社団法人 福島県空調衛生工事業協会
本部事務局電話：０２４−５２６−２０３６

〈 県 北 支 部 〉
会

社

名

許可番号

第一温調工業㈱

県知事(特17)1235

倉島設備㈱

県知事(特18)10781

㈱野地工業所

県知事(特19)1467

文化設備工業㈱

国土交通大臣 (特16)2873

安斎設備工業㈱

県知事(特17)1071

大久保配管工業㈱

県知事(特16)1769

㈱高橋設備工業所

県知事(特20)1199

㈱光和設備工業所

県知事(特21)28186

協栄設備㈱

県知事(特17)9048

オークラ工業㈱

県知事(特17)2448

㈱霊山設備工業

県知事(特17)9055

日新配管工事㈱

県知事(特18)17202

㈱元晃工業

県知事(特17)14270

㈲伊達設備工業所

県知事(特16)2031

コバﾂクス㈱

県知事(特18)17481

オオナミ㈱

県知事(特17)9119

㈱吉田設備

県知事(特17)15060

中央設備㈱

県知事(特16)16794

東日本 ﾕﾆｯﾄｻｰﾋﾞｽ㈱

県知事(般17)21951

代表者名
取締役会長

本多 修二
代表取締役
千葉
隆
代表取締役社長

野地

一司

代表取締役社長

川津 博彰
代表取締役
安斎 道弘
代表取締役
大久保一彦
代表取締役
髙橋 一朗
代表取締役
・槻 文一
代表取締役
中野 久雄
代表取締役
菅野 雅浩
代表取締役
佐々木善・
代表取締役
西形 健吉
代表取締役
武藤 長喜
代表取締役
菅野
勇
代表取締役
小林 仁一
代表取締役
大浪 喜宗
代表取締役社長

吉田 一伸
代表取締役
阿曽 隆一
代表取締役
伊藤 栄一

所
在
地
960-0102 福島市鎌田字卸町15-1
E-mail:dai1@onchopublis.co.jp
960-8053 福島市三河南町18-7
E-mail:kurasima@muse.ocn.ne.jp
964-0886 二本松市高越松ヶ作276
E-mai1:kknoji@ruby.ocn.ne.jp
960-8055 福島市野田町五丁目5-6
E-mail:bunkafO2@fine.ocn.ne.jp
960-0201 福島市飯坂町字湯沢25
E-mail:anzai.sk@poem.ocn.ne.jp
960-0211 福島市飯坂町湯野字明蔵原9-4
E-mail:ookubohk@amber.plala.or.jp
960-8068 福島市太田町7-23
E-mail:takahashisetsubi@takasetsu-f.co.jp
960-8111 福島市五老内町2-6
E-mail:kowastb@guitar.ocn.ne.jp
960-8056 福島市八島田字時田1-11
E-mail:kyoueiOO7@nifty.com
960-8132 福島市東浜町17-1
E-mail:ok2448@dream.ocn.ne.jp
960-0811 福島市大波字五倫平1-9
E-mail:rsk@joy.ocn.ne.jp
960-8066 福島市矢剣町3-6
E-mail:nissin-h@k3.dion.ne.jp
964-0916 二本松市向原257-16
E-mail:info@genkou.co.jp
960-0101 福島市瀬上町字桜町三丁目9-15
E-mail:dts1001@datesetsubi.jp
960-8142 福島市小倉寺字中田33-2
E-mail:fukusima@cobax-co.com
964-0855 二本松市成上90-1
E-mail:ohnami@mountain.ocn.ne.jp
969-1403 二本松市渋川字二本柳33-1
E-mail:yoshida1@seagreen.ocn.ne.jp
960-1231 福島市松川町沼袋字戸ノ内74
E-mail:m-chuou@cello.ocn.ne.jp
960-1321 福島市立子山字甚念坊山9-42
E-mail:kto@plum.ocn.ne.jp

電話番号(昼)

