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業者番号

業
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1000291 ㈱葵工業

八戸市大字市川町字菅谷地103-1

1000267 青葉水道サービス㈲

八戸市類家三丁目5-5

1000316 青森エンジニアリング㈱

六戸町大字犬落瀬字通目木104-250

1000177 ㈱アオモリパイル

八戸市城下一丁目17-20

1000106 ㈲青森ヒューム

八戸市大字市川町字長者久保4-1

1000382 青森緑化㈱

八戸市大字沢里字沢里山16-2

1000052 ㈱赤塚工務店

三戸町大字同心町字同心町平7-5

1000290 アクア設備㈱

八戸市沼館一丁目2-12

1000136 ㈲赤穂工務店

八戸市石手洗字油久保6-10

1000294 ㈱朝日設備

八戸市石堂三丁目4-21

1000233 ㈲アドバンス

八戸市沼館二丁目29-24

1000883 荒建材建設㈱

八戸市大字櫛引字矢崎沢31

1000287 ㈱アラヤ

階上町大字道仏字榊山10

1000311 ㈱有馬動熱工業所

八戸市江陽一丁目29-12

1000015 ㈱石上苅田建設

八戸市大字石手洗字一本木26-1

1000130 ㈱石上建設

八戸市類家四丁目2-26

1000278 石亀燃料㈱

三戸町大字二日町45-7

1000184 石田建設㈱

八戸市大字市川町字古館58-3

1000118 ㈲石橋工業

南部町大字苫米地字神明下河原17

1000348 ㈱泉塗装工業所

八戸市長者三丁目3-26

1000954 ㈲一勝家口建築

八戸市大字新井田字小久保尻16-177

1000333 ㈱伊藤建設工業

八戸市石堂二丁目1-32

1000189 ㈲岩舘建材

八戸市大字石手洗字泉筋26-2

1000156 ㈱岩舘建設工業

八戸市大字沢里字藤子17-11

1000150 ㈲上田工務店

八戸市新井田字畑中11

1000337 ㈱漆舘組

六戸町大字犬落瀬字柳沢91-2

1000968 ㈱ＨＹテック

八戸市大字十日市字姥岩14

1000916 ㈲エイユーテック

八戸市大字新井田字小久保尻20-1

1000045 ㈲エーケー赤穂建設

八戸市大字石手洗字上石手洗33-19

1000126 ㈱大角建設

八戸市下長四丁目19-22
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1000341 ㈱大坂塗装工業所

八戸市高州二丁目23-27

1000302 ㈱オータ水道

五戸町字狐森北65-4

1000011 大館建設工業㈱

八戸市城下三丁目10-6

1000384 ㈲大塚園芸

八戸市大字新井田字丑鞍森36-4

1000274 ㈱大西組

五戸町豊間内字地蔵平1-1022

1000152 ㈱大山建工

五戸町大字切谷内字淋代14-1

1000359 荻野防水㈱

八戸市江陽二丁目8-17

1000039 ㈲小沢土木

八戸市大字鮫町字大草離11-1

1000301 ㈲小野寺水道設備工業

六戸町大字犬落瀬字前谷地14-8

1000121 小幡建設工業㈱

八戸市城下四丁目22-33

1000006 ㈱開成建設

八戸市大字長苗代字蟇河原4-3

1000203 開発電業㈱

八戸市八太郎五丁目21-1

1000791 ㈲柿崎塗装

八戸市江陽五丁目6-20

1000395 柿本園芸

八戸市桜ヶ丘三丁目25-1

1000378 ㈲角田通信工業

八戸市江陽五丁目6-16

1000148 ㈲家口建設

八戸市小中野二丁目14-6

1000058 ㈱柏崎組

おいらせ町立蛇71

1000198 柏電業㈱

八戸市大字長苗代字前田87-1

1000729 ㈱カネヒロ

おいらせ町下屋敷9-1

1000757 川口建設㈱

おいらせ町下明堂97

1000967 ㈱カワサキＲＣＣ

八戸市南類家二丁目22-14

1000193 ㈲川崎板金工業

八戸市沼館一丁目8-9

1000241 ㈱河野電気工業

六戸町大字犬落瀬字下久保1-243

1000725 ㈱川村土木

五戸町字古舘下川原23-1

1000207 ㈱河原木電業

八戸市江陽二丁目11-13

1000668 環境設備開発㈱

八戸市城下三丁目13-17

1000389 環境緑花工業㈱

八戸市大字河原木字千刈田12-5

1000376 管工防熱㈱

八戸市大字是川字堀田5-2

1000957 北建設㈲

三戸町大字斗内字角良ノ下62-1

1000185 北城重機興業㈲

八戸市大字大久保字小久保尻17-122
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建設工事（圏域内）５０音順
業者番号
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1000210 北日本計装㈱

