
中新川広域行政事務組合
排水設備指定工事店一覧表　　　　　    　（令和５年４月１０日現在）

号 指定工事店 代表者氏名 　住　　　所
第１号 （有）青木工業 青木　勲 上市町 熊野町１４０ ０７６ ４７２－０１２９
第６号 （有）おかもと 戸村　直史 上市町 正印２７０ ０７６ ４７２－３２９１
第７号 酒井建設（株） 酒井　健吉 上市町 下経田２２６ ０７６ ４７２－０２２２
第９号 佐野配管設備 佐野　好子 上市町 神田１４３ ０７６ ４７２－２７４１
第10号 （有）シシト住設 宍戸　吉洋 上市町 新町３４ ０７６ ４７２－０７１３
第12号 （有）信正設備 平井　正一 上市町 野開発３５３－２ ０７６ ４７３－０００９
第14号 スペース設備（株） 野崎　晴文 上市町 神田６３０ ０７６ ４７３－１９１１
第16号 （株）土肥鉄工 土肥　勝則 上市町 旭町１０６６ ０７６ ４７２－０６４２
第17号 （有）富樫工業所 富樫　覚 上市町 北島１２７２ ０７６ ４７２－２７２４
第18号 （有）永原配管 永原　隆治 上市町 柿沢１３１６ ０７６ ４７２－４６２８
第20号 （有）堀田設備 堀田　茂 上市町 広野２６１ ０７６ ４７３－０４１０
第22号 吉田住宅設備 吉田　弘治 上市町 広野２５０１ ０７６ ４７２－６９２５
第27号 城戸配管 城戸　庸雄 立山町 柿の木沢５－１６ ０７６ ４６２－２５４４
第28号 佐伯設備 佐伯　道雄 立山町 千垣１４７ ０７６ ４８２－１４０８
第29号 （株）佐藤配管工業 佐藤　俊雄 立山町 蔵本新１２６－４ ０７６ ４６３－０１２０
第31号 （有）塚本配管設備 塚本　克生 立山町 前沢３０８２－１９ ０７６ ４６３－２０２２
第32号 （有）戸田管工 戸田　忍 立山町 前沢３０４２－２１ ０７６ ４６３－１００１
第33号 （有）成瀬鉄工所 成瀬　勝彦 立山町 上瀬戸６６ ０７６ ４６３－０３７０
第34号 （有）日本海特廃サービス 松本　心 立山町 日中１０７４－２ ０７６ ４６３－２７２２
第35号 ハラ水道工業所 原　裕貞 立山町 道源寺５２７－３ ０７６ ４６２－１１７８
第36号 （株）藤井住宅設備 藤井　忠則 立山町 米沢３１ ０７６ ４６３－０２８８
第37号 （有）古本住設 黒崎　道浩 立山町 米沢２２－１５ ０７６ ４６３－０２９３
第38号 古本設備工業 古本　忠雄 立山町 浦田３８１－５ ０７６ ４６２－１２６０
第39号 （株）森井工務所 森井　雅 立山町 五百石２０４ ０７６ ４６３－１３４７
第40号 山川配管 山川　勇 立山町 野町１１１ ０７６ ４６３－３２９４
第41号 （有）山口鉄工所 山口　忠司 立山町 利田６６０ ０７６ ４６２－３３５２
第42号 （株）吉川工業 吉川　仁 立山町 五郎丸８０－１ ０７６ ４６３－３３０３
第47号 竹瀬設備工業 小川　紘暉 富山市 城北町12-4 ０７６ ４４１－８１１８
第48号 （株）中川工業 中川　邦光 富山市 水橋金広６４－１ ０７６ ４７８－４６６３
第49号 西田工業（株） 西田　康政 富山市 石金１－３－２４ ０７６ ４２４－１１３３
第50号 （株）浜田管設 浜田　健一 富山市 水橋西天神町７１２ ０７６ ４７８－００５１
第51号 （株）福山設備工業 福山　博 富山市 上飯野１２－１ ０７６ ４５１－４１５１
第53号 （株）石倉設備工業 石倉　優明 滑川市 浜四ツ屋１４０－１ ０７６ ４７６－０３９０
第55号 慶野住設（株） 慶野　大輔 魚津市 北鬼江３５７－６ ０７６５ ２４－２６２５
第57号 （株）スペースシステム 山澤　辰範 魚津市 本江３２０７－３ ０７６５ ２４－６２２５
第60号 （株）又六管工 小野　俊雄 滑川市 安田１１７ ０７６ ４７４－１１５０
