新発田市小舟町３丁目７３０番地 0254-23-0800 0254-23-7077

新発田水道工事㈱ 新発田市西園町１丁目７番５号 大倉　辰美 新発田市西園町１丁目７番５号 0254-22-3550 0254-22-7164

㈱宮嶋工業所 胎内市東本町４番１２号 宮嶋　誠一 胎内市東本町４番１２号 0254-43-3114 0254-43-3430

藤拓工業 胎内市坂井４１番地 斎藤　秀夫 胎内市坂井４１番地 0254-48-3823 0254-48-3823

㈲マエダ 村上市山居町１丁目１２番３８号 前田  鐵太郎 村上市山居町１丁目１２番３８号 0254-60-1234 0254-52-2691

㈲タカオ設備 村上市大字松山４番地２号 高橋  義明 村上市大字松山４番地２号 0254-52-7007 0254-52-7047

㈱ウォーターライフ 新潟市中央区網川原1-15-23 萩原　龍二 新潟市中央区網川原1-15-23 025-281-4781 025-281-4782

高野水道工事 村上市大字中原3246-12 高野　文明 村上市大字中原3246-12 0254-72-1421 0254-72-0323

さとう設備 村上市大字鋳物師615 佐藤　忠志 村上市大字鋳物師615 0254-50-0121 0254-50-0121

㈱オオハシ 新発田市真野原外3400番地 大橋　一之 新発田市真野原外3400番地 0254-41-2103 0254-41-4481

㈱大堀商会 新発田市五十公野3439番地 大堀　正幸 新発田市五十公野3439番地 0254-24-4133 0254-26-1202

㈱カエツ工業 胎内市東牧726番地28 近　久雄 胎内市東牧726番地28 0254-47-2311 0254-47-3411

あまい住設㈱ 村上市久保多町12-10 天井　美香 村上市久保多町12-10 0254-53-6605 0254-53-6605

ヤマト設備 村上市大代163 富樫　克太郎 村上市大代163 0254-76-2822

大進電業 株式会社 新発田市佐々木１８９５番地９ 二瓶　雄司 新発田市佐々木１８９５番地９ 0254-21-5000

㈱北聖 聖籠町大字山倉295番地の2 渡邉　賢一 聖籠町大字山倉295番地の2 0254-27-3357

㈱　イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル 島村　禮孝 大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル 06-6631-7449 06-6631-7770

(有)大滝小太郎商店 村上市勝木885番地 大滝秀夫 村上市勝木885番地 0254-77-3140

㈲熊谷工業所 新潟市西区五十嵐中島3丁目1番16号 熊谷愛二郎 新潟市西区五十嵐中島3丁目1番16号 025-262-4410

新潟設備産業㈱ 村上市大字上助渕1854-1 木村　治 村上市大字上助渕1854-1 0254-53-1100 0254-53-3200

㈱吉村電工 村上市南町二丁目5-25 吉村仁蔵 村上市南町二丁目5-25 0254-52-3213 0254-52-1566

朝日相互燃料㈱ 村上市大字早稲田54-2 曽川悟 村上市大字早稲田54-2 0254-73-1061 0254-73-1550

拓進工業㈱ 村上市田端町5-6 津島陸雄 村上市田端町5-6 0254-52-6737 0254-52-6734

関　川　村　指　定　給　水　工　事　事　業　者　一　覧　表

建設課　　建設水道班


