平成19年12月１日

株式会社 岩
水
株式会社 長内水源工業
有限会社 スイケン工業
有限会社 みちのく設備工業
岩崎工業
藤テクニック
丸片機水工業株式会社
岩手パイプ設備
有限会社 菅原建設
畠山設備工業
エムテック株式会社
有限会社 アルク
有限会社 ヒラタ設備
パイプラインフジサワ
有限会社 横沢機設工業
中水設備
有限会社 熊谷工業
有限会社 巣子住設
有限会社 カマタ・トッキ
有限会社 早坂設備工業
佐々木設備
泉金物産株式会社
有限会社 伸栄設備
有限会社 清水畑建設
株式会社 みちのく冷熱
株式会社 メイクホーム
有限会社 浜名設備
株式会社 岩手管工
有限会社 東伸工業
株式会社 よつばテクノ
有限会社 新世水機工業
有限会社 外山工務店
三水水道工業株式会社
有限会社 門坂工業
株式会社 姫神設備工業
有限会社 エルカサ
有限会社 田中水道工業所
有限会社 北山水道工業所
有限会社 みちのく水道
有限会社 幸和住設
有限会社 岩手向陽設備
有限会社 好摩水道工業
有限会社 中居建設
有限会社 田中建設
有限会社田村水道
有限会社工藤管工
有限会社佐々長水道
ヒロ工業
有限会社 遠藤設備工業
株式会社 工藤工務店
有限会社 高橋設備工業
工藤設備
株式会社 志和水管工
株式会社 綜合設備産業
株式会社 北光
有限会社 北栄設備
有限会社 アクアメンテナンス
シーエル工業株式会社
有限会社 瀬田燃料店
株式会社 双葉設備アンドサービス
ウチノ建設株式会社
富士水工業株式会社
有限会社 燦ケミカル
山王水道工事有限会社
東北アクア工業株式会社
北東北設備有限会社
有限会社 佐々木住設
有限会社 こずかた水道設備

684-3109
684-2661
687-5059
684-4915
684-2836
686-2852
699-1191
647-6135
684-3443
684-1090
688-0050
687-3187
688-3262
688-0121
688-5094
688-2578
688-2059
688-0333
641-3767
688-4462
688-3469
641-5121
645-1320
641-8372
645-1771
646-4952
641-0251
646-9511
646-9600
646-5110
661-5200
662-1633
662-9059
661-3538
661-8356
663-2828
661-8511
661-1511
605-9676
623-6356
661-6040
682-0173
019-562-3814
0195-62-2638
0195-62-3107
0195-76-2249
0195-76-2258
0195-75-0630
0195-74-2107
0195-74-4338
682-0077
0195-76-2483
019-907-3002
641-1351
641-3368
647-0311
648-0360
641-2684
641-2364
641-2281
641-8852
641-2241
648-1675
643-6102
647-2775
645-3855
645-0698
641-9211