ＦＡＸ番号

024-553-2100

024-553-3683

024-536-2311

024-531-4473

0243-22-0539

0243-23-5553

024-535-0166

024-531-1036

024-542-4582

024-542-6967

024-542-2840

024-542-3259

024-534-2185

024-533-0697

024-535-2318

024-535-5481

024-558-2033

024-558-2035

024-535-2833

024-535-2823

024-588-1001

024-588-1003

024-534-6857

024-534-6851

0243-23-3880

0243-23-2524

024-553-0330

024-553-54!7

024-521-3341

024-521-3476

0243-23-3003

0243-23-3027

0243-54-2933

0243-54-2935

024-567-5050

024-567-5174

024-597-2808

024-597-2821

〈 県 南 支 部 〉
会

社

名

㈱石田工業所
山田設備工業㈱
春日設備工業㈱
㈱内藤工業所
芳賀設備工業㈱
㈱大和田設備工業

㈱エヌエス工業
㈱トーカイ工業
㈱大越工業所
㈱小板橋工業所
大塚設備㈱
セコム東北
エンタープライズ㈱

許可番号

代表者名

代表取締役
石田 享也
代表取締役
県知事(特19)4141
山田 義顕
代表取締役
県知事(般17)29287
春日
力
代表取締役
国土交通大臣 (特17)3178
内藤 清吾
代表取締役
県知事(特18)4488
芳賀喜十郎
代表取締役
県知事(特16)3393
大和田 茂
代表取締役
県知事(特18)18358
根本 光章
代表取締役
県知事(特16)18487
服部 栄二
代表取締役
県知事(特17)3989
大越 興治
代表取締役
県知事(特16)3416
小板橋恵子
代表取締役
県知事(特20)3920
大塚 博文
県知事(特19)3148

国土交通大臣 (特17)21365

代表取締役社長

福田

和能

所

在

地

963-8873 郡山市愛宕町3-5
E-mail:ishida@ishida-k.co.jp
961-0856 白河市新白河一丁目251
E-mail:yamadakk@wonder.ocn.ne.jp
962-OO27 須賀川市堀底町18
E-mail:kssb̲tikara@yahoo.co.jp
963-8861 郡山市鶴見坦一丁目14-5
E-mail:kougyo@nk-g.co.jp
961-8091 西白河郡西郷村大字熊倉字五反歩35
E-mail:hagaeic@ale.ne.jp
963-4312 田村市船引町船引字大日坊26
E-mail:kk-owada2@herd.ocn.ne.jp
963-8052 郡山市八山田六丁目4
E-mail:info@fu-ns.co.jp
963-8026 郡山市並木四丁目11-16
E-mail:info@tokai-sk.co.jp
963-8813 郡山市芳賀一丁目6-5
E-mail:ookoshi@eos.ocn.ne.jp
963-8025 郡山市桑野二丁目25-19
E-mail:soumu@koitabashi.co.jp
962-0857 須賀川市長禄町64-3
E-mail:info@ohtsuka-s.co.jp
963-8851 郡山市開成四丁目8-15
E-mail:s-yoshinari@secom.co.jp

電話番号(昼)

