
No. 役職 会　社　名 氏　名 住所 電話 ＦＡＸ 委員会

1 会　長 ㈱コスモテック 西　松　翔　太 厚別区厚別西3条5丁目5番15号 398-8340 398-8341

2 副会長 ㈱渡辺設備工業所 渡　辺　　　拓 厚別区厚別南3丁目2-26 892-4011 892-4002

3
副会長
委員長

㈲臼谷興業 臼　谷　翔　太 白石区川下3条7丁目4-5 873-9012 873-9016 技術・事業

4 理　事 ㈱平野設備工業所 渡　会　裕　俊 東区東雁来6条3丁目1-1 787-8811 787-8812 広報・情報

5 理　事 ㈱森田興業所 石　川　達　郎 南区定山渓温泉東4丁目300 598-2506 598-2646 技術・事業

6 理　事 ㈲池本設備工業 池　本　謙　一 手稲区前田5条11丁目1-39 682-2832 682-2840 技術・事業

7 理　事 大洋機材㈱ 及　川　英　俊 東区北10条東12丁目3-12 731-6691 751-8487 広報・情報

8 理　事 ㈱小池保険事務所 岩　﨑　聖　子
北区麻生町5丁目2番8号
　　　　　　小池保険ビル2F

707-7880 747-5222 広報・情報

9 理　事 秋葉設備㈲ 秋　葉　勇　輝 南区澄川4条11丁目6-22 582-6065 582-6075 技術・事業

10
理　事
委員長

冨高管材㈱ 加　藤　貴　大
白石区菊水上町1条4丁目
　　　　　　　　 202番地12

598-9990 598-9870 広報・情報

11 会　計 ㈱ふじ研究所 河　野　大　明 東区北28条東6丁目1-1 742-5828 742-5344 広報・情報

12 監　事 ㈱種村配管工業 種　村　紘　一 豊平区月寒東4条16丁目5-1 851-1379 851-6228 広報・情報

13 相談役 ㈱日新工業 渡　部　正　益 中央区北1条東4丁目1-1 219-3311 219-3313

14 札幌市管工事業協同組合 木　田　　　司 中央区北2条東8丁目86-10 222-1811 222-3021 広報・情報

15 札幌市管工事業協同組合 中　島　慎　吾 中央区北2条東8丁目86-10 222-1811 222-3021 広報・情報

16 札幌市管工事業協同組合 山　下　真　吾 中央区北2条東8丁目86-10 222-1814 222-2094 技術・事業

17 ㈱水章工業 三　浦　好　三 清田区平岡2条2丁目7-18 886-7600 886-7601 技術・事業

18 ㈱若杉水道 若　杉　真希好 手稲区手稲前田617-23 398-3016 685-3372 広報・情報

19 ㈱丸サ佐藤設備商会 佐　藤　広　平 豊平区平岸1条14丁目6-1 822-4185 822-4224 技術・事業

20 ㈱山中配管工業所 山　中　信　作 中央区南13条西13丁目1-40 561-1233 561-1234 技術・事業

21 札幌水材㈱ 相　木　良　介 中央区北10条西20丁目2-3 642-1271 642-5438 技術・事業

22
㈱竹村製作所
　　　　　札幌営業所

佐　藤　三　直 東区北10条東14丁目4-17 750-2100 750-2900 技術・事業

23
北海道水道機材㈱
　　　　　　札幌支店

小松谷　　　学 北区新川西1条1丁目1-34 764-5550 764-1010 技術・事業

24
前澤給装工業㈱
　　　　　北海道支店

北　川　　　治 白石区東札幌6条1丁目2-30 814-1515 814-1717 広報・情報

25
山田機械工業㈱
　　　　　　発寒営業所

西海谷　智　紀 西区発寒14条14丁目2番45号 671-8381 671-8382 広報・情報

26 中立工業㈱ 北　森　　　壮 西区福井475番1 661-5666 664-7666 技術・事業

27 ㈲タケダ技研 武　田　勇　助 東区東雁来8条1丁目7-48 791-5450 557-2413 広報・情報

28 ㈱ニチダイ 中　澤　剛　文 東区東雁来6条2丁目6-3 789-1080 789-1081 技術・事業

29 秋葉設備㈲ 阿　部　哲　則 南区澄川4条11丁目6-22 582-6065 582-6075 広報・情報

30 ㈱札商管材公社 中　村　博　計 豊平区豊平1条3丁目1-14 812-5665 815-0601 技術・事業

31
北海道水道機材㈱
　　　　　　札幌支店

三　上　涼　子 北区新川西1条1丁目1-34 764-5550 764-1010 広報・情報

32 ㈱栗林商会　札幌支社 西　　　健　治 中央区北3条西12丁目2-4 221-8522 271-8767 技術・事業

33 ㈲臼谷興業 佐　藤　健　太 白石区川下3条7丁目4-5 873-9012 873-9016 技術・事業
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34 東亜工業㈱ 板　垣　紀　章 中央区宮の森3条13丁目5-24 621-4325 621-4359 技術・事業

35 ㈲池本設備工業 池　本　慎　二 手稲区前田5条11丁目1-39 682-2832 682-2840 技術・事業

36 ㈲池本設備工業 石　飛　一　孝 手稲区前田5条11丁目1-39 682-2832 682-2840 技術・事業

37 ㈱小池保険事務所 野　木　希　咲
北区麻生町5丁目2番8号
　　　　　　小池保険ビル2F

707-7880 747-5222 広報・情報

38 ㈱フォルテック 花　松　雄　平 中央区南5条東3丁目5番地 531-1611 531-1716 広報・情報

39 丸功協栄工業㈱ 森　　　洋　明 東区北48条東7丁目2番22号 721-7775 721-5816 広報・情報

40 ㈱タブチ　札幌支店 山　本　　　怜 豊平区豊平3条11丁目1番14号 814-8111 814-8112 広報・情報

41
㈱光合金製作所
　　　　　札幌営業所

村　井　大　輝 手稲区曙3条3丁目6-8 683-3433 684-0420 広報・情報

42 ㈱Ｔ・Ｋ・Ｃ 佐　賀　　　剛 北区篠路町拓北31-47 299-6868 299-6363 技術・事業

43 ㈱Ｔ・Ｋ・Ｃ 柵　山　良　太 北区篠路町拓北31-47 299-6868 299-6363 技術・事業

44 秋葉設備㈲ 下　吉　健　太 南区澄川4条11丁目6-22 582-6065 582-6075 広報・情報

45 ホームテック㈱ 酒　井　一　徳 東区北21条東13丁目1番13号 750-5353 751-1212 広報・情報

46
渡辺パイプ㈱
札幌設備サービスセンター

多　賀　大　輝 白石区菊水上町3条2丁目52-27 837-3031 816-7356 広報・情報

47 ㈱花井組 七　戸　那央紀 西区西野8条5丁目7番18号 662-2326 662-2342 技術・事業
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