八戸市城下一丁目18-3

1000205 ㈱京谷電気

八戸市北白山台二丁目8-23

1000377 協和通信㈱

八戸市大字長苗代字内舟渡51-2

1000114 ㈲工藤建設興業

八戸市南郷大字市野沢字家口山23-3

1000275 工藤建設工業㈱

南部町大字埖渡字東あかね3-111

1000754 ㈲工藤板金工業

八戸市大字河原木字北沼22-17

1000201 ㈱久保田電気工業社

八戸市諏訪二丁目14-11

1000385 ㈲グリーンワーク

八戸市小中野二丁目5-2

1000830 ㈲黒坂電気工業

八戸市南郷大字市野沢字黒坂7

1000969 ㈱景匠エスパシオ

八戸市大字大久保字大塚17-98

1000978 ㈱Ｋ３テクニカル

八戸市桜ケ丘二丁目38-21

1000734 小泉電気㈲

八戸市大字豊崎町字桜渡19-5

1000383 ㈱香月園

八戸市西白山台三丁目18-2

1000197 興陽電設㈱

八戸市城下四丁目10-10

1000215 広和計装㈱

八戸市大字長苗代字上碇田6-1

1000062 ㈲興和建設

階上町大字道仏字大蛇長根4-153

1000202 ㈱光和電気工業

八戸市諏訪一丁目5-14

1000183 互光産業㈱

八戸市売市二丁目4-2

1000232 コスモ機電㈱

八戸市南類家二丁目6-2

1000699 ㈲コマツ工業

階上町大字赤保内字外平24

1000139 小山建設工業㈱

八戸市大字美保野13-970

1000082 ㈲小山土木

八戸市大字新井田字塩入2-4

1000151 ㈱コンテック

八戸市根城五丁目3-7

1000166 ㈲今野建設

八戸市大字市川町字下大谷地74-2

1000864 ㈲斉藤建設

三戸町大字川守田字東張渡30-4

1000357 ㈲栄防水工業社

八戸市江陽四丁目8-38

1000104 ㈲坂建設工業

階上町大字赤保内字坂9

1000256 ㈱サカモトアクエア

八戸市小中野二丁目4-12

1000030 ㈱佐幸建設

八戸市大字鮫町字金屎35-7

1000342 ㈱佐々木商会

八戸市城下三丁目9-10
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建設工事（圏域内）５０音順
業者番号
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1000390 ㈲佐々木造園

