射水市指定給水装置工事事業者一覧

（令和4年5月30日現在）
地区No

地区

1 新湊

業者名

指定番号

市町村名

所在地

指定証有効期限

集計

3

金工務店

射水 射水市川口565番地1

0766-84-0760 令和7年9月29日 1

6

株式会社 赤井管機

射水 射水市本江針山151番地

0766-86-0805 令和7年9月29日 1

8

有限会社 シンプロ

射水 射水市中央町13番10号

0766-84-2705 令和7年9月29日 1

10 株式会社 北野テック

射水 射水市善光寺28番16号

0766-84-4123 令和7年9月29日 1

12 株式会社 森工業 新湊営業所

射水 射水市新片町4丁目3番6号

0766-84-7105 令和7年9月29日 1

13 有限会社 釣住設

射水 射水市本町三丁目15番10号

0766-84-3733 令和7年9月29日 1

20 野田設備

射水 射水市松木887番地

0766-84-5748 令和7年9月29日 1

24 株式会社 関原配管

射水 射水市海老江練合186番地

0766-86-0382 令和7年9月29日 1

33 有限会社 温井管工業

射水 射水市中央町25番13号

0766-82-7238 令和7年9月29日 1

38 株式会社 杉田住設

射水 射水市桜町18番14号

0766-84-3897 令和7年9月29日 1

45 大塚配管設備工業

射水 射水市松木828番地2

0766-82-4566 令和7年9月29日 1

61 岩井設備工業

射水 射水市浜開新町9番1号

0766-86-1848 令和7年9月29日 1

96 有限会社 野崎設備

射水 射水市七美1161番地

0766-86-0605 令和7年9月29日 1

151 セントラル設備

射水 射水市庄西町2丁目17番12号

0766-84-6918 令和8年9月29日 1

175 アロ交易株式会社

射水 射水市本町3丁目19番16号

0766-84-2991 令和4年9月29日 1

192 有限会社 北陸基礎技術工業

射水 射水市本町2丁目6番2号

0766-84-3954 令和4年9月29日 1

217 総合設備

射水 射水市八幡町二丁目4－43

0766-84-0905 令和4年9月29日 1

262 北晃工業有限会社

射水 射水市七美192-15

0766-86-1666 令和6年9月29日 1

289 サン住設

射水 高場新町2丁目84-1

0766-86-3558 令和6年9月29日 1

宮島

新湊 集計
2 小杉

電話番号

19

1

有限会社 野手配管

射水 射水市青井谷4141番地

0766-56-1546 令和7年9月29日 1

4

有限会社 昭和シーエス

射水 射水市小杉白石22番地

0766-50-9666 令和7年9月29日 1

14 有限会社 坂東設備

射水 射水市鷲塚433番地の2

0766-55-1494 令和7年9月29日 1

17 丸芳工業株式会社

射水 射水市三ケ2488番地3

0766-56-1255 令和7年9月29日 1

25 有限会社 小杉設備工業

射水 射水市戸破2218番地

0766-55-2706 令和7年9月29日 1

28 株式会社 倉田冷熱

射水 射水市三ケ923番地

0766-55-3392 令和7年9月29日 1

29 株式会社 ばんどー工業

射水 射水市戸破2864番地

0766-55-3036 令和7年9月29日 1

34 有限会社 佐伯設備

射水 射水市三ケ478番地2

0766-55-3290 令和7年9月29日 1

35 株式会社 織田

射水 射水市戸破4112番地の1

0766-55-0104 令和7年9月29日 1

79 津田配管

射水 射水市三ケ1021番地

0766-55-1040 令和7年9月29日 1

181 コエダ工業

射水 射水市土代1699

0766-56-3297 令和4年9月29日 1

201 有限会社 肥田建設

射水 射水市池多250-1

0766-56-1854 令和4年9月29日 1
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0766-55-4610 令和5年9月29日 1

