点検済表示登録会員
事業所名

市町村名

青森市

弘前市

八戸市

黒石市

㈲青総メンテナンス

代表者名

郵便番号

（令和２年１月末日現在）
所在地

電話番号

堀 眞理子

038-0004 青森市富田3丁目10-18

017-766-2320

㈲青森消防設備

千葉 進

030-0956 青森市赤坂1丁目2-2

017-741-1150

㈱エイエスワイ

清水 稔

030-0914 青森市岡造道2丁目17-4

017-743-3224

青森綜合警備保障㈱

柿﨑 忠雄

030-0113 青森市第二問屋町3丁目1-63

017-739-9791

青森ドライケミカル㈱

木立 正一

030-0901 青森市港町2丁目6-12

017-718-5280

青森ノーミ㈱

若松 大二

030-0113 青森市第二問屋町1丁目7-2

017-729-0532

青森ホーチキ㈱

港 勝治

030-0941 青森市自由ヶ丘2丁目16-21

017-743-7170

㈲市川消防機器

市川 正幸

030-0944 青森市筒井3丁目4-14

017-738-6789

㈱善知鳥防災

荒川 猛

030-0921 青森市原別2丁目2-1

017-736-8014

JR盛岡鉄道サービス㈱青森営業所

田村 徳文

038-0003 青森市大字石江字三好86-3

017-766-6513

㈲三晃ビルサービスセンター

野坂 雅人

030-0852 青森市大字大野字若宮33-16

017-729-1471

㈱消防安全センター青森

手間本 和守

030-0904 青森市茶屋町11-13

017-744-6255

㈲菅原電気防災

菅原 道子

030-0397 青森市本泉1丁目7－1

017-736-7115

㈱相互防災社

奥谷 正

030-0904 青森市茶屋町11-13

017-718-2680

太平ビルサービス㈱

狩野 伸彌

030-0821 青森市勝田1丁目18-7

017-774-1521

㈱電路施設社

網野 正敏

030-0845 青森市緑1丁目14-11

017-777-6235

㈱東酸

葛西 信二

030-0921 青森市原別5丁目11-56

017-736-2125

（一財）東北電気保安協会 青森事業本部

柴田 房生

030-0947 青森市浜館2丁目13-1

017-743-0298

東洋建物管理㈱

七尾 嘉信

030-0823 青森市橋本1丁目7-3

017-734-5281

ニッタン㈱ 青森営業所

佐藤 貴志

030-0843 青森市大字浜田字玉川352 木村ビル2-B

017-757-8181

㈲日本防災興業

羽賀 恵

038-0042 青森市大字新城字山田411-1

017-787-2138

㈲八紘

伊藤 明美

038-0024 青森市浪館前田1丁目12-57

017-766-2499

㈲ヒラノ電設

平野 利昭

038-0023 青森市大字細越字栄山549-2

017-739-3251

㈲丸栄消機

天内 幹夫

030-0903 青森市栄町1丁目12-1

017-742-1186

高谷防災設備

高谷 光弘

038-0022 青森市大字浪館字近野10-19

017-718-5151

㈲山田防災

山田 敏央

038-0015 青森市千刈4丁目5-18

017-774-3837

㈲ナリタ防災綜合社

成田 岳東

038-0031 青森市大字三内字稲元20-6

017-781-5073

㈱佐藤防災

佐藤 治彦

030-0947 青森浜館4丁目8-9

017-718-2552

㈲共和防災

工藤 政德

030-0965 青森市松森3丁目17-13 タナカビル2号

017-765-1911

㈱システムズ青森

村上 隆志

030-0932 青森市大字後萢字前橋7-6

017-763-0596

㈱アース・フューチャー

天内 沙耶花

030-0943 青森市大字幸畑字唐崎52-11

017-764-4665

北都通工㈱

田名部 和行

038-0004 青森市富田4丁目29-10

017-782-5611

㈱産交

築館 正弘

036-8326 弘前市大字藤野2丁目9-3

0172-36-5165

㈲城栄産業

相嘉 繁男

036-8061 弘前市大字神田5丁目5-1

0172-35-2321

㈲東北防災ｻｰﾋﾞｽ

浅利 昌廣

036-8061 弘前市大字神田3丁目3-31

0172-37-2511

㈱富士商会

阿保 隆

036-8084 弘前市大字高田5丁目12-2

0172-27-4228

㈲武田商事

西谷 芳彦

036-8093 弘前市大字城東中央4丁目6-7

0172-27-4301

北都防災㈱

後藤 光春

036-8086 弘前市大字田園3丁目2-19

0172-27-4111

㈱弘前水道

阿保 秀樹

036-8261 弘前市大字茂森新町1丁目8-6

0172-32-8870

三幸㈱

三枝 壮平

036-8095 弘前市大字城東4丁目5-11

0172-27-0085

㈱サトー防災

佐藤 準

039-1164 八戸市下長8丁目1-25

0178-28-2356

総合技術管理㈲

鈴永 信三

031-0841 八戸市大字鮫町字忍町31-5

0178-34-2041

㈱八戸鉄工所

田村 嘉章

039-1161 八戸市大字河原木字北沼15-7

0178-28-3830

三栄防火機材㈱

木村 稔

031-0001 八戸市大字類家字縄手下7-11

0178-43-3216

互光産業㈱

梅内 利哉

031-0073 八戸市売市2丁目4－2

0178-24-1256

㈱荒沢商会

荒沢 鉄男

031-0812 八戸市大字湊町字下大久保道23-26

0178-33-0442

三菱製紙ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱八戸事業所

角 初男

039-1197 八戸市大字河原木字青森谷地3

0178-29-2571

㈱佐々木隆蔵商店