八戸市大字十日市字長根18-5

1000219 ㈲佐々木電気工事

八戸市江陽二丁目8-13

1000346 ㈱佐々木塗装店

八戸市青葉二丁目10-5

1000057 ㈱佐藤建設工業

六戸町大字犬落瀬字千刈田2-8

1000860 ㈱サトー防災

八戸市下長八丁目1-25

1000117 佐繁建設㈱

三戸町大字豊川字下原19-2

1000056 ㈱沢田建設

五戸町大字上市川字順礼森23-2

1000831 ㈱サンガス

三戸町大字川守田町13

1000289 ㈱三久工業

八戸市北白山台四丁目1-16

1000354 三興塗装㈱

八戸市八太郎五丁目21-1

1000364 ㈲サンシール工業

八戸市大字新井田字寺沢下2-3

1000070 ㈲三秀建設

八戸市大字市川町字和野前山17-433

1000268 ㈲山水設備

八戸市大字糠塚字小沢23-10

1000254 ㈲サンセツ工業

三戸町大字川守田字菖蒲沢38-19

1000281 ㈲三貞

五戸町大字豊間内字豊間内39-4

1000885 山王開発㈱

八戸市大字妙字分枝47-1

1000391 ㈱三八緑化技術

八戸市大字是川字向古戸5-8

1000069 三友建設工業㈱

八戸市大字是川字小峠3-44

1000204 三和電業㈱

八戸市吹上一丁目9-5

1000008 地代所建設㈱

八戸市城下一丁目17-20

1000044 ㈱四戸興業

南部町大字高瀬字上宮野24-1

1000792 ㈱島守ダクト

八戸市沼館三丁目3-6

1000214 ㈱清水電気

八戸市城下四丁目16-18

1000696 ㈲下井田造園

南部町大字福田字あかね1-6

1000033 ㈱下舘組

八戸市大字長苗代字鰻苗代12-5

1000972 ㈲シュウテック

五戸町字下モ沢向25-11

1000171 ㈱庄司興業所

八戸市大字櫛引字井ケ月1番地44

1000980 ㈲新組工業

おいらせ町立蛇53-2

1000028 ㈱新盛建設運輸

八戸市大字是川字三十刈頭1-3

1000282 ㈲水幸設備工業

三戸町大字梅内字桐萩3-7
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1000979 ㈱菅原工業

八戸市大字大久保字行人塚2-352

1000371 ㈱菅原ディーゼル

八戸市新湊一丁目3-21

1000013 杉村建設工業㈱

八戸市松ケ丘19-30

1000083 助川建設㈱

南部町大字下名久井字前田23-1

1000751 助川重機㈲

南部町大字下名久井字前田19

1000983 ㈱鈴木造園

五戸町大字上市川字鳩岡平66-28

1000396 ㈱昴造園建設

八戸市大字大久保字大塚17-74

1000319 ㈱清掃センター

八戸市城下四丁目12-5

1000899 ㈱清掃テクノサービス

八戸市城下四丁目12-5

1000813 ㈲世林建設

八戸市南郷大字泥障作字金引沢13-44

1000919 ㈲創水舎

八戸市吹上二丁目11-85

1000213 ㈱創電工業

八戸市大字大久保字小久保平19-7

1000076 ㈱曽我産業

八戸市南郷大字中野字丑木沢41-7

1000915 ㈱大三建設

八戸市大字尻内町字下毛合清水1-3

1000153 大勝建設工業㈱

八戸市大字糠塚字長久保5-18

1000217 ㈱大成計装

八戸市江陽二丁目19-33

1000821 ㈲ダイゼン

八戸市小中野八丁目17-6

1000856 ㈲大創工業

八戸市江陽二丁目7-18

1000953 ㈱大同建設

六戸町大字犬落瀬字下久保174-1028

1000026 大春工業㈱

三戸町大字同心町字熊ノ林11

1000231 ㈲太陽電気設備

三戸町大字同心町字熊ノ林11-26

1000312 ㈱平設備

八戸市新井田西一丁目25-11

1000222 大和電業㈱

八戸市大字尻内町字追分41-2

1000940 ﾀｳﾝｻｰﾋﾞｽｶﾐﾀｲ

八戸市大字鮫町字下松苗場5-35

1000325 ㈱高砂重工

八戸市桔梗野工業団地二丁目11-50

1000143 ㈱高橋工務店

八戸市小中野八丁目3-4

1000324 ㈱高橋製作所

八戸市大字河原木字浜名谷地76-344

1000102 タセイ㈱

八戸市大字妙字西平7-45

1000838 ㈲立場建設工業

八戸市南郷大字中野字下家前14

1000212 田中電気工業㈱

八戸市長根四丁目13-16
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1000016 ㈱田名部組