258 Fix up キタ設備

射水 射水市三ケ2533-2

0766-57-8477 令和6年9月29日 1

281 川原工業

射水 射水市戸破1075-1

076-437-6675 令和6年9月29日 1

291 有限会社 サンキサービス

射水 射水市手崎1163-1

0766-55-2829 令和7年3月17日 1

299 松永設備

射水 射水市黒河425番地2

0766-56-1682 令和8年5月11日 1
17

27 中村配管設備

射水 射水市島289番地

0766-52-1479 令和7年9月29日 1

46 山本工業

射水 射水市荒町173番地

0766-54-1919 令和7年9月29日 1

122 有限会社 折橋燃料店

射水 射水市大門10番地

0766-52-0265 令和8年9月29日 1

124 山田建設工業

射水 射水市土合1312番地1

0766-52-2536 令和8年9月29日 1

134 ハヤシ住設サ－ビス

射水 射水市上条57番地1

0766-52-6926 令和8年9月29日 1

199 青木住設

射水 射水市二口2252-1

0766-52-4205 令和4年9月29日 1

7

6

株式会社 伸和設備工業

射水 射水市八塚227番地の3

0766-52-4270 令和7年9月29日 1

37 北陸断熱工業株式会社 大門営業所

射水 射水市八塚458番地

0766-21-0115 令和7年9月29日 1

41 野村住設

射水 射水市南高木277番地

0766-52-1663 令和7年9月29日 1

55 株式会社 システムホリタ

射水 射水市新開発72番地

0766-52-1455 令和7年9月29日 1

194 マル栄設備

射水 射水市今開発353番地

0766-55-2285 令和4年9月29日 1

243 深田設備

射水 射水市北野1489番地

0766-52-1887 令和5年9月29日 1

大島 集計
5

下

5

6

三浦工業

射水 射水市加茂中部1253番地

下 集計
11 富山

集計

射水 射水市戸破714番地

大門 集計
4 大島

指定証有効期限

246 有限会社 太陽空調サービス

小杉 集計
3 大門

電話番号

0766-59-2050 令和7年9月29日 1
1

69 コロムビア電設工業株式会社

富山 富山市稲荷元町3丁目2の2

076-441-3307 令和7年9月29日 1

74 株式会社 理温工業

富山 富山市関492番地

076-421-6728 令和7年9月29日 1

76 株式会社 福山設備工業

富山 富山市上飯野12番地1

076-451-4151 令和7年9月29日 1

77 西田工業株式会社

富山 富山市石金1丁目3-24

076-424-1133 令和7年9月29日 1

78 正栄工業株式会社

富山 富山市粟島町3丁目11-23

076-441-0506 令和7年9月29日 1

80 坂井管工業株式会社

富山 富山市萩原377番1

076-491-3158 令和7年9月29日 1

92 ダイエー設備工業株式会社

富山 富山市黒瀬550番地

076-421-7914 令和7年9月29日 1

112 有限会社 北村配管工業

富山 富山市中布目313番地

076-429-5232 令和8年9月29日 1

113 丸谷工業株式会社

富山 富山市根塚町一丁目8番9号

076-421-0543 令和8年9月29日 1

123 有限会社 ホンマル設備

富山 富山市八日町128番地の3

076-429-3898 令和8年9月29日 1
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127 中央管機カクユー株式会社

