
別 表 ３

冷凍空調施設工事事業所
認定申請書提出先指定団体名簿

① 一般社団法人 日本冷凍空調設備工業連合会の構成団体

名 称 住 所 電話番号

一般社団法人 060-0042 札幌市中央区大通西18-1-27 011-623-3560
北海道冷凍空調設備工業会 山京大通ビル302号

青森県冷凍空調設備工業会 030-0131 青森市問屋町1-9-30 017-738-2131
大青工業(株)内

岩手県冷凍空調設備工業会 020-0891 紫波郡矢巾町流通ｾﾝﾀｰ南 019-632-6850
1-9-5

一般社団法人 984-0002 仙台市若林区卸町東1-3-8 022-231-3520
宮城県冷凍空調設備工業会

秋田県冷凍空調設備工業会 011-0946 秋田市土崎港中央1-5-27 018-857-4168
松澤電気工事㈱内 3F

一般社団法人 990-2224 山形市近田84-2 023-666-6533
山形県冷凍空調設備工業会 朝日工業㈱内

一般社団法人 960-8162 福島市南町449 024-545-5631
福島県冷凍空調設備工業会

茨城県冷凍空調設備協会 311-1251 ひたちなか市山崎30 029-200-4199
(株)宮本冷機内

一般社団法人 320-0852 宇都宮市下砥上町1496-1 028-645-8807
栃木県冷凍空調工業会
冷凍空調設備部会

協同組合 371-0847 前橋市大友町2-29-21 027-251-0332
群馬県機械設備工業会 群馬県設備会館内

一般社団法人 330-0055 さいたま市浦和区東高砂町 048-883-7075
埼玉県冷凍空調工業会 4-8 ｱﾄﾞﾌｨｰ東高砂106号室

千葉県冷凍空調設備協会 260-0854 千葉市中央区長洲1-31-1 043-227-4016

一般社団法人 105-0011 港区芝公園3-5-8 03-3437-9236
東京都冷凍空調設備協会 機械振興会館

神奈川県冷凍空調設備協同組合 231-0012 横浜市中区相生町1-7 045-681-3449
和同ビル 3F

新潟県冷凍空調設備協会 950-1124 新潟市西区緒立流通2-2-4 025-377-7111
新潟機器㈱内



名 称 住 所 電話番号

一般社団法人 939-8221 富山市八日町247-14 076-428-0043
富山県冷凍空調設備工業会 富山流通団地協同組合会館内

一般社団法人 920-0356 金沢市専光寺町二31番地 076-213-5577
石川県冷凍空調設備工業会 北陸ｴｱｺﾝ㈱ 内

一般社団法人 406-0853 笛吹市境川町藤垈6865 055-234-5917
山梨県冷凍空調設備保安協会 ㈲岩間冷設工業内

岐阜県冷凍空調設備協会 501-3122 岐阜市大洞紅葉が丘1-39 058-243-0033

一般社団法人 422-8067 静岡市駿河区南町6-1 054-285-2686
静岡県冷凍空調工業会 南町第1ﾋﾞﾙ 2F

一般社団法人 460-0008 名古屋市中区栄5-7-14 052-263-5067
中部冷凍空調設備協会 kainumaビル 703号

一般社団法人 514-0011 津市高洲町13-34 059-228-6130
三重県管工事工業協会

冷凍空調部会

一般社団法人 541-0041 大阪市中央区北浜1-3-14 06-6233-3201
近畿冷凍空調工業会 リーガル北浜ﾋﾞﾙ901号室

一般社団法人 733-0003 広島市西区三篠町2-4-1 082-238-8830
広島県冷凍空調工業会 清水ビル2F

一般社団法人 689-1103 鳥取市生山10-10 0857-53-5521
鳥取県冷凍空調工業会 ㈲高橋冷機工業内

一般社団法人 690-0826 松江市学園南2丁目20-8 0852-24-1707
島根県冷凍空調工業会

