
指定番号 指定店住所 指定店名 代表役職 代表者 郵便番号 電話番号 指定年月日

1 上川郡美瑛町丸山１丁目４番３号 株式会社　美瑛プロパンセンター 代表取締役 柿崎　健二 071-0201 0166-92-3141 平成10年　4月　6日

2 上川郡美瑛町字美瑛原野５線 株式会社　第二工業 代表取締役 佐藤　幸斉 071-0239 0166-92-1884 平成10年　4月　6日

4 富良野市学田三区 株式会社　ヤマサ 代表取締役 佐藤　信雄 076-0035 0167-22-4168 平成10年　4月27日

8 旭川市緑が丘南５条２丁目２番１５号 大建工業　株式会社 代表取締役 阿部　直美 078-8815 0166-60-5500 平成10年　8月　7日

9 上川郡美瑛町憩町１丁目５番１５号 武田設備 代表 武田　正之 071-0249 0166-92-5778 平成10年　8月20日

11 旭川市７条通１３丁目左８ 丸信衛生工業　株式会社 代表取締役 山田　善昭 070-0037 0166-23-2528 平成10年10月14日

12 旭川市１０条通２１丁目２番地の１ 株式会社　キョクネン 代表取締役 森川　時夫 078-8220 0166-33-0888 平成11年　1月29日

14 旭川市忠和５条７丁目２番１号 協業組合　旭川浄化 理事長 栗原　利勝 070-8045 0166-62-4758 平成11年　3月15日

16 旭川市８条通１７丁目右１０号 龍後設備　株式会社 代表取締役 龍後　英幸 070-0038 0166-25-0111 平成11年　6月23日

17 旭川市１条通２０丁目左７号 岸田土建　株式会社 代表取締役 岸田　忠千 078-8211 0166-31-3287 平成11年　6月23日

18 旭川市豊岡４条７丁目１番２２号 株式会社　大協 代表取締役 佐藤　義孝 078-8234 0166-32-3004 平成11年　7月　1日

19 旭川市新富２条２丁目１０番３号 協和設備　有限会社 代表取締役 小平　博子 070-0002 0166-25-4198 平成11年10月26日

20 旭川市旭町２条１丁目 株式会社　大洋パイピング工業 代表取締役 林　敏美 070-0832 0166-52-2278 平成12年　3月　1日

21 旭川市宮下通２４丁目左５号 株式会社　弘谷住宅設備 代表取締役 谷　守晴 078-8330 0166-31-1719 平成12年　5月　2日

22 旭川市１条通１７丁目左１号 大明建設　株式会社 取締役社長 稲尾　太 070-0031 0166-26-5344 平成12年　5月　2日

23 空知郡上富良野町中町３丁目２番１号 株式会社　有我工業所 代表取締役 有我　充人 071-0543 0167-45-2615 平成12年　5月22日

25 旭川市旭町１条１５丁目 株式会社　落合工業 代表取締役 長谷川秀次 070-0831 0166-51-5351 平成12年　8月25日

26 旭川市東６条２丁目３番３号 株式会社　成田工業所 代表取締役 成田　満 070-0026 0166-24-1237 平成12年　9月　5日

27 旭川市神楽６条１１丁目３番１号 山本管工　株式会社 代表取締役 山本　孝博 070-8006 0166-61-6691 平成13年　4月　6日

28 旭川市春光７条５丁目８番２１号 柳原工業　株式会社 代表取締役 柳原　正司 070-0877 0166-51-5944 平成13年　9月17日

29 旭川市工業団地３条２丁目1-23 株式会社　原田設備工業 代表取締役 原田　博 078-8273 0166-73-5260 平成13年11月22日

30 旭川市豊岡４条１０丁目７番２７号 株式会社　エーステクニック 代表取締役 芳野　逸 078-8234 0166-37-1444 平成14年　3月　8日

31 旭川市豊岡８条１丁目１番３号 有限会社　山崎ギケン 代表取締役 山崎　正人 078-8238 0166-38-9558 平成14年　6月21日

32 旭川市緑が丘南２条２丁目１番２２号 有限会社　シバタ建設 代表取締役 柴田　篤 078-8812 0166-66-1930 平成14年　9月17日

33 旭川市神楽岡８条３丁目２番２２号 大栄建築設備　有限会社 代表取締役 山下　一夫 078-8318 0166-65-6624 平成15年　3月20日

34 旭川市東旭川町共栄235番地の2 有限会社　雄飛 代表取締役 水野　雄一 078-8340 0166-37-5226 平成15年　6月18日

35 上川郡東神楽町ひじり野南１条３丁目 北伸設備工業　株式会社 代表取締役 合田　幸 071-1524 0166-83-4222 平成16年　2月17日

36 旭川市大町３条６丁目２３９７番地の３１ 株式会社　セラ・ハウジング 代表取締役 福島　直臣 070-0843 0166-55-7788 平成16年　2月23日

