
（令和３年６月１日現在）

県内

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先

0000000003 新興電気株式会社 電気

ほ装 水道施設 解体0000000001 株式会社竹中土木 東北支店 土木一式 建築一式 とび・土工・
コンクリート

0000000009 株式会社淺沼組 東北支店 土木一式

水道施設 清掃施設0000000005 テスコ株式会社 電気 管 機械器具設置

電気通信 消防施設

とび・土工・
コンクリート

0000000011 りんかい日産建設株式会社 岩手営業所 土木一式

解体

塗装 内装仕上 水道施設建築一式 鋼構造物

0000000037 株式会社ウォーターエージェンシー 東北北営業所 電気

0000000012 オルガノプラントサービス株式会社 東北事業所 機械器具設置 水道施設

建築一式 しゅんせつ 水道施設

0000000049 戸田建設株式会社 東北支店 土木一式

0000000044 いずみ清掃株式会社 土木一式

管 機械器具設置 水道施設

0000000061 遠野水道工業株式会社 管

0000000054 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 東日本本部東北支社 電気 電気通信

建築一式

0000000076 株式会社明電エンジニアリング 盛岡営業所 電気

0000000066 株式会社水機テクノス 盛岡営業所 電気 機械器具設置 水道施設

水道施設

0000000100 佐藤電機工業株式会社 電気

0000000091 シンク・エンジニアリング株式会社 東北営業所 電気 電気通信

機械器具設置 水道施設0000000127 オルガノ株式会社 東北支店 管

0000000119 仙建工業株式会社 盛岡支店 土木一式 建築一式

0000000146 三菱電機株式会社 東北支社 電気

水道施設0000000132 北海土木工業株式会社 東北支店 土木一式 管

ほ装 水道施設建築一式 管0000000130 株式会社水清建設 土木一式 とび・土工・
コンクリート

屋根

鋼構造物

大工 石0000000160 樋下建設株式会社 土木一式 建築一式

機械器具設置 電気通信

とび・土工・
コンクリート

タイル・れん
が・ブロック

0000000161 株式会社盛福水道工業 管

解体

防水 内装仕上 水道施設ほ装 しゅんせつ 塗装

0000000175 株式会社ホソカワ 土木一式

0000000171 有限会社木村塗装工業 塗装

水道施設 消防施設

0000000215 三陸土建株式会社 土木一式

0000000205 株式会社水機商事 機械器具設置 水道施設

管 水道施設

とび・土工・
コンクリート

0000000218 株式会社安藤・間 東北支店 土木一式

0000000217 日興通信株式会社 岩手支店 電気通信

ほ装 水道施設建築一式 鋼構造物

建築一式 管

工事業種



（令和３年６月１日現在）

県内

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先 工事業種

0000000237 株式会社佐々木組 土木一式

0000000236 北星建設株式会社 塗装 防水

0000000241 理水化学株式会社 盛岡営業所 電気

防水0000000238 奥羽工業株式会社 建築一式 塗装

管 ほ装

電気通信 水道施設 清掃施設0000000247 メタウォーター株式会社 東北営業部 電気 機械器具設置

機械器具設置 水道施設

0000000252 オヤマダエンジニアリング株式会社 電気

解体

ほ装 しゅんせつ 水道施設建築一式 鋼構造物0000000249 株式会社本間組 岩手営業所 土木一式 とび・土工・
コンクリート

0000000304 大豊建設株式会社 東北支店 土木一式

水道施設0000000302 株式会社明電舎 盛岡営業所 電気 機械器具設置 電気通信

管 機械器具設置

とび・土工・
コンクリート

0000000325 株式会社フジタ 東北支店 土木一式

0000000315 日本国土開発株式会社 盛岡営業所 土木一式 建築一式 解体

建築一式 水道施設

0000000337 株式会社鴻池組 東北支店 土木一式

解体0000000332 株式会社森本組 岩手営業所 土木一式 建築一式 水道施設

建築一式

0000000362 株式会社奥村組 東北支店 土木一式

内装仕上 水道施設 解体0000000353 村本建設株式会社 盛岡営業所 土木一式 建築一式 ほ装

建築一式 水道施設 解体

とび・土工・
コンクリート

0000000363 鹿島建設株式会社 東北支店 土木一式

内装仕上 水道施設 解体

管 鋼構造物 ほ装建築一式 電気

とび・土工・
コンクリート

タイル・れん
が・ブロック

0000000367 株式会社丸政 土木一式

