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八戸圏域水道企業団



番号 業　者　名 住　　　所

1 ㈲アートワークプロセス 八戸市小中野三丁目19-19

2 ㈲青森ヒューム 八戸市大字長苗代字上碇田48-1

3 青森緑化㈱ 八戸市大字沢里字沢里山16-2

4 ㈱アカイシ 八戸市下長一丁目3-3

5 ㈲赤坂コピーライツジム 八戸市大字妙字大開98-5

6 赤間印刷工業㈱ 八戸市城下一丁目24-21

7 ㈱アケア 八戸市北インター工業団地三丁目2-88

8 ㈲アサヒコーポレーション 八戸市大字妙字花生8-173

9 ㈱アダチ 八戸市売市三丁目1-3

10 ㈲アドバンス 八戸市沼館二丁目29-24

11 ㈱荒沢商会 八戸市大字湊町字下大久保道23-26

12 ㈱有馬動熱工業所 八戸市江陽一丁目29-12

13 (合資)伊吉書院 八戸市河原木字神才6-1

14 ㈱伊藤建設工業 八戸市石堂二丁目1-32

15 ㈲伊藤商事 八戸市大字新井田字出口平3-57

16 ㈱岩岡 八戸市卸センター二丁目7-13

17 ㈲岩織電装サービス 八戸市江陽二丁目8-9

18 牛嶋商事㈱ 八戸市卸センター二丁目6-12

19 ㈱ＨＹテック 八戸市大字十日市字姥岩14

20 ㈱ＳＯＡ青森 八戸市下長二丁目1-33

21 エスティイー㈱ 八戸市卸センター二丁目6-10

22 奥羽クリーンテクノロジー㈱ 八戸市豊洲3-19

23 奥羽特装販売㈱ 八戸市城下四丁目12-5

24 ㈲大坂室内 八戸市下長七丁目3-31

25 ㈲大塚園芸 八戸市大字新井田字丑鞍森36-4

26 ㈲小沢土木 八戸市大字鮫町字大草離11-1

27 ㈱オダプリント 八戸市北インター工業団地三丁目2-100

28 お茶のせがわ 八戸市根城五丁目5-32

29 ㈲オフィスＡＢＥ 八戸市諏訪三丁目15-22

30 カーショップ日向㈲ 八戸市小田一丁目5-13

31 ㈲ガードワーク 八戸市小中野二丁目5-2

32 柿本園芸 八戸市桜ヶ丘三丁目25-1

33 ㈲角田通信工業 八戸市江陽五丁目6-16

34 ㈱カナケイ 八戸市城下三丁目3-5

35 ㈱金入 八戸市卸センター二丁目4-12

圏域内物品等業者一覧表（50音順）
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番号 業　者　名 住　　　所