滝沢村鵜飼字石留18番地15
滝沢村鵜飼字笹森10番地13号
滝沢村鵜飼字鬼越16番地211
滝沢村鵜飼字狐洞１番地131
滝沢村鵜飼字上山5番地50
滝沢村大釜字風林414番地12
滝沢村滝沢字土沢313番地
滝沢村滝沢字穴口148番地189
滝沢村滝沢字牧野林958番地2
滝沢村滝沢字室小路24番地5
滝沢村滝沢字葉の木沢山308番地39
滝沢村滝沢字外山2番地31
滝沢村滝沢字葉の木沢山561番地9
滝沢村滝沢字葉の木沢山308番地38
滝沢村滝沢字巣子152番地238
滝沢村滝沢字巣子274番地36
滝沢村滝沢字巣子276番地104
滝沢村滝沢字巣子725番地2
滝沢村滝沢字巣子199番地6
滝沢村滝沢字大崎274番地35
滝沢村滝沢字柳沢220番地1
盛岡市厨川一丁目15番46号
盛岡市厨川二丁目 8番21号
盛岡市厨川五丁目18番3号
盛岡市上堂三丁目8番8号
盛岡市上堂一丁目19番33号
盛岡市上堂三丁目10番31号
盛岡市上堂三丁目13番35号
盛岡市上堂三丁目15番10号
盛岡市上堂三丁目6番28号
盛岡市上田字松屋敷32番地3
盛岡市緑ケ丘１丁目19番１号
盛岡市松園一丁目3番18号
盛岡市松園一丁目29番7号
盛岡市東緑が丘36番13号
盛岡市緑が丘三丁目19番43号
盛岡市三ツ割三丁目13番19号
盛岡市三ツ割三丁目2番20号
盛岡市浅岸字中道22番地４
盛岡市山岸一丁目3番24号
盛 岡 市 山 岸 四 丁 目 9 番１号
盛岡市玉山区好摩字野中296番地
岩手町大字沼宮内第12地割21番地15
岩手町大字久保第8地割170番地2
岩手町大字一方井第4地割135番地39
八幡平市田頭第8地割84番地
八幡平市田頭第17地割78番地
八幡平市田頭第24地割6番地
八幡平市西根町平舘第29地割3番地19
八幡平市平舘第26地割129番地1
盛岡市玉山区好摩字新田151番地6
八幡平市大更第32地割277番地１
盛岡市高松三丁目12番８号コーポあけぼの１階
盛岡市月が丘三丁目25番35号
盛岡市みたけ二丁目 6番 1号
盛岡市みたけ二丁目11番11号
盛岡市みたけ三丁目10番7号
盛岡市みたけ三丁目38番58号
盛岡市みたけ三丁目4番14号
盛岡市みたけ三丁目7番37号
盛岡市みたけ四丁目5番22号
盛岡市みたけ五丁目10番48号
盛岡市みたけ六丁目1番23号
盛 岡 市 みたけ六 丁目8 番 4 号
盛岡市西青山二丁目18番3号
盛岡市西青山三丁目42番32号
盛岡市青山一丁目19番51号

株式会社 盛福水道工業
有限会社 北陵設備工業
株式会社 小林水道土木工業所
有限会社 北斗水道工業所
株式会社 ホーム建設
株式会社 クラシアン
有限会社 照井ポンプ
株式会社 山與
有限会社 盛安水道工業所
有限会社 三和水道工業所
佐々兼工業有限会社
有限会社 三協設備工業所
株式会社 田中組
樋下建設株式会社
株式会社 高
設
株式会社 内澤建設
株式会社 滝沢工業
株式会社 杜陵工業
有限会社 盛岡熱動
有限会社 東洋設備企画
株式会社 友工業
馬渕川設備 株式会社
株式会社 東北ターボ工業
斉藤設備
中亀建設株式会社
旭管工 株式会社
盛岡水道工業 株式会社
藤沢設備
有限会社 カネシゲ工業
有限会社 中野設備工業所
有限会社 アメニティーサービス
盛和工業 株式会社
有限会社 大広興業
有限会社 ワガワ水道工業
株式会社 ケーエヌ工業
有限会社 丸水工業
明北産業株式会社
ヤナセ設備サービス
株式会社 中村建設
株式会社 ウォーターワークス
有限会社 設備ポート
アイアイ・トータルメンテナンス有限会社
株式会社 山崎組
有限会社 浅沼地下水
菱和設備株式会社
株式会社 シリウス
盛岡ガス工業株式会社
東都工業
積和建設北東北株式会社
有限会社 サン住設
岩手日化サービス株式会社
熊谷設備
有限会社 三星住設
株式会社 都南建設
株式会社 リフォームサービス岩手
タカヨ建設株式会社
有限会社 昆組
株式会社 水清建設
大進建設株式会社
くみあい鉄建工業株式会社
株式会社 水本
有限会社 丸水工業矢巾
株式会社 富岡鉄工所
小野寺水道設計
有限会社 北都建総
有限会社 ホームグリーンテクノ
信幸プロテック株式会社