しゅんせつ 防水 内装仕上

鋼構造物 ほ装建築一式 屋根

0000000382 鉄建建設株式会社 東北支店 土木一式

解体0000000381 板谷建設株式会社 土木一式 建築一式 ほ装

管 水道施設

0000000408 日本電気株式会社 岩手支店 電気通信

建築一式

0000000420 荏原実業株式会社 北東北営業所 土木一式

0000000414 株式会社東北油化 管

機械器具設置0000000409 東北藤吉工業株式会社 管

0000000438 岩手建工株式会社 土木一式

0000000421 株式会社荏原製作所 東北支社 機械器具設置

塗装 機械器具設置 水道施設電気 管 鋼構造物

0000000473 有限会社共同産業 土木一式

0000000440 有限会社伸栄設備 管 水道施設

建築一式 ほ装 水道施設

0000000477 岩手道路開発株式会社 ほ装 塗装

造園 解体建築一式 管 ほ装

とび・土工・
コンクリート



（令和３年６月１日現在）

県内

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先 工事業種

0000000484 水道機工株式会社 東北支店 機械器具設置

0000000495 佐藤工業株式会社 東北支店 土木一式

0000000489 荏原商事株式会社 岩手営業所 電気 機械器具設置 水道施設

水道施設

とび・土工・
コンクリート

タイル・れん
が・ブロック

0000000497 日本電設工業株式会社 盛岡支社 電気

内装仕上 造園 解体ほ装 塗装 防水

電気 管建築一式 屋根

0000000528 株式会社興盛工業所 岩手支店 管

0000000501 ヤンマーエネルギーシステム株式会社 盛岡営業所 管 機械器具設置

電気通信

0000000544 マルエス工業株式会社 建築一式

消防施設0000000530 株式会社佐々木電機本店 電気 機械器具設置 電気通信

電気石 屋根0000000552 株式会社大林組 東北支店 土木一式 建築一式 左官

塗装 防水

とび・土工・
コンクリート

0000000553 昭和コンクリート工業株式会社 盛岡営業所 土木一式

建具 水道施設 解体塗装 防水 内装仕上

しゅんせつ 板金 ガラス鋼構造物 ほ装管

とび・土工・
コンクリート

タイル・れん
が・ブロック

0000000575 清水建設株式会社 東北支店 土木一式

0000000570 青木あすなろ建設株式会社 東北支店 土木一式 建築一式

水道施設

0000000585 ＥＣ南部コーポレーション株式会社 土木一式

0000000578 株式会社セントラル設備機器 管 消防施設

建築一式 水道施設

0000000622 株式会社県南設備 土木一式

0000000600 株式会社高設 管 水道施設

解体建築一式 管 ほ装

とび・土工・
コンクリート

0000000627 及常建設株式会社 土木一式

水道施設0000000626 三井住友建設株式会社 東北支店 土木一式 建築一式 鋼構造物

管 水道施設

とび・土工・
コンクリート

しゅんせつ

塗装

管 鋼構造物 ほ装0000000629 株式会社菊地建設 土木一式 建築一式

水道施設 解体管 ほ装

とび・土工・
コンクリート

0000000632 株式会社フソウ 東北支店 土木一式

ほ装 水道施設 解体0000000631 株式会社アクール工業 土木一式 とび・土 管

水道施設 解体防水 造園 建具

0000000646 北日本通信株式会社 電気

機械器具設置 電気通信 水道施設0000000641 株式会社富士電業社 土木一式 電気 管

鋼構造物 機械器具設置 水道施設建築一式 電気 管

0000000668 富士水工業株式会社 管 水道施設

電気通信

0000000703 岩舘電気株式会社 電気

0000000700 飛島建設株式会社 東北支店 土木一式 建築一式 解体

0000000697 アクア工業株式会社 管

電気通信 消防施設



（令和３年６月１日現在）

県内

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先 工事業種

0000000707 株式会社平山工業所 管

0000000706 前田建設工業株式会社 東北支店 土木一式 建築一式

0000000711 北日本機械株式会社 土木一式

0000000710 西松建設株式会社 北日本支社 土木一式 建築一式

水道施設 消防施設

とび・土工・
コンクリート

塗装

防水

管 鋼構造物 ほ装0000000717 株式会社平野組 土木一式 建築一式

塗装 機械器具設置 水道施設電気 鋼構造物

とび・土工・
コンクリート

0000000729 株式会社マルモ通信 電気通信

ほ装 塗装 水道施設0000000718 ショーボンド建設株式会社 北東北支店 土木一式 鋼構造物

造園 さく井 解体

とび・土工・
コンクリート