佐々木 智之

031-0801 八戸市江陽4丁目8-18

0178-22-5101

㈲かほうや

小野 武彦

039-2241 八戸市大字市川町字橋向6-12

0178-52-5352

㈲中田商会

中田 伸一

036-0374 黒石市泉町54

0172-52-3553

飛嶋 響

037-0056 五所川原市字末広町30-43

0173-35-0103

大谷消火器店

大谷 一次

037-0024 五所川原市みどり町4丁目63

0173-34-4655

㈱サン・コーポレーション

太田 洋一

037-0011 五所川原市大字金山字亀ヶ岡46-18

0173-34-3312

㈱ミワ電工

島谷 昭一

037-0017 五所川原市大字漆川字袖掛153-14

0173-35-4620

㈲グリーンジャパン

斉藤 妃佐子

037-0017 五所川原市大字漆川字鍋懸49-1

0173-35-3210

大和 英樹

034-0086 十和田市西十六番町17-28

0176-22-0133

五所川原市 ㈱丸英でんき

十和田市 ㈱マルヤマ

点検済表示登録会員
事業所名

市町村名

㈱十和田ビルサービス
三沢市
むつ市

下北郡

（令和２年１月末日現在）
所在地

電話番号

034-0071 十和田市大字赤沼字下平437-9

0176-23-4982

育栄管財㈱

月舘 学

033-0042 三沢市栄町1丁目31-3808

0176-53-6678

ミサワ防災㈲

太田 義彦

033-0033 三沢市美野原1丁目15-5

0176-52-2652

㈱工藤電業社

工藤 謙一

035-0086 むつ市大湊上町8-2

0175-24-2176

野口防災システム㈲

野口 たか子

035-0063 むつ市若松町5-1

0175-22-5600

橋本消火器

坂本 満

035-0021 むつ市大字田名部字前田29-11

0175-22-3938

大山電機

大山 文治

039-5201 むつ市川内町休所13-21

0175-42-2358

野坂プロパン店

野坂 國明

039-5201 むつ市川内町川内122

0175-42-2342

新井田消火器店

新井田 誠治

039-4401 むつ市大畑町南町27-1

0175-34-2496

ハマダ電気

濵田 万亀雄

039-4401 むつ市大畑町南町14-1

0175-34-5044

(協)下北エルピーガス保安センター

石塚 郁大

035-0073 むつ市中央2丁目9-36 下北ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ会館

0175-29-1464

㈲菊池燃料店

菊池 禎子

039-5201 むつ市川内町川内163

0175-42-3241

大信産業㈲

畑中 祐美子

039-4401 むつ市大畑町本町80-94

0175-34-6083

㈱大湊精電社

柳谷 敬

035-0084 むつ市大湊新町8-5

0175-24-1181

㈲カワシタ電業

川下 政男

035-0073 むつ市中央2丁目21-1

0175-29-5611

工藤 仁照

038-3107 つがる市柏稲盛幾世9

0173-25-2488

小山内 辰史

036-0101 平川市大光寺字一滝本39-2

0172-44-6201

古川 文光

038-1214 南津軽郡藤崎町大字常盤字一西田3-10

0172-65-4112

勝電気工業㈱

蛯沢 勝男

039-2664 上北郡東北町字乙供63-236

0175-63-3149

鳴海防災設備

鳴海 久

039-3113 上北郡野辺地町字田狭沢35-4

0175-64-2686

六ヶ所エンジニアリング㈱

附田 妙子

039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮22-258

0175-72-2277

東京防災設備㈱ 六ヶ所事務所

佐藤 仁

039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附1321-4

0175-71-0217

㈱原燃環境

山崎 龍之祐

039-3215 上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎271

0175-74-2568

むつ小川原原燃興産㈱

八戸 良城

039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾鮫字野附1-87

0175-72-3666

㈱六幸防災

佐藤 幸洋

039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字野附360

0175-72-2552

㈱タカサキ興業

高崎 真一

039-2185 上北郡おいらせ町上久保61-142

0178-38-6373

㈲佐々木時計電器

木村 正二

039-2225 上北郡おいらせ町上明堂86-11

0178-52-3169

ATOM Works㈱

岡山 康広

039-3213 上北郡六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-70

0175-72-4103

㈱ジェイテック

濱田 隆

039-3212 上北郡六ヶ所村大字尾駮字弥栄平1-108

0175-73-0340

㈲船水電機商会

船水 幸子

039-4601 下北郡大間町大字大間字大間平31-78

0175-37-2907

北通燃料

布施 一哉

039-4711 下北郡佐井村大字佐井字大佐井42

0175-38-2170

㈱ザックス

北田 浩

035-0005 下北郡東通村大字田屋字上流11-1

0175-27-2700

山本防災設備

山本 良夫

039-4502 下北郡風間浦村大字易国間字易国間52-1

0175-35-2475

新陽電機

南津軽郡 ㈲常盤防災
上北郡

郵便番号

今泉 湧水

つがる市 ㈱星光電器
平川市

代表者名