富山 富山市堀川町357番地の2

076-423-1110 令和8年9月29日 1

144 有限会社 藤井設備工業

富山 富山市北代5273番地3

076-436-6527 令和8年9月29日 1

149 フジキ設備

富山 富山市藤木1510番地

076-423-7140 令和8年9月29日 1

155 松下管工業所

富山 富山市大島1丁目63番地の8

076-421-0117 令和8年9月29日 1

157 有限会社 セイブ設備工業

富山 富山市金屋1410番地

076-442-0436 令和8年9月29日 1

160 株式会社 ユニテ

富山 富山市二口町一丁目2番7号

076-495-9010 令和8年9月29日 1

164 有限会社 川口工業

富山 富山市水橋舘町630番地

076-478-3522 令和8年9月29日 1

165 有限会社 アクティ・コーポレーション

富山 富山市金泉寺552番地の1

076-452-6110 令和8年9月29日 1

173 株式会社 ナリキ

富山 富山市向新庄町一丁目15番54号 076-451-7868 令和8年9月29日 1

178 株式会社 三雄

富山 富山市北代235-40

187 株式会社 富山大管工業

富山 富山市呉羽富田町5795番地の8 076-434-0446 令和4年9月29日 1

195 高野配管

富山 富山市杉谷217

074-434-2053 令和4年9月29日 1

202 有限会社 智生建設

富山 富山市下堀66

076-423-1250 令和4年9月29日 1

203 富山空調電設株式会社

富山 富山市新庄本町二丁目8番7号 076-451-9588 令和4年9月29日 1

204 豊田設備工業

富山 富山市向新庄町1丁目30-2

076-452-9345 令和4年9月29日 1

208 相澤建設株式会社

富山 富山市上飯野43番地の5

076-451-2345 令和4年9月29日 1

210 有限会社 征伸工業

富山 富山市綾田町1‐28‐24

076-432-8758 令和4年9月29日 1

212 三和設備工業

富山 富山市宮保396‐4

076-429-5059 令和4年9月29日 1

218 鈴木工業株式会社

富山 富山市総曲輪4丁目11番1号

076-423-2155 令和4年9月29日 1

221 ユーキ設備工業

富山 富山市中川原182-74

076-492-5640 令和4年9月29日 1

224 株式会社 タイト

富山 富山市上冨居2-28-38

076-411-6616 令和5年9月29日 1

225 有限会社 ふくしま住設

富山 富山市八尾町水谷117

076-454-6729 令和5年9月29日 1

229 有限会社 ニッセツ工業

富山 富山市高屋敷625番地

076-425-2155 令和5年9月29日 1

230 株式会社 アンスイ

富山 富山市向新庄町四丁目14番5号 076-407-5825 令和5年9月29日 1

233 有限会社 内山設備

富山 富山市布目(緑町)490-4

076-435-1074 令和5年9月29日 1

236 株式会社 金田住設

富山 富山市長江本町１番24号

076-464-3981 令和5年9月29日 1

237 おおぞら工業

富山 富山市久方町4番32号

076-433-4114 令和5年9月29日 1

240 有限会社 中川配管工業所

富山 富山市善名232番地

076-483-1468 令和5年9月29日 1

241 アクル

富山 富山市新庄町24番地

076-451-6986 令和5年9月29日 1

244 株式会社 松下工業

富山 富山市中島3丁目4番20号

076-433-2040 令和5年9月29日 1

247 有限会社 栄光設備工業所

富山 富山市水橋辻ヶ堂2109

076-478-1787 令和5年9月29日 1

248 北陸フジクリーン株式会社

富山 富山市塚原6番地の1

076-429-4170 令和5年9月29日 1
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250 株式会社 浜田管設