八戸市石堂二丁目11-21

1000113 ㈲谷川土木

八戸市南郷大字島守字笹平11

1000064 ㈱種市建業

おいらせ町深沢平88

1000305 ㈲田畑設備工業

おいらせ町深沢一丁目65-293

1000674 ㈲田村電気工業

八戸市大字大久保字浜長根1-10

1000789 ㈱田守建装

五戸町大字豊間内字上谷地19-3

1000068 中央建設㈲

八戸市白銀五丁目1-9

1000353 月舘塗装㈱

八戸市八太郎六丁目9-15

1000220 出貝電気工業

八戸市大字白銀町字白浜道37-21

1000344 ㈱テクノ中央

八戸市大字新井田字重地下51-12

1000255 ㈱テクノワーク

八戸市大字田面木字長者森2-6

1000027 寺下建設㈱

八戸市大字長苗代字上中坪36-1

1000067 ㈲東栄建設

八戸市湊高台二丁目6-17

1000361 ㈲東興防水工業

八戸市沼館二丁目11-16

1000249 東復建設㈱

八戸市大字売市字右水門下2-1

1000004 東邦開発土木㈱

八戸市吹上六丁目1-1

1000131 東邦建設㈱

八戸市小中野八丁目12-20

1000920 東北ウォール㈱

八戸市卸センター二丁目6-10

1000331 東北建機工業㈱

八戸市大字河原木字北沼18-6

1000398 ㈲東北国際芝生

八戸市大字長苗代字上碇田53-2

1000149 ㈱東北産業

五戸町大字豊間内字地蔵平1-865

1000958 東北ヒート化学㈱

八戸市城下三丁目7-10

1000208 ㈱東洋電設

八戸市下長四丁目5-3

1000367 ㈱富岡内装

八戸市根城九丁目24-9

1000939 友住技研工業㈱

八戸市大字市川町古舘58-5

1000140 ㈱豊巻建設

八戸市長者二丁目5-29

1000091 ㈱中居工務店

三戸町大字久慈町2

1000050 ㈱中栄建設

八戸市大字河原木字長円坊堀56-1

1000689 ㈱長勝板金工業

八戸市大字鮫町字福沢久保39-4

1000022 ㈲中崎建設

八戸市根城五丁目2-14
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1000186 中当建設㈱

八戸市大字田向字向平12-1

1000174 ㈲中豊建設

八戸市大字石手洗字梨子木平12-1

1000347 ㈲中ペン塗装店

八戸市小中野五丁目7-1

1000850 ㈲ナカムラペンキ

おいらせ町中下田146-10

1000401 中山建具工業㈱

八戸市上野字堀端24-8

1000055 ㈱夏堀組

南部町大字苫米地字白山堂18-1

1000046 夏堀工務店㈱

南部町大字苫米地字殿村9-5

1000024 ㈲七役建設

八戸市桜ヶ丘一丁目8-5

1000257 ㈲浪岡設備工業所

八戸市沼館一丁目8-11

1000300 ㈱成田総合設備

おいらせ町向山東三丁目2736-10

1000244 西浦水道建設工業㈱

八戸市沼館一丁目7-38

1000717 ㈲西浦メンテサービス

八戸市沼館一丁目7-38

1000272 ㈲日研設備

六戸町大字犬落瀬字長漕16-1

1000288 ㈲日建設備

八戸市根城六丁目20-23

1000365 ㈲日興防水

五戸町字追分5-16

1000216 ㈱日進電気

八戸市大字長苗代字谷地9-2

1000196 日成電設㈱

八戸市大字長苗代字下碇田48-1

1000227 日本電機工業㈱

八戸市八太郎五丁目19-18

1000191 ㈲庭板金工業

八戸市大字妙字花生29-2

1000379 ㈱根城グリーン建設

八戸市西白山台六丁目9-21

1000345 ㈱ノザワ

八戸市西白山台六丁目9-45

1000703 野田重機建設㈱

六戸町大字犬落瀬字根古橋83-1

1000112 ㈲野村組

五戸町大字切谷内字佐野上平6-2

1000388 梅重畑中造園㈲

八戸市大字本鍛冶町6

1000779 ㈲ハウスペインター八戸

八戸市大字白銀町字大沢頭18-1

1000304 ㈱階上設備工業

八戸市大字妙字花生35-2

1000105 ㈲一建設

八戸市大字沢里字鹿島沢28-4

1000276 橋本電気工業㈱

田子町大字田子字天神堂向41-23

1000003 畑中建設工業㈱

八戸市沼館四丁目6-6

1000381 ㈱畑中造園土木

八戸市石堂四丁目6-16
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1000309 八戸液化ガス㈱