0000000734 遠野新高電気株式会社 電気

防水0000000733 岩手県総合建設業協同組合 土木一式 建築一式 塗装

0000000736 株式会社錢高組 東北支店 土木一式

0000000735 大和リース株式会社 岩手支店 建築一式

電気通信

0000000797 東北電話株式会社 電気通信

0000000742 株式会社ケイ・サービス 電気 管 機械器具設置

建築一式 水道施設

造園0000000824 株式会社東北芝幸 土木一式 ほ装とび・土工・
コンクリート

0000000836 株式会社日立製作所 東北支社 電気

0000000831 東海鋼管株式会社 仙台営業所 鋼構造物 塗装 水道施設

水道施設0000000828 Ｊ・ウォーター株式会社 管

解体

0000000864 ユニオン建設株式会社 盛岡支店 土木一式

ほ装 塗装 水道施設0000000855 タカヨ建設株式会社 土木一式 建築一式 管

電気通信

0000000912 三建設備工業株式会社 東北支店 管

ほ装0000000875 くみあい鉄建工業株式会社 土木一式 建築一式 管

建築一式

0000000920 株式会社栄組 土木一式

0000000919 高砂熱学工業株式会社 北東北営業所 電気 管

とび・土工・
コンクリート

0000000936 昱機電株式会社 向洋電機事業所 土木一式

解体

ほ装 塗装 防水建築一式 管

0000000962 青森三菱電機機器販売株式会社 電気

0000000956 株式会社永沢水道工業 管 水道施設

電気通信 水道施設電気 管 機械器具設置

0000000990 株式会社都南建設 土木一式

解体0000000980 株式会社エイワ 建築一式 塗装 防水

管 機械器具設置 電気通信

0000000995 株式会社オイラー 電気 管 消防施設

管 水道施設



（令和３年６月１日現在）

県内

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先 工事業種

0000001004 岡田電気株式会社 電気

ほ装 しゅんせつ0000001005 梨子建設株式会社 土木一式 建築一式

電気通信

とび・土工・
コンクリート

0000001041 あおみ建設株式会社 東北支店 土木一式 しゅんせつ 水道施設

鋼構造物 水道施設0000001015 東鉄工業株式会社 盛岡営業所 土木一式 とび・土工・
コンクリート

0000001062 株式会社丸島アクアシステム 盛岡営業所 土木一式 鋼構造物 機械器具設置

機械器具設置0000001049 株式会社東洋電設 岩手営業所 電気

0000001094 NECプラットフォームズ株式会社 東日本支社 電気通信

0000001077 株式会社もりでん 電気

水道施設



（令和３年６月１日現在）

岩手県外

0000000453 株式会社東光高岳 東北支社 電気 電気通信

0000000357 アズビル株式会社 電気

0000000447 森松工業株式会社 東北営業所 鋼構造物 水道施設

管 電気通信 消防施設アドバンスオート
メーションカンパ
ニー東北支店

0000000343 株式会社ウォーターテック 北日本支店 電気

水道施設

0000000344 共和化工株式会社 東北支店 機械器具設置

機械器具設置 水道施設

0000000336 株式会社清水鐵工所 仙台営業所 機械器具設置

0000000338 株式会社多久製作所 東北グループ 管 鋼構造物

0000000297 株式会社電業社機械製作所 東北支店 機械器具設置

0000000298 沖電気工業株式会社 東北支社 電気通信

水道施設

0000000283 アイサワ工業株式会社 東北支店 土木一式

塗装 機械器具設置 解体

0000000290 クボタ機工株式会社 東北営業所 機械器具設置

解体建築一式 しゅんせつとび・土工・
コンクリート

0000000281 株式会社北日本ウエスターン商事 土木一式 管

0000000248 株式会社ＧＳユアサ 東北支社 電気

塗装 水道施設

0000000227 川北電気工業株式会社 東北支社 電気

水道施設0000000219 株式会社神鋼環境ソリューション 東京支社 機械器具設置

0000000245 株式会社安部日鋼工業 東北支店 土木一式

0000000174 日新電機株式会社 東北支店 電気

0000000185 住友重機械エンバイロメント株式会社 東北支店 管 機械器具設置 水道施設

0000000157 クボタ環境サービス株式会社 東北支店 土木一式

0000000172 株式会社クボタ 東北支社 機械器具設置 水道施設

水道施設 清掃施設電気 管 機械器具設置

0000000133 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 東北支店 水道施設

0000000152 日東イシダ株式会社 気仙沼営業所 機械器具設置