圏域内物品等業者一覧表（50音順）

36 ㈱カネコ商会 八戸市八太郎六丁目5-26

37 ㈲カメラの和弘 八戸市湊高台二丁目13-39

38 ㈱河野電気工業 六戸町大字犬落瀬字下久保1-243

39 ㈱カワムラ 八戸市金浜字土橋5-14

40 ㈱河原木電業 八戸市江陽二丁目11-13

41 環境技術㈱ 八戸市八太郎六丁目12-4

42 環境緑花工業㈱ 八戸市大字河原木字千刈田12-5

43 ㈱キクチ商会 八戸市大字長苗代字化石76-4

44 北奥羽広域水道総合サービス㈱ 八戸市北白山台二丁目6番1号

45 北日本計装㈱ 八戸市城下一丁目18-3

46 北日本産業㈱ 八戸市沼館一丁目7-35

47 北日本消毒㈲ 八戸市白銀二丁目2-8

48 ㈲北日本繊維 八戸市大字尻内町字沢ノ田15-3

49 北日本電子商事㈱ 八戸市大字新井田字外久保5-2

50 協榮産業㈱ 八戸市大字根城字大久保9-71

51 ㈲協同印刷 八戸市大字尻内町字尻内河原49-1

52 ㈱京谷電気 八戸市北白山台二丁目8-23

53 協和通信㈱ 八戸市大字長苗代字内舟渡51-2

54 ㈱久保田電気工業社 八戸市諏訪二丁目14-11

55 ㈱クリーン中栄 八戸市大字河原木字長円坊堀56-1

56 ㈲グリーンワーク 八戸市小中野二丁目5-2

57 ケミサプライ㈱ 八戸市沼館三丁目1-32

58 ㈱香月園 八戸市西白山台三丁目18-2

59 興陽電設㈱ 八戸市城下四丁目10-10

60 ㈱興和 八戸市大字尻内町字尻内河原65-1

61 広和計装㈱ 八戸市大字長苗代字上碇田6-1

62 ㈲光和ビルサービス 八戸市城下四丁目12-13

63 互光産業㈱ 八戸市売市二丁目4-2

64 ㈱コスモジャパン 八戸市白銀三丁目6-12

65 ㈲コスモ物産
八戸市城下四丁目17-2　ウイングコート城下
101

66 ㈱寿屋 八戸市大工町27

67 ㈲サイクルファーム 八戸市北白山台三丁目7-13

68 ㈲サウンドクリエイト 八戸市沼館三丁目3-10

69 ㈱サカモトアクエア 八戸市小中野二丁目4-12

70 ㈱佐幸建設 八戸市大字鮫町字金屎35-7
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番号 業　者　名 住　　　所

圏域内物品等業者一覧表（50音順）

71 ㈲佐々木造園 八戸市大字十日市字長根18-5

72 ㈱佐々木隆蔵商店 八戸市江陽四丁目8-18

73 ㈱サトー防災 八戸市下長八丁目1-25

74 三栄防火機材㈱ 八戸市大字類家字縄手下7-11

75 三共防災㈱ 八戸市大字長苗代字内舟渡48-3

76 三晃システム㈱ 八戸市北白山台二丁目6-18

77 ㈱サン・コンピュータ 八戸市北インター工業団地一丁目5-10

78 三信包装㈱ 八戸市沼館一丁目15-9

79 サンセキュリティ㈱ 八戸市大字糠塚字板橋11

80 ㈱三八緑化技術 八戸市大字是川字向古戸5-8

81 ㈱サンライズ 八戸市南白山台一丁目5-33

82 三和電業㈱ 八戸市吹上一丁目9-5

83 ㈱ジーアイテック 八戸市大字大久保字行人塚7-1

84 ㈱しぐまリース 八戸市大字廿三日町2

85 ㈱自動車ガラス販売八戸 八戸市城下三丁目10-1

86 ㈱島守ダクト 八戸市沼館三丁目3-6

87 ㈲下井田造園 南部町大字福田字あかね1-6

88 章玄社 八戸市大字長苗代字内舟渡30-7

89 ㈱庄司興業所 八戸市大字櫛引字井ケ月1番地44

90 新光印刷㈱ 八戸市大字新井田字鷹清水9-11

91 ㈱水晶堂 八戸市城下一丁目27-5

92 杉村建設工業㈱ 八戸市松ヶ丘19-30

93 ㈱鈴木造園 五戸町大字上市川字鳩岡平66-28

94 ㈱昴造園建設 八戸市大字大久保字大塚17-74

95 ㈱清掃センター 八戸市城下四丁目12-5

96 ㈱清掃テクノサービス 八戸市城下四丁目12-5

97 ㈱清掃プラザ 八戸市城下四丁目12-13

98 ㈲正豊運輸 八戸市大字妙字西平7-45

99 総合技術管理㈲ 八戸市大字鮫町字忍町31-5

100 ㈱曽我産業 八戸市南郷大字中野字丑木沢41-7

101 第一清掃㈱ 八戸市是川字金ケ坂18

102 ㈲泰雲堂 八戸市大字八日町20

103 ㈱大三建設 八戸市大字尻内町字下毛合清水1-3

104 ㈱大成計装 八戸市江陽二丁目19-33

105 大設ガス化学㈱ 八戸市石堂四丁目4-14
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番号 業　者　名 住　　　所