富山 富山市水橋西天神町712

251 千田住設工業

富山 富山市婦中町希望ヶ丘586番地 076-491-3543 令和5年9月29日 1

254 株式会社 タケワキ

富山 富山市舟橋今町2-18

076-432-3077 令和5年9月29日 1

255 株式会社 フジショー

富山 富山市布市408-1

076-481-6698 令和5年9月29日 1

260 株式会社 成憲

富山 富山市緑町１丁目2-11

076-424-8770 令和6年9月29日 1

264 シミズ設備

富山 富山市秋吉48-2

076-493-7458 令和6年9月29日 1

267 有限会社 タイヨウ

富山 富山市婦中町千里3087

076-469-5825 令和6年9月29日 1

268 ＫＲＳ

富山 富山市豊田町1丁目3-47

076-437-5772 令和6年9月29日 1

269 イシムラ設備企画Ｊ

富山 富山市五福52-1

076-421-3858 令和6年9月29日 1

270 有限会社 石田設備工業

富山 富山市善名131番地2

076-483-2210 令和6年9月29日 1

271 大和興業株式会社

富山 富山市婦中町笹倉444番地21

076-466-4406 令和6年9月29日 1

279 株式会社 タイセツ

富山 富山市八尾町福島774-1

076-455-2388 令和6年9月29日 1

282 株式会社 カワモト設備

富山 富山市今市560番地5

076-471-8502 令和6年9月29日 1

284 有限会社

富山 富山市黒瀬147の1

076-422-2801 令和6年9月29日 1

285 株式会社 オーク

富山 富山市田中町2-17-3

076-482-4447 令和6年9月29日 1

286 大鷹建設株式会社

富山 富山市野町138番地の6

076-434-6087 令和6年9月29日 1

288 株式会社 ユーテック

富山 富山市下堀10-1

076-492-6661 令和6年9月29日 1

290 株式会社石井設備

富山 富山市石屋296番地2

076-482-3181 令和7年1月13日 1

295 タツミ設備 株式会社

富山 富山市布市新町157番地

076-413-2717 令和7年12月20日 1

飛騨設備

富山 集計
12 高岡

電話番号

076-478-0051 令和5年9月29日 1

61

47 株式会社 北酸リプロ

高岡 高岡市中曽根518番地の1

0766-82-5504 令和7年9月29日 1

48 北陸電気工事株式会社 高岡支店

高岡 高岡市能町字飛田946

0766-21-2843 令和7年9月29日 1

56 株式会社 西野配管

高岡 高岡市内免2丁目2番8号

0766-21-0074 令和7年9月29日 1

58 タサダ工業株式会社

高岡 高岡市伏木古府3丁目3-35

0766-44-2831 令和7年9月29日 1

62 有限会社 住設大協

高岡 高岡市古定塚3番13号

0766-21-6629 令和7年9月29日 1

64 富山地鉄建設株式会社 高岡

高岡 高岡市江尻村中1243番地の1

0766-22-4893 令和7年9月29日 1

70 有限会社 ヤマダ設備

高岡 高岡市五十里2080番地の2

0766-21-9791 令和7年9月29日 1

71 有限会社 大井配管工業

高岡 高岡市和田1077番地

0766-24-9602 令和7年9月29日 1

72 幸塚汽力工業株式会社

高岡 高岡市上四屋1番5号

0766-22-3125 令和7年9月29日 1

82 米沢工業株式会社

高岡 高岡市下伏間江3番地

0766-25-3683 令和7年9月29日 1

85 丸三工業株式会社

高岡 高岡市博労本町10番27号

0766-23-6010 令和7年9月29日 1

87 柴栄工業株式会社

高岡 高岡市北島432番地

0766-24-0016 令和7年9月29日 1
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91 株式会社 高岡市衛生公社