0000000097 株式会社アリエージェンシー 管

0000000117 株式会社エフワンエヌ 東北支店 左官 防水

塗装 防水

0000000055 株式会社NTTドコモ 東北支社 電気通信

0000000059 東北計測サービス株式会社 電気

0000000046 株式会社ＩＨＩインフラシステム 東北営業所 鋼構造物

0000000047 株式会社酉島製作所 仙台支店 電気 機械器具設置 水道施設

0000000014 株式会社前澤エンジニアリングサービス 東北営業所 鋼構造物

鋼構造物 しゅんせつ 水道施設

0000000045 株式会社森田鉄工所 東京営業支店 機械器具設置 水道施設

機械器具設置 水道施設

0000000010 五洋建設株式会社 東北支店 土木一式 建築一式 電気

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先

解体

工事業種



（令和３年６月１日現在）

岩手県外

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先 工事業種

0000001016 シンフォニアテクノロジー株式会社 東北営業所 電気

さく井 水道施設

0000001024 株式会社クボタ建設 東北営業所 土木一式 水道施設

0000000961 株式会社岩城 東北営業所 土木一式

0000000977 三協工業株式会社 電気 管 機械器具設置

鋼構造物 塗装 水道施設

0000000957 新菱工業株式会社 東北営業所 機械器具設置

0000000958 日本コムシス株式会社 東北支店 土木一式 電気通信

管

0000000930 大成機工株式会社 東北支店 土木一式 水道施設

0000000910 株式会社正興電機製作所 東北営業所 電気

とび・土工・
コンクリート

0000000869 株式会社りけん 土木一式

機械器具設置 水道施設0000000899 株式会社アイ・ケー・エス 電気 管 しゅんせつ

鋼構造物 機械器具設置 水道施設建築一式

0000000818 株式会社ベルテクノ 水道施設

0000000834 月島機械株式会社 仙台支店 機械器具設置 水道施設

0000000740 アムコン株式会社 管

0000000816 北日本防食株式会社 仙台営業所 塗装

機械器具設置

0000000709 新明和アクアテクサービス株式会社 東北センター 電気

0000000723 日本防蝕工業株式会社 東北支店 土木一式 電気 塗装

管 機械器具設置

0000000670 東京計器株式会社 仙台営業所 電気

電気通信 水道施設

0000000685 コスモ工機株式会社 仙台支店 水道施設

機械器具設置

0000000640 株式会社日立プラントサービス 東北支店 電気

清掃施設

0000000648 昱株式会社 電気 管 機械器具設置

管 機械器具設置 水道施設

清掃施設

管 鋼構造物 塗装

0000000634 株式会社西原環境 東北営業所 管 機械器具設置 水道施設

0000000587 株式会社みなと 土木一式

塗装 機械器具設置 水道施設

0000000630 日立造船株式会社 東北支社 土木一式 建築一式 電気

建築一式 解体

機械器具設置

とび・土工・
コンクリート

とび・土工・
コンクリート

0000000581 株式会社成和 管 鋼構造物

機械器具設置 水道施設0000000577 株式会社トーケミ 東部支店 管

0000000571 株式会社石垣 東北支店 機械器具設置 水道施設

鋼構造物 機械器具設置 水道施設0000000567 株式会社ミゾタ 仙台支店 電気

管 鋼構造物 機械器具設置

0000000505 株式会社大本組 東北支店 土木一式

0000000520 株式会社ヤマト 東北支店 土木一式 電気

建築一式

水道施設

0000000485 株式会社ジーエス・ユアサ　フィールディングス 東北支店 電気



（令和３年６月１日現在）

岩手県外

令和３・４年度岩手中部水道企業団建設工事入札参加資格者台帳

登録番号 商号又は名称 委任先 工事業種

0000001081 小松電機産業株式会社 電気 電気通信

0000001075 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

0000001066 協和機電工業株式会社 東京支店 電気 機械器具設置 水道施設

0000001060 西戸崎興産株式会社 関東営業所 水道施設

水道施設

営業総括本部 電気通信

0000001051 ＯＫＩクロステック株式会社 東北支社別館 電気

0000001059 あすか創建株式会社 東北支店 土木一式 管 ほ装

電気通信

0000001033 水ｉｎｇエンジニアリング株式会社 東北支店 電気

0000001034 広和計装株式会社 電気

水道施設 清掃施設管 塗装 機械器具設置