圏域内物品等業者一覧表（50音順）

106 大東印刷㈱ 八戸市大字長苗代字内舟渡102-14

107 ㈱大平写真部 八戸市大字三日町18

108 ㈲太陽印刷 八戸市江陽四丁目14-28

109 太洋石油㈱ 八戸市柏崎六丁目30-27

110 ㈱高砂重工 八戸市桔梗野工業団地二丁目11-50

111 ㈲田兼商店 八戸市内丸二丁目2-4

112 ㈱高橋製作所 八戸市河原木字浜名谷地76-344

113 ㈲滝尻商店 八戸市大字大工町15

114 タセイ㈱ 八戸市大字妙字西平7-45

115 ㈱建物管理技研 八戸市大字大久保字三社3-3

116 ㈲田中ゴム産業 八戸市城下四丁目12-11

117 ㈲田中石灰タンカル工業 八戸市小中野六丁目25-14

118 ㈲タンデム 八戸市吹上六丁目3-6

119 ㈲丹野看板店 八戸市柏崎一丁目7-22

120 丹波ガラス店 八戸市湊高台六丁目8-9

121 中央建設㈲ 八戸市白銀五丁目1-9

122 中外印刷㈱ 八戸市廿六日町12-1

123 ㈱テクノス 八戸市北白山台二丁目4-23

124 ㈱テクノ中央 八戸市大字新井田字重地下51-12

125 ㈱テクノル 八戸市大字廿三日町2

126 東奥マイクロシステム㈱ 八戸市諏訪二丁目3-15

127 ㈲東興技術メンテナンス 八戸市類家五丁目38-4

128 東復建設㈱ 八戸市大字売市字右水門下2-1

129 東北ウォール㈱ 八戸市卸センター二丁目6-10

130 ㈲東北国際芝生 八戸市大字長苗代字上碇田53-2

131 東北重工㈱ 八戸市大字河原木字北沼15-1

132 東北つばめ石油販売㈱ 八戸市大字市川町字田ノ沢頭35-8

133 東北ヒート化学㈱ 八戸市城下三丁目7-10

134 東北ビルサービス㈱ 八戸市城下一丁目6-2

135 東北容器工業㈱ 八戸市北インター工業団地四丁目2-7

136 ㈱東洋電設 八戸市下長四丁目5-3

137 東和警備㈱ 八戸市青葉三丁目24-3

138 ㈱トーショー 八戸市卸センター二丁目6-10

139 ㈱トップテクノ 八戸市石堂三丁目11-6

140 ㈱富岡内装 八戸市根城九丁目24-9
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番号 業　者　名 住　　　所

圏域内物品等業者一覧表（50音順）

141 ㈱中長印刷 八戸市城下四丁目24-23

142 ㈱中野グループ 八戸市類家一丁目8-5

143 ㈱なかやま 八戸市沼館一丁目20-11

144 ㈲ナツサカ消毒 八戸市大字河原木字小田上3-7

145 ㈲七役建設 八戸市桜ヶ丘一丁目8-5

146 ㈱七洋 八戸市新湊三丁目7-6

147 南部電機㈱ 八戸市沼館一丁目20-5

148 西浦水道建設工業㈱ 八戸市沼館一丁目7-38

149 ㈱ニシキデザイン 八戸市大字長苗代字前田11-1

150 ㈱日新管財 八戸市江陽四丁目8-11

151 日青産業㈱ 八戸市大字大久保字小久保平19-1

152 ㈱二本木油店 八戸市根城二丁目26-29

153 日本電機工業㈱ 八戸市八太郎五丁目19-18

154 ㈱根城グリーン建設 八戸市西白山台六丁目9-21

155 ㈱ノザワ 八戸市西白山台六丁目9-45

156 梅重畑中造園㈲ 八戸市大字本鍛冶町6

157 ㈱橋文 八戸市卸センター一丁目9-1

158 ㈱橋本油店 八戸市大字新荒町20-1

159 ㈱畑中造園土木 八戸市石堂四丁目6-16

160 八戸印刷工業㈱ 八戸市大字妙字大開69

161 八戸液化ガス㈱ 八戸市卸センター二丁目6-27

162 ㈱八戸科学 八戸市北白山台二丁目1-11

163 八戸家電販売㈱ 八戸市大字中居林字雷25-11

164 ㈲八戸カメラ 八戸市内丸三丁目3-3

165 (協)八戸管工事協会 八戸市青葉三丁目28-2

166 ㈱八戸建販 八戸市城下一丁目15-6

167 八戸市職員生活協同組合 八戸市内丸一丁目1-1

168 八戸市森林組合 八戸市卸センター二丁目4-21

169 八戸事務機販売㈱ 八戸市小田二丁目1-18

170 八戸清運㈱ 八戸市城下四丁目12-5

171 八戸セメント㈱ 八戸市大字新井田字下鷹待場7-1

172 八戸洗染クリーニング 八戸市糠塚字平中22-75

173 (協)八戸造園建設業協会 八戸市根城六丁目6-13

174 八戸通運㈱ 八戸市城下一丁目1-9

175 ㈱八戸鉄工所 八戸市大字河原木字北沼15-7
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番号 業　者　名 住　　　所