39 上川郡美瑛町丸山１丁目５番２６号 勝　本　設　備 勝本　昭一 071-0201 0166-92-2263 平成17年　3月23日

40 上川郡美瑛町中町４丁目５番１１号 有限会社　木田建設 取締役 木田耕太郎 071-0207 0166-92-2432 平成17年　4月　4日

43 旭川市東光７条５丁目１番２０号 株式会社　トーヨコ 代表取締役 野口　和雄 078-8347 0166-34-2636 平成17年　5月25日

44 旭川市永山町７丁目１５８番地の1 株式会社　道北暖房設備 代表取締役 櫻井　喜八 079-8431 0166-47-4388 平成19年　4月　6日

45 旭川市永山１０条３丁目７番１２号 株式会社　前田住設 代表取締役 前田　智広 079-8420 0166-46-1994 平成19年　5月31日

47 空知郡上富良野町大町５丁目９４２番１６ 株式会社　玉島工業 代表取締役 玉島　藤雄 071-0561 0167-45-4773 平成19年　9月19日

48 旭川市大雪通９丁目５１２番地３７ 株式会社　コーテック 代表取締役 石川　厚 070-0010 0166-29-0700 平成20年　8月　5日

49 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 株式会社　クラシアン 代表取締役 村瀬　岳志 222-0033 0120-500-500 平成20年11月10日

50 旭川市東光８条２丁目４番５号 有限会社　丸勝工務店 代表取締役 的場　孝志 078-8348 0166-31-9148 平成21年　3月13日

51 旭川市住吉６条２丁目５番１４号 株式会社　北岸工業 代表取締役 北岸　晃 070-0866 0166-51-2674 平成21年　3月19日

52 富良野市南町211番28 有限会社　管工設備 代表取締役 小野田　重
治

076-0007 0167-23-1342 平成21年11月25日

53 旭川市東4条10丁目2番7号 有限会社　大島設備 代表取締役 大島　正実 070-0024 0166-25-3320 平成23年　1月18日

54 札幌市東区東雁来9条1丁目7番29号 日南産業　株式会社 代表取締役 日下　幸弘 007-0829 011-791-3300 平成23年　4月26日

55 旭川市末広2条1丁目5番9号 株式会社　キョウエイ 代表取締役 河村　道彦 071-8132 0166-50-2772 平成23年　8月29日

56 旭川市春光台2条1丁目3番8号 有限会社　宮崎通商 取締役 宮崎　智成 071-8142 0166-55-9981 平成23年10月14日

57 旭川市北門町15丁目 新徳工業　有限会社 代表取締役 新徳　敬光 070-0825 0166-51-8880 平成24年 4月 3日
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承認番号 会社住所 会社名 代表者役職 代表者名 郵便番号 電話番号 指定年月日 指定期間満了年月日

2 旭川市旭町２条１丁目 株式会社　大洋パイピング工業 代表取締役 林　敏美 070-0832 0166-51-9221 平成24年3月21日 平成27年3月20日

4 上川郡美瑛町丸山１丁目４番３号 株式会社　美瑛プロパンセンター 代表取締役 柿崎　健二 071-0201 0166-92-3141 平成24年3月21日 平成27年3月20日

6 旭川市緑が丘南５条２丁目２番１５号 大建工業　株式会社 代表取締役 阿部　直美 078-8815 0166-60-5500 平成24年4月21日 平成27年4月20日

8 旭川市１条通１７丁目左１号 大明建設　株式会社 代表取締役 稲尾　太 070-0031 0166-26-5344 平成24年5月2日 平成27年5月1日

10 旭川市豊岡４条７丁目１番２２号 株式会社　大協 代表取締役 佐藤　義孝 078-8234 0166-32-3004 平成24年4月1日 平成27年3月31日

11 上富良野町中町３丁目２番１号 株式会社　有我工業所 代表取締役 有我　充人 071-0543 0167-45-2615 平成24年5月22日 平成27年5月21日

14 旭川市旭町１条１５丁目 株式会社　落合工業 代表取締役 長谷川秀次 070-0831 0166-51-5351 平成24年8月25日 平成27年8月24日

15 旭川市東６条２丁目３番３号 株式会社　成田工業所 代表取締役 成田　満 070-0026 0166-24-1237 平成24年9月5日 平成27年9月4日

18 旭川市工業団地３条２丁目1-23 株式会社　原田設備工業 代表取締役 原田　博 078-8273 0166-73-5260 平成22年11月22日 平成25年11月21日