高岡 高岡市材木町731番地

0766-23-2228 令和7年9月29日 1

93 株式会社 フシキ住設

高岡 高岡市伏木東一宮20番12号

0766-44-2315 令和7年9月29日 1

94 有限会社 橋管興業

高岡 高岡市荒屋敷228番地

0766-31-0607 令和7年9月29日 1

99 有限会社 日本海システム設備

高岡 高岡市角106番25号

0766-22-7766 令和8年9月29日 1

100 有限会社 カマキチ

高岡 高岡市波岡1108番地1

0766-25-0183 令和8年9月29日 1

103 𠮷岡住設

高岡 高岡市辻256-3

0766-31-8732 令和8年9月29日 1

105 西森電気株式会社

高岡 高岡市野村1381番地の1

0766-24-2488 令和8年9月29日 1

107 有限会社 長原ウォーターリペア

高岡 高岡市戸出町四丁目4番12号

0766-63-3926 令和8年9月29日 1

108 日広冷熱株式会社

高岡 高岡市北島469番地の2

0766-22-5525 令和8年9月29日 1

109 有限会社 マルサン設備

高岡 高岡市中田3691番地1

0766-36-1171 令和8年9月29日 1

110 有限会社 石倉工業所

高岡 高岡市戸出町2丁目7番28号

0766-63-5025 令和8年9月29日 1

114 有限会社 協栄水道設備

高岡 高岡市内免五丁目1番8号

0766-24-3344 令和8年9月29日 1

115 稲元工業株式会社

高岡 高岡市下黒田888番地の1

0766-25-0220 令和8年9月29日 1

118 内生蔵設備

高岡 高岡市伏木東一宮25番3号

0766-44-7772 令和8年9月29日 1

120 有限会社 北陽工業

高岡 高岡市荻布305番地

0766-25-5825 令和8年9月29日 1

125 株式会社 グランテック

高岡 高岡市石瀬920番地

0766-28-1789 令和8年9月29日 1

126 昌栄設備

高岡 高岡市二塚515

0766-25-2910 令和8年9月29日 1

128 イワタニセントラル北陸㈱高岡支店

高岡 高岡市荻布678番5号

0766-23-1405 令和8年9月29日 1

129 有限会社 藤森工務店

高岡 高岡市五福町15番58号

0766-22-6313 令和8年9月29日 1

130 株式会社 日光商事

高岡 高岡市伏木本町22番17号

0766-44-6409 令和8年9月29日 1

131 ナカヤ設備

高岡 高岡市常国533番地

0766-36-1353 令和8年9月29日 1

133 ほり設備

高岡 高岡市姫野89-1

0766-83-7050 令和8年9月29日 1

136 株式会社 松村篤二商店

高岡 高岡市広小路5番6号

0766-23-4357 令和8年9月29日 1

139 タカラ工業株式会社

高岡 高岡市上北島140番地の2

0766-25-6169 令和8年9月29日 1

143 株式会社 ふたがみ設備

高岡 高岡市守護町1丁目15番7号

0766-28-8130 令和8年9月29日 1

145 株式会社 ミヤミシステム

高岡 高岡市内免三丁目3番6号

0766-25-8012 令和8年9月29日 1

156 高陵配管工業所

高岡 高岡市五福町11番36号

0766-22-3788 令和8年9月29日 1

166 高岡F・H工業

高岡 高岡市戸出古戸出114番地の2 0766-63-3936 令和8年9月29日 1

174 株式会社 カイハツ

高岡 高岡市荻布355番地

0766-24-1717 令和4年9月29日 1

176 細川設備

高岡 高岡市東保新152

0766-36-0823 令和4年9月29日 1

179 川口設備

高岡 高岡市池田101-8

0766-31-3055 令和4年9月29日 1

191 ゼオンノース株式会社

高岡 高岡市江尻351番地

0766-25-1111 令和4年9月29日 1
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196 株式会社 ハウス・ナビゲーション