一般社団法人 745-0074 周南市今宿町3丁目34番地 0834-22-5044
山口県冷凍空調工業会

徳島県空調冷凍工業会 770-8691 徳島市大道1-10 088-654-4455
中筋ﾋﾞﾙ 3F

一般社団法人 760-0080 高松市木太町3区2082-8 087-832-2873
香川県冷凍空調設備工業協会 ㈱星電内

一般社団法人 790-0951 松山市天山3-13-1 089-947-2624
愛媛県冷凍空調設備工業会 ロータリー天山102号

一般社団法人 780-0901 高知市上町3-4-23 088-872-2708
高知県冷凍空調設備工業会 就労ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ かみまち

一般社団法人 812-0013 福岡市博多区博多駅東 092-471-1530
西日本冷凍空調工業会 1-11-15 博多駅東口ﾋﾞﾙ601号



名 称 住 所 電話番号

宮崎県冷凍空調工業会 880-0862 宮崎市潮見町100-1 0985-28-0870
宮崎南菱冷熱㈱内

一般社団法人 890-0064 鹿児島市鴨池新町6-6 099-254-3948
鹿児島県冷凍空調工業保安協会 鴨池南国ビル 3F

沖縄県冷凍空調設備協会 901-2316 沖縄県中頭郡北中城村字 098-935-3600
安谷屋1453
アゲダ空調食品設備㈱内



② 各都道府県冷凍設備保安協会

名 称 住 所 電話番号

一般社団法人 060-0003 札幌市中央区北3条西2丁目 011-231-1581
北海道冷凍設備保安協会 さっけんﾋﾞﾙ

青森県冷凍設備保安協会 030-0812 青森市堤町1-3-10 017-776-2613

岩手県冷凍設備保安協会 020-0023 盛岡市内丸16-1 019-625-2083
岩手県水産会館 5階

宮城県冷凍設備保安協会 980-0012 仙台市青葉区錦町1-2-23 022-222-7275

秋田県冷凍設備保安協会 010-0802 秋田市外旭川四百刈22 080-8206-0265
秋田中央小売市場内 2F

山形県冷凍協会 994-0057 天童市石鳥居2-2-70 023-658-3330
㈱山形丸魚 管理本部 内

福島県冷凍設備保安協会 963-8071 郡山市富久山町久保田字太郎 024-944-1655
殿前2-6 郡山冷蔵製氷㈱ 内

茨城県冷凍設備保安協会 310-0015 水戸市宮町2-8-9 029-221-2835

一般社団法人 320-0852 宇都宮市下砥上町1496-1 028-658-7756
栃木県冷凍空調工業会

冷凍施設保安部会

群馬県冷凍設備保安協会 371-0025 前橋市紅雲町1-7-12 027-210-6677
住宅公社ﾋﾞﾙ 3F

埼玉県冷凍設備保安協会 330-0063 さいたま市浦和区高砂3-4-9 048-833-1870
太陽生命ﾋﾞﾙ 6F

一般社団法人 260-0854 千葉市中央区長洲1-31-1 043-227-7375
千葉県冷凍設備保安協会 高森ﾋﾞﾙ

公益社団法人 113-0033 文京区本郷5-23-13 03-3830-0252
東京都高圧ガス保安協会 ﾀﾑﾗﾋﾞﾙ 3F

一般社団法人 231-0023 横浜市中区山下町1 045-228-0366
神奈川県高圧ガス保安協会 ｼﾙｸｾﾝﾀｰ 3F

新潟県冷凍空調設備保安協会 950-0088 新潟市中央区万代2-4-15 025-243-3808
新潟県冷凍会館 内

富山県冷凍設備保安協会 939-0341 射水市三ヶ3275-3 0766-50-9133
ｻﾝｼｬｲﾝ小杉 201号室



名 称 住 所 電話番号

石川県冷凍設備保安協会 920-0211 金沢市湊4-7-2 076-265-6663
(ｳﾛｺ冷蔵㈱内)