19 旭川市豊岡４条１０丁目７番２７号 株式会社　エーステクニック 代表取締役 芳野　逸 078-8234 0166-37-1444 平成23年3月8日 平成26年3月7日

20 旭川市８条通１７丁目右１０号 龍後設備　株式会社 代表取締役 龍後　英幸 070-0038 0166-25-0111 平成23年5月31日 平成26年5月30日

23 旭川市神楽岡８条３丁目２番２２号 大栄建築設備　有限会社 代表取締役 山下　一夫 078-8318 0166-65-6624 平成24年3月20日 平成27年3月19日

24 旭川市１０条通２１丁目２番地の１ 株式会社　キョクネン 代表取締役 森川　時夫 078-8220 0166-33-0888 平成24年3月20日 平成27年3月19日

25 東神楽町ひじり野南１条３丁目 北伸設備工業　株式会社 代表取締役 合田　幸 071-1524 0166-83-4222 平成25年2月15日 平成28年2月14日

26 旭川市大町３条６丁目2397番地の31 株式会社　セラ・ハウジング 代表取締役 福島　直臣 070-0843 0166-55-7788 平成25年2月21日 平成28年2月20日

27 富良野市学田三区 株式会社　ヤマサ 代表取締役 佐藤　信雄 076-0035 0167-22-4168 平成22年6月14日 平成25年6月13日

28 上川郡東神楽町ひじり野北１条５丁目 カサイ住宅設備 代表 笠井　守 071-1521 0166-83-2397 平成22年8月26日 平成25年8月25日

30 上川郡美瑛町中町４丁目５番１１号 有限会社　木田建設 取締役 木田耕太郎 071-0207 0166-92-2432 平成23年4月21日 平成26年4月20日

31 旭川市７条通１３丁目左８ 丸信衛生工業　株式会社 代表取締役 山田　善昭 070-0037 0166-23-2528 平成23年5月23日 平成26年5月22日

33 旭川市新富２条２丁目１０番３号 協和設備　有限会社 代表取締役 小平　博子 070-0002 0166-25-4198 平成24年3月1日 平成27年2月28日

34 上川郡美瑛町丸山１丁目５番２６号 勝　本　設　備 勝本　昭一 071-0201 0166-92-2263 平成24年3月20日 平成27年3月19日

35 旭川市永山町７丁目１５８番地の１ 株式会社　道北暖房設備 代表取締役 櫻井　喜八 079-8431 0166-47-4388 平成25年4月6日 平成28年4月5日

36 旭川市永山１０条３丁目７番１２号 株式会社　前田住設 代表取締役 前田　智広 079-8420 0166-46-1994 平成22年5月31日 平成25年5月30日

38 空知郡上富良野町大町５丁目９４２番１６ 株式会社　玉島工業 代表取締役 玉島　藤雄 071-0561 0167-45-4773 平成22年9月19日 平成25年9月17日

39 上川郡美瑛町憩町１丁目５番１５号 武田設備 代表 武田　正之 071-0249 0166-92-5778 平成22年10月5日 平成25年10月4日

40 上川郡美瑛町西町１丁目１番２号 株式会社　清水組 代表取締役 森山　光一 071-0203 0166-92-1166 平成22年11月6日 平成25年11月6日

41 旭川市永山２条８丁目１１番１ 株式会社　コーテック 代表取締役 石川　厚 070-0010 0166-40-0133 平成23年8月5日 平成26年8月4日

43 旭川市東光８条２丁目４番５号 有限会社　丸勝工務店 代表取締役 的場　孝志 078-8348 0166-31-9148 平成24年3月13日 平成27年3月12日

44 旭川市住吉６条２丁目５番１４号 株式会社　北岸工業 代表取締役 北岸　晃 070-0866 0120-51-2674 平成23年11月10日 平成26年11月9日

45 旭川市春光７条５丁目８番２１号 柳原工業　株式会社 代表取締役 柳原　正司 070-0877 0166-51-5944 平成22年7月20日 平成25年7月19日

46 旭川市末広2条1丁目5番9号 株式会社　キョウエイ 代表取締役 河村　道彦 071-8132 0166-50-2772 平成23年11月29日 平成26年11月28日

47 旭川市北門町15丁目 新徳工業　有限会社 代表取締役 新徳　敬光 070-0825 0166-51-8880 平成24年4月3日 平成27年4月2日

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

　水道課に対する、ご意見ご感想など有りましたら、こちらまでご連絡ください。

　北海道上川郡美瑛町本町４丁目６番１号
　美瑛町役場　３階　水道課
　直通電話　０１６６－９２－４４７０
　ＦＡＸ　　０１６６－９２－２１８９
　e-mail suidou@town.biei.hokkaido.jp
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