高岡 高岡市佐野589番地3

0766-25-7878 令和4年9月29日 1

206 有限会社 あさぢ住設

高岡 高岡市福岡町下蓑新389番地

0766-64-3452 令和4年9月29日 1

209 有限会社 武田工務店

高岡 高岡市蔵野町271‐3

0766-31-3950 令和4年9月29日 1

214 株式会社 マキノ

高岡 高岡市中曽根444－6

0766-84-8780 令和4年9月29日 1

215 吉江商会

高岡 高岡市戸出5丁目4－28

0766-63-3086 令和4年9月29日 1

216 吉川管工

高岡 高岡市立野3216

0766-31-1497 令和4年9月29日 1

219 ニシオ工業

高岡 高岡市荒屋敷220

0766-31-3673 令和4年9月29日 1

223 遠藤設備工業

高岡 高岡市石瀬本町43の5

0766-22-8538 令和5年9月29日 1

226 櫻野工業

高岡 高岡市内島2933

0766-31-8370 令和5年9月29日 1

227 竹澤工業株式会社

高岡 高岡市戸出2丁目2657の1

0766-63-6351 令和5年9月29日 1

228 有限会社 山重配管設備

高岡 高岡市戸出町6丁目8-31

0766-63-1255 令和5年9月29日 1

242 間島工業所

高岡 高岡市五福町15番27号

0766-22-1961 令和5年9月29日 1

249 岡本設備

高岡 高岡市福野町大滝605-3

0766-64-3948 令和5年9月29日 1

259 株式会社 杉谷工務店

高岡 高岡市佐加野102

0766-24-8868 令和6年9月29日 1

274 ディッシュファシリティーズ 株式会社

高岡 高岡市駅南三丁目3-20

0766-53-5792 令和6年9月29日 1

293 奥原設備

高岡 高岡市伏木一宮2丁目1番43号 0766-44-1006 令和7年8月17日 1

296 若林電気株式会社

高岡 高岡市佐野972番地

0766-23-1348 令和8年1月4日

298 ワイ・エス・ティ

高岡 高岡市戸出町4丁目5番5号

0766-63-1269 令和8年4月26日 1

300 有限会社

高岡 高岡市蓮花寺140番地2

0766-27-6006 令和8年6月28日 1

高岡 高岡市三女子6番地5

0766-26-6621 令和8年10月20日 1

ソニック

301 eruplus 株式会社
高岡 集計
13 氷見

電話番号

1

64

97 奧野住宅設備

氷見 氷見市惣領192-4

0766-91-2133 令和7年9月29日 1

177 株式会社 カネセ設備工業

氷見 氷見市窪286-4

0766-91-5701 令和4年9月29日 1

182 有限会社 三永工業

氷見 氷見市地蔵町13番13号

0766-72-3669 令和4年9月29日 1

185 新保マルヰ株式会社

氷見 氷見市鞍川3057

0766-74-1510 令和4年9月29日 1

231 有限会社 タチ配管

氷見 氷見市地蔵町9番49号

0766-74-4727 令和5年9月29日 1

232 株式会社 山正

氷見 氷見市加納594番地

0766-72-0908 令和5年9月29日 1

238 美水社

氷見 氷見市園981－3

0766-91-7717 令和5年9月29日 1

245 株式会社 アキラ工設

氷見 氷見市鞍川3067の3番地

0766-74-2789 令和5年9月29日 1

266 有限会社 山徳設備

氷見 氷見市加納331

0766-74-2668 令和6年9月29日 1

氷見 集計
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14 砺波 205 株式会社 寺田

所在地

市町村名

電話番号

指定証有効期限

砺波 砺波市宮森210

0763-37-0349 令和4年9月29日 1

207 神下設備

砺波 砺波市東石丸106－5番地

0763-33-7281 令和4年9月29日 1

222 有限会社 前田設備

砺波 砺波市矢木10番地２

0763-33-5508 令和5年9月29日 1

257 清水配管工事

砺波 砺波市庄川町金屋2715

0763-82-0369 令和6年9月29日 1

263 日本環境クリーン株式会社

砺波 砺波市石丸156-1

0763-33-6907 令和6年9月29日 1

276 1ｓｔＳＥＲＶＩＣＥ 株式会社 砺波営業所

砺波 砺波市五郎丸664-2

0763-34-7331 令和6年9月29日 1

277 株式会社 ライフアップ

砺波 砺波市太郎丸110-7

0763-55-6857 令和6年9月29日 1

砺波 集計
15

小矢部

集計

7

66 株式会社 リブライン

小矢部

小矢部市名畑57番地の1

0766-61-4333 令和7年9月29日 1

138 柴田電気商会