第61号 （株）松下工業 松下　栄信 富山市 中島３丁目４－２０ ０７６ ４３３－２０４０
第62号 （有）松本衛生特殊工業所 松本　光弘 上市町 錦町１ ０７６ ４７２－００３９
第65号 中央管機カクユー（株） 近藤　秀樹 富山市 堀川町３５７－２ ０７６ ４２３－１１１０
第66号 富山地鉄建設（株）高岡 椙本　和道 高岡市 江尻字村中１２４３－１ ０７６６ ２２－４８９３
第68号 （株）北陸総合建設 押田　通 富山市 掛尾町230－1 ０７６ ４９１－１４９１
第69号 坂井管工業（株） 鍔田　剛年 富山市 萩原３７７－１ ０７６ ４９１－３１５８
第70号 （株）コーシン 田中　教之 富山市 中川原新町３８７－９ ０７６ ４２４－７７２６
第71号 （有）北村配管工業 北村　実豊 富山市 中布目３１３ ０７６ ４２９－５２３２
第77号 （有）ニッセツ工業 高森　彰 富山市 高屋敷６２５ ０７６ ４２５－２１５５
第78号 （有）住設大協 茂住　光男 高岡市 古定塚３－１３ ０７６６ ２１－６６２９
第80号 （有）ナカツボ 中坪　敏幸 富山市 上布目２０２ ０７６ ４２９－８７４１
第82号 （有）福田設備 有磯　英和 魚津市 仏田２３７１－２ ０７６５ ２４－９１８７
第83号 第一冷熱（株） 堀田　哲弘 富山市 古寺３７９－４ ０７６ ４２１－２０９２
第84号 毛利プロパン（株） 毛利　晃 滑川市 上小泉２６８１ ０７６ ４７５－１６０８
第87号 碓井建設（株） 碓井　隆 上市町 郷柿沢４１６ ０７６ ４７２－０５９３
第88号 （有）中川配管工業所 伊東　恒一 富山市 善名２３２ ０７６ ４８３－１４６８
第94号 （有）川口工業 川口　寛 富山市 水橋舘町６３０ ０７６ ４７８－３５２２
第95号 ワコー設備 山崎　繁 富山市 藤木２７０６ ０７６ ４２５－３４３７
第96号 コマタ設備工業（有） 小俣　徳重 富山市 中川原４３３ ０７６ ４２３－２５２５
第97号 森商事（株） 森　幹男 富山市 二口町５丁目４－３ ０７６ ４２２－１４１１
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号 指定工事店 代表者氏名 　住　　　所
第99号 （有）松下配管工業 松下  智洋 滑川市 河端町７７ ０７６ ４７５－０８３７
第100号 （有）カマキチ 金森　裕治 高岡市 波岡１１０８－１ ０７６６ ２５－０１８３
第101号 松下管工業所 松井  幸吉 富山市 大島１丁目６３－８ ０７６ ４２１－０１１７
第103号 （有）宮崎住設 宮崎  憲和 黒部市 石田９１０－１ ０７６５ ５４－１５５８
第104号 （株）大熊配管所機工 大熊  敏行 滑川市 荒俣２８１－２ ０７６ ４７５－４２８０
第107号 （有）ホンマル設備 本馬  兼二 富山市 八日町１２８－３ ０７６ ４２９－３８９８
第108号 （有）日本海システム設備 館野  政春 高岡市 角１０６－２５ ０７６６ ２２－７７６６
第109号 （有）石原電業 石原  清 立山町 大窪１２２ ０７６ ４６２－１１００
第110号 コロムビア電設工業（株） 石黒  大 富山市 稲荷元町３丁目2-2 ０７６ ４４１－３３０７
第113号 フジキ設備 藤木　修二 富山市 藤木１５１０ ０７６ ４２３－７１４０
第114号 吉枝工業（株） 吉枝　貴之 黒部市 三日市２８８４－２ ０７６５ ５２－０２４３
第116号 （株）タイト 永田　忠司 富山市 上冨居2丁目28番38号 ０７６ ４９３－１１２９
第117号 （株）クレハロ 福田　可也 富山市 針原中町５００－１ ０７６ ４５１－９０８６
第118号 沢村設備 沢村　秀雄 上市町 鍵町１０９ ０７６ ４７２－２６４７
第119号 松嶋建設（株） 松嶋　幸夫 立山町 道源寺５７４ ０７６ ４６３－０８８５
