一般社団法人

北海道空調衛生工事業協会

AIR-CONDITIONING & PLUMBING CONTRACTORS ASSOCIATIONS OF HOKKAIDO
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北海道空調衛生工事業協会は、
空調衛生工事に係る設備工事業者の全道団体です。

一般社団法人

北海道空調衛生工事業協会（略称：道空衛）

〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1番地1 北海道設備会館
電話（011）621-4106 FAX（011）642-6720
URL●http://doukuei.or.jp
E-mail●info@doukuei.or.jp

函館空調衛生工事業協会

網走管工事業協同組合

〒060-0004 札幌市中央区北4条西19丁目1番地1 北海道設備会館
（011）621-4106 FAX（011）642-6720

〒041-0824 函館市西桔梗町819番地6 函館管工事業協同組合会館内
（0138）83-2661 FAX（0138）83-2668

〒093-0035 網走市駒場南6丁目1番8号
（0152）43-3317 FAX（0152）45-1117

小樽後志管工事協会

道北空調衛生工事業協会上川支部

紋別管工事協会

〒047-0034 小樽市緑1丁目1番3号 管工事組合ビル内
（0134）34-2810 FAX（0134）34-2810

〒070-0061 旭川市曙1条8丁目 新東ビル2F
（0166）26-4691 FAX（0166）25-7552

〒094-0013 紋別市南が丘町8丁目6番地1 ㈱中央製作所内
（0158）24-2451 FAX（0158）24-2097

室蘭空調衛生工事業協会

道北空調衛生工事業協会宗谷支部

美幌管工事業協同組合

〒050-0083 室蘭市東町2丁目2番15号 ㈱ユニオン建設内
（0143）41-3901 FAX（0143）41-3906

〒097-0015 稚内市朝日６丁目２番13号 ㈱渡辺設備工業内
（0162）32-8350 FAX（0162）32-8350

〒092-0004 網走郡美幌町字仲町1丁目143番地 ㈱四ツ輪工業内
（0152）73-3673 FAX（0152）72-0175

苫小牧管工事業協同組合

道北空調衛生工事業協会留萌支部

遠軽地区空調衛生工事業協会

〒053-0018 苫小牧市旭町4丁目2番18号
（0144）33-5934 FAX（0144）33-2688

〒077-0007 留萌市栄町2丁目2番13号 ㈱ハチロ内
（0164）42-3311 FAX（0164）43-1750

〒099-6414 紋別郡湧別町錦町179番地 ㈲吉田設備工業内
（01586）5-2115 FAX（01586）5-2165

日高空調衛生工事業協会

帯広空調衛生工事業協会

斜里地区管工事業協会

〒056-0027 日高郡新ひだか町静内駒場6番8号 ㈱道南内
（0146）42-3198 FAX（0146）42-2155

〒080-0016 帯広市西6条南6丁目4番地 帯管協ビル1階
（0155）20-3753 FAX（0155）20-3754

〒099-4116 斜里郡斜里町文光町48番地1 ㈱長屋工業内
（0152）23-2428 FAX（0152）23-2822

空知空調衛生工事業協会

釧根空調衛生工事業協会

〒068-0004 岩見沢市4条東12丁目 共進工業㈱内
（0126）22-0336 FAX（0126）25-4923

〒085-0008 釧路市入江町7番27号 綜合設備㈱内
（0154）25-3116 FAX（0154）25-3826

一般社団法人

札幌空調衛生工事業協会

北見管工事事業協同組合
〒090-0052 北見市北進町3丁目2番2号
（0157）22-2813 FAX（0157）22-2893

このパンフレットは再生紙を使用しています。