八戸市卸センター二丁目6-27

1000297 ㈲八戸管工業

八戸市江陽五丁目12-15

1000788 （協）八戸管工事協会

八戸市青葉三丁目28-2

1000253 八戸工事㈱

八戸市大字田面木字神明沢16-7

1000884 ㈱八戸サンロード

八戸市諏訪二丁目2-29

1000764 八戸市森林組合

八戸市卸センター二丁目4-21

1000322 ㈱八戸鉄工所

八戸市大字河原木字北沼15-7

1000223 ㈱八戸電工

八戸市大字十日市字塚ノ下1-14

1000380 ㈱花生植物園

八戸市大字妙字西平73-1

1000239 ㈱パル電装技研

おいらせ町神明前143-123

1000949 萬齋㈱

八戸市南郷大字大森字大久保21-12

1000719 ㈱光建設

六戸町大字犬落瀬字下久保174-816

1000023 菱倉建設㈱

八戸市大字十日市字下谷地22-1

1000048 ㈲平脇建設

八戸市南郷大字島守字高山37-5

1000678 ㈲福澤建築工業

八戸市大字新井田字小久保尻20-1

1000240 ㈱フジカツ電設

八戸市江陽二丁目17-3

1000313 不二興管工業㈱

おいらせ町中下田107

1000234 ㈲フジタ電設工業

八戸市湊町字鮫ノ口14-6

1000948 藤巻技建㈱

八戸市大字新井田字館平1-5

1000965 ㈱ＢＬＵＥ８

八戸市根城八丁目13-7

1000235 ㈲古里電気

八戸市諏訪二丁目18-2

1000402 ㈱文明シャッター

八戸市長苗代字二日市7-1

1000041 ㈲戸来興業

八戸市下長八丁目19-2

1000303 ㈲北桜水道建設

八戸市南郷大字中野字大久保山中15-106

1000250 ㈱北奥設備

八戸市城下四丁目24-7

1000702 ㈲北都工業

おいらせ町西下川原10

1000370 ㈲北冷工業

八戸市大字長苗代字島ノ前1-1

1000049 穂積建設工業㈱

八戸市売市三丁目2-16

1000053 堀内建設㈱

三戸町大字川守田字沖中6-2

1000238 ㈱本田電気工業

南部町大字上名久井字昼ノ前13-4
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建設工事（圏域内）５０音順
業者番号

業
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1000180 ㈲松橋土建

八戸市大字豊崎町字浜坂脇35-2

1000277 ㈱松本工務店

南部町大字上名久井字外ノ沢10-2

1000314 ㈲松本水道

おいらせ町苗振谷地40-8

1000132 ㈲マルキ佐々木工務所

八戸市白銀一丁目6-19

1000882 ㈲マルコウ

八戸市大字大久保字大山24-360

1000922 マルハチ建設工業㈱

八戸市大字河原木字海岸16-4

1000179 ㈲丸博渡辺建設

八戸市諏訪一丁目15-50

1000758 ㈲まるやま塗装工業

八戸市湊高台二丁目15-5

1000286 ㈲マルユ佐藤設備工業

八戸市吹上二丁目15-20

1000328 三浦建設工業㈱

八戸市大字鮫町字高森30-8

1000394 ㈲三浦造園

五戸町大字豊間内字地蔵平1-402

1000194 ㈱溝口電気

八戸市江陽五丁目4-28

1000386 ㈱みちのく庭園

八戸市大字河原木字簀子渡15-3

1000338 ㈱ミツケ工業

八戸市大字大久保字町畑西ノ平1-15

1000355 みなと興業㈱

八戸市諏訪一丁目13-5

1000182 三並建設㈱

八戸市城下二丁目4-8

1000258 ㈱壬生設備

八戸市大字是川字小峠3-429

1000059 ㈱三村興業社

おいらせ町下明堂30-10

1000279 ㈱宮本農機

南部町大字剣吉字大坊7-1

1000036 陸奥工業㈱

八戸市小中野八丁目1-32

1000444 ㈱村下建設工業

新郷村大字戸来字金ケ沢尻15-1

1000089 ㈲名章建設工業

八戸市諏訪三丁目4-11

1000157 ㈱山口製材所

南部町大字剣吉字大坊6-20

1000111 ㈲山崎土建

おいらせ町洗平２３

1000209 ㈱山下電業

八戸市大字尻内町字新川下1-8

1000200 ㈱山匠電気工業

八戸市新井田西三丁目3-1

1000054 ㈱山田組

三戸町大字川守田字寺ノ沢21-3

1000107 山田建設㈱

南部町大字剣吉字上町28

1000327 山田設備機工㈱

八戸市大字是川字権現堂向15-1

1000746 ㈱山道建設

階上町大字道仏字白座窪22
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建設工事（圏域内）５０音順
業者番号

業
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1000038 ㈱八幡建設

八戸市大字河原木字二階堀16-9

1000739 ㈱ユタカ工業

六戸町大字折茂字沖山280

1000966 ㈱ユタカ産業

八戸市大字大久保字行人塚9-7

1000973 一般社団法人ユニバーサルネット 八戸市根城四丁目21-14
1000816 ㈱横町建材

八戸市吹上四丁目4-96

1000970 ㈱横町美装

八戸市石堂一丁目17-3

1000368 ㈱吉田産業八戸支店

八戸市卸センター二丁目3-30

1000393 ㈲吉田造園企画

六戸町大字折茂字下タ田44

1000740 ライズペーブ㈱

八戸市大字是川字二ツ屋6-12

1000964 ㈲ランドスケープ

八戸市根城八丁目12-20

1000116 ㈲リフレ

八戸市大字河原木字千刈田7-1

1000960 ㈲リミックス

おいらせ町浜道178-5

1000248 ㈲類政設備工務店

八戸市長者三丁目4-34

1000206 和井田電業㈱

八戸市石堂一丁目1-25

1000397 ㈲若宮造園

五戸町字古堂後12-2
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