第120号 （株）日本クリーン 前沢　昭 富山市 海岸通８－３３ ０７６ ４３８－９２２２
第121号 正栄工業（株） 不破　理史 富山市 粟島町３丁目１１－２３ ０７６ ４４１－０５０６
第122号 （有）坂東設備 坂東　昭 射水市 鷲塚４３３－２ ０７６６ ５５－１４９４
第123号 野沢工業（株） 野沢　貢 立山町 浦田１１９３ ０７６ ４６２－１１２７
第124号 アシスト松島 松島　孝幸 立山町 福田３１２ ０７６ ４６３－６０６８
第125号 宮本工業所 宮本　梅則 富山市 本宮１８５９ ０７６ ４８１－１４１４
第126号 （有）石田設備工業 石田　雄一 富山市 善名１３１－２ ０７６ ４８３－２２１０
第127号 （有）協和管工住設 安本　知生 滑川市 安田６１６ ０７６ ４７４－１９３０
第129号 （有）岩田鉄工所 岩田　浩 滑川市 吾妻町２３８１ ０７６ ４７５－０４５３
第130号 （有）セイブ設備工業 高橋　清治 富山市 金屋１－１４１０ ０７６ ４４２－０４３６
第132号 幸塚汽力工業（株） 幸塚　榮三 高岡市 上四屋１－５ ０７６６ ２２－３１２５
第135号 ナカヤ設備 中谷　智靖 高岡市 常国５３３ ０７６６ ３６－１３５３
第136号 前田住設 前田　輝男 小矢部市　内御堂２１８ ０７６６ ６１－１１２１
第138号 （有）寺崎設備工業所 寺崎　博之 魚津市 大字石垣村１２ ０７６５ ２２－８４６９
第139号 （株）理温工業 長井　憲治 富山市 開４９２ ０７６ ４２１－６７２８
第141号 （有）飯山建創 飯山　玲子 富山市 平榎９０番地の２ ０７６ ４３７－９９９１
第144号 鈴木工業（株） 嘉藤　肇 富山市 総曲輪４丁目11-1 ０７６ ４２３－２１５５
第147号 三井住設 三井　満晴 魚津市 島尻７46番地1 ０７６５ ３２－８１１０
第149号 丸谷工業（株） 嘉指　充明 富山市 根塚町１－８－９ ０７６ ４２１－０５４３
第153号 菅原建設（株） 菅原　久幸 立山町 金剛寺８１ ０７６ ４６３－００５５
第156号 （株）マツバラ工務店 松原  雅俊 魚津市 本江新町１０－２ ０７６５ ２４－０９０８
第158号 セントラル設備 西野  憲治 射水市 庄西町２丁目17-12 ０７６６ ８４－６９１８
第159号 （株）シンソ－ワ 山崎　敏正 富山市 水橋伊勢屋176-1 ０７６ ４７９－０７００
第160号 藤木工業（株） 藤木　幸雄 富山市 藤木522-3 ０７６ ４２１－５１５６
第161号 ナカムラサービス 中村　誠 富山市 長江新町２丁目7-6 ０７６ ４２１－９７８７
第162号 上田住宅設備（株） 上田  博樹 滑川市 柳原１９番地５ ０７６ ４７５－０８３４
第164号 酒井設備 酒井　敏男 立山町 浅生１４５－３ ０７６ ４６３－５３９８
第167号 （有）西田環境保全センター 西田　泰弘 上市町　稗田１４－１ ０７６ ４７２－４７５２
第168号 太閤産業（株） 若林　実 富山市 草島１５－１５ ０７６ ４３５－１０２０
第169号 （有）エアコート 横山　敦 富山市 田中町４丁目7-1 ０７６ ４４４－６２４１
第171号 （有）栄管工業 岩城　克美 富山市 中川原新町７８ ０７６ ４２３－８５２１
第172号 （株）丸岡産業 岡田　正敏 富山市 窪新町８－２６ ０７６ ４４２－４３０４
第173号 稲元工業（株） 稲元　俊雄 高岡市 下黒田８８８－１ ０７６６ ２５－０２２０
第175号 （株）北陸ハウジング 竹山　勝弘 富山市 山室荒屋新町１２０ ０７６ ４９２－４５５６
第176号 柳瀬配管 柳瀬　和幸 上市町 横越２８ ０７６ ４７２－１９４９
第179号 （株）平崎設備 平崎　隆 魚津市 平伝寺６８８－１ ０７６５ ２２－４７９２