ＦＡＸ番号

024-932-1550

024-923-6472

0248-22-1195

0248-23-2150

0248-76-2131

0248-76-2132

024-923-1800

024-923-1839

0248-25-0718

0248-25-0739

0247-82-OO16

0247-82-0244

024-925-4333

024-925-3745

024-922-8914

024-922-8064

024-944-8675

024-944-6331

024-932-0274

024-932-0536

0248-73-2989

0248-73-2977

024-935-3555

024-935-8881

〈 浜
会

通 り 支 部 〉
社

名

許可番号

北関東空調工業㈱ 国土交通大臣 (特17)10636
三共設備㈱

県知事(特18)13214

㈱山崎設備

県知事(特16)8249

㈱小黒設備工業

県知事(特19)6594

㈱いわきエアコン

県知事(特17)19349

伊藤冷機工業㈱

県知事(特16)6847

㈱大倉工業所

県知事(特18)7027

糸井熱機㈱

県知事(特19)25577

クレハ設備㈱

県知事(特19)8652

㈱久工業所

県知事(般16)8245

㈱コハタ

県知事(特18)8970

関彰エンジニアリ
国土交通大臣 (特19)22531
ング㈱ いわき支店

㈱久田設備工業

国土交通大臣 (特19)19776

代表者名
代表取締役社長

有賀敬四郎
代表取締役
松原 兼一
代表取締役
蛭田 光俊
代表取締役
小黒 陽子
代表取締役
遠藤 秀雄
代表取締役
伊藤 博人
代表取締役社長

坂本 憲弘
代表取締役
糸井 和幸
代表取締役社長

浜田

和夫

代表取締役
鈴木 正治
代表取締役
木幡 明雄
支店長
金子
力
代表取締役
久田 晃由

所

在

地

970-8026 いわき市平字柳町3
E-mail:honsha@kitakantokucho.co.jp
972-8325 いわき市常磐白鳥町壱丁田2-1
E-mail:san-kyo@siren.ocn.ne.jp
970-8036 いわき市平谷川瀬字泉町13-1
E-mail:soumu@yamazakisetsubi.co.jp
979-1525 双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬原197
E-mail:oguro.ec@cronos.ocn.ne.jp
970-0101 いわき市平下神谷字石渕3-29
E-mail:aircon@jeans.ocn.ne.jp
975-0021 南相馬市原町区金沢字堤上138一1
E-mail=itoreki@soma.or.jp
971-8101 いわき市小名浜字中原7-6
E-mail:okura@okura-i.co.jp
975-0014 南相馬市原町区西町三丁目1
E-mail:itoi.nk@guitar.ocn.ne.jp
974-8232 いわき市錦町作鞍140
E-mail:73ks-kyoyu@kurehasetsubi.co.jp
971-8184 いわき市泉町黒須野字砂利59-4
E-mail:hsk@hisa-e.co.jp
976-0032 相馬市大曲字花立3
E-mail:kohata@olive.ocn.ne.jp
970-8026 いわき市平字正内町61
E-mail:chikara.kaneko@sekisho.co.jp
970-8024 いわき市平北白土字宮田11-2
E-mail:hisada-setubi@power.odn.ne.jp

電話番号(昼)

ＦＡＸ番号

0246-25-7111

0246-25-7117

0246-43-2381

0246-43-2384

0246-21-5400

0246-21-3153

0240-35-2582

0240-35-4324

0246-34-7513

0246-34-7761

0244-22-0101

0244-24-3067

0246-54-7611

0246-54-7616

0244-22-6161

0244-23-4468

0246-77-2640

0246-77-2641

0246-56-2828

0246-56-2303

0244-36-4711

0244-35-2064

0246-22-4000

0246-22-7001

0246-23-3700

0246-22-7720

〈 会 津 支 部 〉
会

社

名

許可番号

㈱アクーズ会津

県知事(特18)20928

八ッ橋設備㈱

県知事(特18)5271

東邦工業㈱

県知事(特19)5922

会津ガス㈱

県知事(特17)5216

㈱興栄設備

県知事(特19)5517

代表者名
代表取締役
熊田 広美
代表取締役
笠原
昭
代表取締役社長

成瀬
亨
代表取締役
相馬 鐵平
代表取締役
齋藤 永二

所

在

地

電話番号(昼)

ＦＡＸ番号

0242-28-4111

0242-27-5441

0242-27-3925

0242-27-3681

0242-75-3040

0242-75-4707

965-0858 会津若松市神指町大字南四合字才ノ神325-1
E-mail:agcd@aizugas.com

0242-29-1117

0242-29-1153

965-OO45 会津若松市西七日町9-10
E-mail:koujibu@kouei-setsubi.co.jp

0242-25-4121

0242-25-0980

965-0817 会津若松市千石町4-50
E-mail:info@acws.jp
965-0008 会津若松市桧町2-3
E-mail:public@yatsuhashi-setsubi.co.jp
969-3451 会津若松市河東町八田字八田野58
E-mail:toho̲kogyo@ybb.ne.jp