小矢部

小矢部市水島523番地

0766-61-3084 令和8年9月29日 1

158 前田住設

小矢部

小矢部市内御堂220番地

0766-61-1121 令和8年9月29日 1

163 ワシデン工業株式会社

小矢部

小矢部市八和町10番32号

0766-67-0560 令和8年9月29日 1

171 有限会社 モリタ商会

小矢部

小矢部市末友304番地2

0766-69-8706 令和8年9月29日 1

183 タカタ設備工業

小矢部

小矢部市芹川7番地の11

0766-68-1083 令和4年9月29日 1

197 有限会社 加藤管工

小矢部

小矢部市平桜6463-2

0766-69-7595 令和4年9月29日 1

235 有限会社 アタカ工業

小矢部

小矢部市末友401番地

0766-69-8730 令和5年9月29日 1

253 株式会社 干野設備

小矢部

小矢部市杉谷内137

0766-69-8234 令和5年9月29日 1

261 管成株式会社

小矢部

小矢部市小神137

090-5175-8291 令和6年9月29日 1

303 有限会社

小矢部

小矢部市茄子島171番地

0766-67-2505 令和9年5月16日 1

イシムラ工業

小矢部 集計
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16 南砺 135 中越産業株式会社

南砺 南砺市福野775番地

0763-22-4511 令和8年9月29日 1

234 株式会社 斉藤組

南砺 南砺市岩屋445番地

0763-82-0469 令和5年9月29日 1

272 ろくたん設備

南砺 南砺市福野1726

0763-23-6770 令和6年9月29日 1

278 ヤマキ工業株式会社

南砺 南砺市苗島404

0763-22-3803 令和6年9月29日 1

287 砺波カンパニー株式会社

南砺 南砺市吉江中1220番地

0763-52-0244 令和6年9月29日 1

302 株式会社

南砺 南砺市荒木5515番地の1

0763-52-4247 令和9年5月5日

谷村電機工業

南砺 集計
17 滑川 169 株式会社 石倉設備工業

1
6

滑川 滑川市浜四ツ屋140番地1

076-476-0390 令和8年9月29日 1

198 上田住宅設備株式会社

滑川 滑川市柳原19-5

076-475-0834 令和4年9月29日 1

283 ミヤナガ設備

滑川 滑川市田中新町17-4

076-475-4126 令和6年9月29日 1

297 ケイリペア

滑川 滑川市上小泉249番地

090-4328-4169 令和8年1月26日 1

滑川 集計

4
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18 黒部 211 宮崎管工

市町村名

所在地

黒部 黒部市犬山319

黒部 集計

魚津 魚津市島尻777

魚津 集計

0765-54-1151 令和4年9月29日 1

0765-32-8260 令和5年9月29日 1

63 株式会社 吉川工業立山支店

中新 中新川郡立山町五郎丸80-1

076-463-3303 令和7年9月29日 1

190 住設リフォーム久保

中新 中新川郡上市町柿沢1437

076-472-2790 令和4年9月29日 1

220 有限会社 西田環境保全センター

中新 中新川郡上市町稗田14番地の1 076-472-4752 令和4年9月29日 1

280 フカガワ設備

中新 中新川郡上市町神田274-2

076-473-2761 令和6年9月29日 1
4

52 杉山設備工業株式会社

金沢 金沢市南森本町ﾎ56番地

076-258-2823 令和7年9月29日 1

200 昌和管工株式会社

金沢 金沢市千木町ル8番地1

076-257-6160 令和4年9月29日 1

292 アイシンテクノサービス株式会社

金沢 石川県金沢市入江二丁目125番地 076-255-6571 令和7年7月12日 1

金沢 集計

3

22 大阪 265 株式会社 イースマイル

273 株式会社 シンエイ

大阪市中央区瓦屋町3-7-3
イースマイルビル
大阪市中央区谷町2-4-3
大阪
アイエスビル9Ｆ
大阪

大阪 集計
23 福岡 294 株式会社
福岡

集計

1

中新 集計
21 金沢

指定証有効期限

1

19 魚津 239 三井住設

20 中新

電話番号

06-7739-2525 令和6年9月29日 1
06-6944-7797 令和6年9月29日 1
2

タカギ

北九州 北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号

集計

093-962-0941 令和7年11月24日 1
1
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