第180号 （株）ユニテ 花井  千赴 富山市 二口町1丁目2-7 ０７６ ４９５－９０１０
第181号 畠山工業（株） 畠山　明 魚津市 吉島2丁目2-5 ０７６５ ２２－５３３０
第185号 （株）タニカワ 谷川　勝信 富山市 根塚町3丁目8-7 ０７６ ４２５－２２６６
第186号 ナサホームサービス 中川　諭 富山市 下番３４５ ０７６ ４８３－１４３２
第192号 （株）シンコー設備 吉田  香太郎 滑川市 四屋新1050-2 ０７６ ４７６－５０８８
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第194号 （有）栗原鉄工 栗原　誠 富山市 加納133 ０７６ ４６８－２０８９
第199号 （有）ヤマダ設備 山田　正博 高岡市 五十里2080番地の2 ０７６６ ２１－９７９１
第202号 坪井住設 坪井　武 富山市 呉羽町2905 ０７６ ４３６－５５９０
第203号 （有）藤井設備工業 藤井　久成 富山市 北代５２７３番地３ ０７６ ４３６－６５２７
第206号 丸新志鷹建設（株） 志鷹　新樹 立山町 芦峅寺49 ０７６ ４８１－１２０１
第207号 フカガワ設備 深川　資之 上市町 神田274-2 ０７６ ４７３－２７６１
第208号 （株）西和 西宮　利春 富山市 豊田本町3丁目17-40 ０７６ ４３１－６９７７
第209号 （有）西村工業 西村　潤一 富山市 太田175-5 ０７６ ４２０－８０１１
第212号 （有）アクティ・コーポレーション 西川　克己 富山市 金泉寺552-1 ０７６ ４５２－６１１０
第216号 （有）ふくしま住設 福島　昌之 富山市 八尾町水谷１１７番地 ０７６ ４５４－６２７９
第217号 （株）山本組 山本　智徳 上市町 大岩101 ０７６ ４７２－２３１６
第223号 北陸フジクリーン（株） 福田　正和 富山市 塚原６番地１ ０７６ ４２９－４１７０
第224号 （株）酒喜組 酒井　義廣 上市町 黒川604 ０７６ ４７３－０８１１
第225号 パイテック住設 稲谷　幸男 上市町 川原田1番地1 ０７６ ４７２－６３９４
第226号 カミヤ設備 上谷　祐徳 立山町 高原３番地 ０７６ ４６３－４９２８
第227号 （株）廣瀬組 廣瀬　慎也 富山市 水橋中村３６１番地 ０７６ ４７８－１３４３
第231号 アムズ（株）富山支店 北方　聡 富山市 下新本町１番９号 ０７６ ４４１－８８４７
第232号 おおぞら工業 窪田　和也 富山市 久方町４番３２号 ０７６ ４３３－４１１４
第234号 （株）ライフシステム 小坂　吐夢 魚津市 袋１７５番地 ０７６５ ２２－６９９０
第235号 （株）西田組 西田　明夫 立山町 上中２３２番地 ０７６ ４６２－３４６９
第237号 （株）フジショー 藤井　将也 富山市 布市４０８番地１ ０７６ ４８１－６６９８
第239号 十方設備工業（株） 増田　幸正 富山市 新根塚町2丁目11-4 ０７６ ４２１－７０２５
第240号 (株)ナリキ 成伯　将史 富山市 向新庄町一丁目15番54号 ０７６ ４５１－７８６８
第244号 (有)池田水道店 池田　賢治 富山市 八尾町黒田３３５３ ０７６ ４５５－３７５０
第246号 （株）成憲 横山　憲一 富山市　緑町1丁目2-11 ０７６ ４２４－８７７０
第247号 (有)小林住設工業 小林　甚一 富山市 開２４７番地 ０７６ ４２４－５１７０
第248号 (有)飛騨設備 山田　誠一 富山市 黒瀬147番地1 ０７６ ４２２－２８０１
第249号 富田水道サービス 富田　外治 立山町 宮路92番地 ０７６ ４８３－３０８７
第250号 タサダ工業（株） 田　義幸 高岡市 伏木古府三丁目３番３５号 ０７６６ ４４－２８３１
第251号 （株）清田工業 清田　由孝 滑川市 追分３５７６ ０７６ ４７７－１４０１