647-3286
645-1170
647-0419
647-1168
648-3862
645-8711
622-0808
653-1221
647-1776
624-6266
623-2445
622-7620
624-4509
625-3737
645-4286
646-4283
659-1122
656-2500
658-1424
658-0733
658-0350
659-2188
673-8211
635-7208
636-0223
636-0711
635-2260
636-3191
614-2511
605-7660
637-0463
658-1505
692-5744
692-5521
692-5051
692-5456
692-4195
692-3433
691-1100
019-637-7622
654-3208
654-1229
652-3088
636-4812
654-2602
614-9515
638-6144
635-5914
638-1222
637-2861
696-5611
638-1080
639-6670
637-1455
637-2003
697-2245
697-6058
697-2318
697-2550
697-2845
697-3141
697-5152
672-2303
0198-22-6543
0198-26-2676
0197-51-6163
697-7200

盛岡市中堤町28番26号
盛岡市中堤町34番37号
盛岡市北天昌寺町2番8号
盛岡市天昌寺町9番43号
盛岡市前九年三丁目26番1号
盛岡市前九年二丁目6番10号
盛岡市城西町13番20号
盛岡市城西町13番77号
盛岡市北夕顔瀬町5番13号
盛岡市本町通一丁目15番 7号
盛岡市清水町10番13号
盛岡市松尾町2番6号
盛岡市住吉町12番24号
盛岡市菜園一丁目6番3号
盛岡市上厨川字横長根10番地
盛岡市上厨川字野子146番地1
盛岡市上太田碇34番地1
盛岡市上太田三枚橋55番地１
盛岡市上太田弘法清水 1番地
盛岡市中太田深持72番地2
盛岡市中太田屋敷田107番地2
盛岡市下太田田中1番地8
盛岡市下太田田中1番地2
盛岡市本宮字小幅35番地3
盛岡市仙北一丁目16番5号
盛岡市南仙北一丁目 3番 8号
盛岡市南仙北一丁目19番31号
盛岡市東仙北二丁目5番13号
盛岡市飯岡新田4地割187番地1
盛岡市湯沢5地割46番地1号
盛岡市湯沢18地割25番地8
盛岡市猪去的場37番地2
雫石町仁佐瀬30番地7
雫石町上町東51番地
雫石町柿木151番地4
雫石町名子242番地2
雫石町西安庭第15地割45番地6
雫石町御明神志戸前86番地6
雫石町下曽田69番地
盛岡市湯沢南二丁目16番８号
盛岡市東桜山37番19号
盛岡市つつじが丘4番15号
盛岡市加賀野三丁目12番30号
盛岡市向中野字道明35番地
盛岡市東安庭二丁目 7番20号
盛岡市東安庭二丁目12番15号
盛岡市東見前7地割152番地
盛岡市津志田中央一丁目6番地28
盛岡市津志田中央二丁目7番地18
盛岡市津志田18地割23番地11
盛岡市黒川22地割56番地
盛岡市三本柳3地割19番地11
盛岡市三本柳4地割16番地18
盛岡市三本柳23地割23番地1
矢巾町流通センター南四丁目3番4号
矢巾町大字下矢次第２地割23番地
矢巾町大字高田第４地割17番4号
矢巾町大字西徳田第5地割201番地2
矢巾町大字間野々第１地割143番地1
矢巾町大字下矢次第１地割16番地
矢巾町大字南矢幅第6地割72番地
矢巾町大字南矢幅第14地割37番地8
紫波町桜町字下川原35番地１
花巻市西宮野目14地割8番地18
花巻市二枚橋6地割26番地1
水沢市秋葉町138
紫 波 郡 矢 巾 町 広 宮 沢 第８地 割５番 地１

盛岡市青山四丁目44番13号
19.11.30現在

5