福井県冷凍設備保安協会 910-0023 福井市順化2-1-1 0776-22-4117
益茂第1ﾋﾞﾙ 4F

一般社団法人 400-0813 甲府市向町409-5（斉藤様方） 055-235-6778
山梨県冷凍保安検査協会

長野県冷凍空調保安協会 380-8570 長野市大字南長野字幅下 026-235-5649
692-2 長野県庁東庁舎 3F

岐阜県冷凍設備保安協会 500-8384 岐阜市薮田南1-11-12 058-272-0265
岐阜県水産会館 615号室

一般財団法人 420-0033 静岡市葵区昭和町10-6 054-260-4161
静岡県環境・産業保安機構 富士岡第一ﾋﾞﾙ 2階

愛知県冷凍設備保安協会 460-0022 名古屋市中区金山2-13-11 052-323-8835
小林ﾋﾞﾙ 3F

三重県冷凍設備保安協会 514-0006 津市広明町323-1 059-228-2284
三重県水産会館 1F

滋賀県高圧ガス保安協会 520-0044 大津市京町4-5-23 077-526-4718
ﾌｫﾚｽﾄ京町ﾋﾞﾙ 4F

京都府冷凍設備保安協会 601-8306 京都市南区吉祥院宮ノ西町 075-322-2130
９-１ KONAビル １F

大阪府冷凍設備保安協会 541-0051 大阪市中央区備後町3-3-15 06-6265-0711
ﾆｭｰ備後町ﾋﾞﾙ 4F

兵庫県冷凍設備保安協会 650-0015 神戸市中央区多聞通3-3-16 078-361-5572
甲南第一ﾋﾞﾙ 808号室

和歌山県冷凍設備保安協会 649-6405 紀の川市東大井202-2 0736-79-3840

岡山県冷凍設備保安協会 700-0941 岡山市北区青江1-7-6 086-234-4811
岡山中央冷蔵㈱ 2F

広島県冷凍設備保安協会 730-0012 広島市中区上八丁堀8-23 082-228-1370
林業ﾋﾞﾙ 909

山口県高圧ガス保安協会 754-0011 山口市小郡御幸町7-31 083-974-5380
ｱﾄﾞﾚ･ﾋﾞﾙ 203



名 称 住 所 電話番号

徳島県冷凍設備保安協会 770-0873 徳島市東沖洲2-66 088-664-7060
㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ中四国 内

香川県冷凍設備保安協会 761-8031 高松市郷東町796
㈱ﾆﾁﾚｲ･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ中四国 087-882-8811
高松西物流ｾﾝﾀｰ 内

愛媛県冷凍設備保安協会 790-0011 松山市千舟町4-5-4 089-941-7021
松山千舟454ﾋﾞﾙ 5F

高知県冷凍設備保安協会 780-0811 高知市弘化台1-15 090-7574-6662
大東冷蔵㈱ 内

福岡県冷凍設備保安協会 812-0018 福岡市博多区住吉2-16-1 092-281-0932
ﾒｿﾞﾝ住吉 202

佐賀県冷凍設備保安協会 840-0816 佐賀市駅南本町6-7 0952-23-5046
第一内田ﾋﾞﾙ 6F

長崎県冷凍設備保安協会 851-2211 長崎市京泊3-3-1 095-850-8501
関連棟 B-1

熊本県高圧ガス保安協会 860-0812 熊本市中央区南熊本5-1-1 096-373-0766
ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ 5F

一般社団法人 870-0045 大分市城崎町2-1-5 097-534-0733
大分県高圧ガス保安協会 司法ﾋﾞﾙ 203号室

宮崎県冷凍保安協議会 880-0912 宮崎市大字赤江字飛江田774 0985-54-7446
ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ会館 内

鹿児島県冷凍設備保安協会 892-0823 鹿児島市住吉町7-9 099-222-7069
鹿児島船用品ﾋﾞﾙ 3F

一般社団法人 901-0152 那覇市字小禄1831-1 098-858-9562
沖縄県高圧ガス保安協会 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706