第252号 （有）きんた 金田　俊樹 上市町 極楽寺１８９ ０７６ ４７２－６６０９
第253号 （株）オーク 大井　邦彦 富山市 田中町二丁目17番3号 ０７６ ４８２－４４４７
第254号 （株）ケーインダストリー 楞谷　和洋 魚津市 諏訪町１番２７号 ０７６５ ２２－６５０３
第255号 ＫＲＳ 亀田　力也 富山市 豊田町1丁目3番47号 ０７６ ４５６－３５８９
第256号 堀田設備 堀田　忠義 富山市 高畠町1丁目11番16号 ０７６ ４３７－６８３４
第258号 シミズ設備 清水　隆宏 富山市 秋吉４８番２ ０７６ ４９３－７４５８
第259号 （株）タケワキ 武脇　隆人 富山市　舟橋今町２番１８号 ０７６ ４３２－３０７７
第261号 （株）石井設備 石井　寛之 富山市 石屋２９６番地２ ０７６ ４８２－３１８１
第263号 (有)内山設備 内山　学 富山市 布目緑町490番地の4 ０７６ ４３５－１０７４
第264号 丸嘉工業(株) 嘉戸　達也 富山市 荒川三丁目2番15号 ０７６ ４２１－２９５６
第265号 (株)赤井管機 赤井　孝之 射水市 本江針山151番地 ０７６６ ８６－０８０５
第266号 トラスト設備 吉崎　勇一 富山市 水橋稲荷町727番地 ０７６ ４７８－２１１２
第267号 （株）ライフサービス 伊勢　徹 富山市 金屋2033番地 ０７６ ４４１－７７７３
第268号 １stSERVICE（株）砺波営業所 寺松　誠 砺波市 五郎丸664番地2 ０７６３ ３４－７３３１
第269号 アクル 中川　秀輔 富山市 新庄町２４番地 ０７６ ４５１－６９８９
第270号 ミヤナガ設備 宮永　和徳 滑川市 田中新町１７番地４ ０７６ ４７５－４１２６
第271号 東工業 村井　達也 富山市 岩瀬松原町３７番地５ ０７６ ４３７－４１３１
第272号 大鷹建設（株） 志鷹　淳一 富山市 野町１３８番地の６ ０７６ ４３４－６０８７
第273号 (有)二川商店 二川　裕明 上市町 北島１３３１番地 ０７６ ４７２－０４４７
第274号 （株）ミヤミシステム 宮前　久雄 高岡市 内免三丁目３番６号 ０７６６ ２５－８０１２
第275号 サン住設 三盃　憂治 射水市 高場新町2丁目84番地1 ０７６６ ８６－３５５８
第276号 加藤配管 加藤　幸太 朝日町 宮崎１１８０番地８ ０７６５ ８２－２４３９
第277号 Ｋ－ＲＥＰＡＩＲ 金山　譲 滑川市 上小泉２４９番地 ０９０ ４３２８－４１６９
第278号 （株）カワモト設備 河本　剛弘 富山市 今市５６０番地５(S-29) ０７６ ４７１－８５０２
第279号 41ライフシステム 栗原　啓 富山市 高内１２９番地 ０７６ ４８２－６９３３
第280号 (株)タイセツ 雨宮　賢次 富山市 八尾町福島７７４番地１ ０７６ ４５５－２３８８
第281号 (株)Ｈｉ・ＵＰ 清水　宏計 富山市 月見町二丁目３２番地 ０７６ ４５６－１８９３

電　　　話



中新川広域行政事務組合
排水設備指定工事店一覧表　　　　　    　（令和５年４月１０日現在）

号 指定工事店 代表者氏名 　住　　　所
第282号 (有)タイヨウ 平野　実 富山市 婦中町千里３０８７番地 ０７６ ４６９－５８２５
第283号 称名土木(株) 野沢　竜太郎 立山町 辻１７番地 ０７６ ４６１－５７５５
第284号 水彩屋 加藤　雄二 富山市 花園町三丁目7番17-201号 ０７０ ５１４６－８０２４
第285号 (有)角井住設 角井　宗市 高岡市 伏木錦町２番１２号 ０７６６ ４４－０９９４
第286号 川岸設備 川岸　芳慎 魚津市 北鬼江１０３０番地 ０７６５ ２２－２０２８
第287号 株式会社森崎 森崎　雅久 富山市 向新庄三丁目7番22号 ０７６ ４５１－４５６３

電　　　話