圏域内物品等業者一覧表（50音順）

176 八戸電気工事業(協) 八戸市長根四丁目3-25

177 ㈱八戸電機商会 八戸市大字長苗代字化石76-5

178 八戸燃料㈱ 八戸市城下一丁目11-2

179 ㈱八戸燃料電気ガス器具センター 八戸市城下一丁目11-2

180 ㈲八戸プリント 八戸市沼館一丁目10-57

181 ㈱花生植物園 八戸市大字妙字西平73-1

182 ㈱ぱるじゃサービス 八戸市大字豊崎町字中村17-1

183 ㈱ビー・エム 八戸市日計四丁目1-33

184 ㈲菱倉運輸 八戸市大字十日市字下谷地22-1

185 菱倉建設㈱ 八戸市大字十日市字下谷地22-1

186 ビルアート㈱ 八戸市高州一丁目4-12

187 ㈱ビルメン八戸 八戸市大字寺横町6

188 ㈱フォトセンター惣門 八戸市大字荒町12

189 ㈲福士文房具店 八戸市大字十三日町26-1

190 ㈲富士印刷 八戸市小中野五丁目4-17

191 藤崎産業㈱ 八戸市大字河原木字見立山6-261

192 ㈱ふじや 八戸市北白山台二丁目2-6

193 ペットショップ　サニー 八戸市白銀三丁目15-1

194 ㈲戸来興業 八戸市下長八丁目19-2

195 ㈲豊和商事 八戸市桜ヶ丘三丁目1-13

196 ㈱北奥設備 八戸市城下四丁目24-7

197 ㈲北拓ビル管理 八戸市大字田面木字上田面木21

198 ㈲北冷工業 八戸市大字長苗代字島ノ前1-1

199 ボルボ商会 八戸市青葉一丁目14-5

200 マイクロセンター㈱ 八戸市小中野二丁目16-4

201 ㈱松本工務店 南部町大字上名久井字外ノ沢10-2

202 ㈱丸一河村 八戸市小中野八丁目15-23

203 ㈲三浦造園 五戸町大字豊間内字地蔵平1-402

204 ㈱溝口電気 八戸市江陽五丁目4-28

205 みちのく印刷㈲ 八戸市大字妙字花生8-107

206 ㈱みちのく庭園 八戸市大字河原木字簀子渡15-3

207 みちのくユニフォーム㈱ 八戸市沼館一丁目20-1

208 ㈱ミッド八通 八戸市内丸一丁目1-45

209 三八五オートスクール㈱ 八戸市大字長苗代字中坪107-2

210 三八五自動車整備工業㈱ 八戸市大字長苗代字化石85
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番号 業　者　名 住　　　所

圏域内物品等業者一覧表（50音順）

211 三八五バス㈱ 八戸市江陽二丁目18-37

212 三八五薬品㈱ 八戸市柏崎一丁目9-10

213 三八五流通㈱ 八戸市大字長苗代字上中坪35-1

214 ㈱宮本農機 南部町大字剣吉字大坊7-1

215 ㈲むさし屋 八戸市類家三丁目1-7

216 陸奥工業㈱ 八戸市小中野八丁目1-32

217 ㈲村井プラスチック工芸 八戸市日計五丁目1-30

218 ㈲名章建設工業 八戸市諏訪三丁目4-11

219 ㈱メディアシティ 八戸市沼館三丁目3-10

220 ㈱やち電器 八戸市小中野六丁目7-17

221 山田設備機工㈱ 八戸市大字是川字権現堂向15-1

222 ㈲山田文具店 八戸市柏崎四丁目14-29

223 ㈱ユーアイソフトウェア 八戸市城下四丁目1-38

224 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

225 陽幸園㈲ 八戸市大字売市字鴨ケ池2-5

226 ㈱吉田管材 八戸市城下四丁目14-33

227 ㈱吉田産業八戸支店 八戸市卸センター二丁目3-30

228 ㈱吉田石油 八戸市大字長苗代字元木23-25

229 ㈲吉田造園企画 六戸町折茂字下タ田４４

230 ㈲ランドスケープ 八戸市根城八丁目12-20

231 ㈱リーディングシステム 八戸市石堂三丁目15-21

232 和井田電業㈱ 八戸市石堂一丁目1-25

233 ㈲若宮造園 五戸町字古堂後12-2
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