羽島市指定給水装置工事事業者一覧表（市外）
番号

指定工事事業者名

代表者氏名

住

所

R1.7.29現在
電
話

1 愛知リビルド㈱

村井 伸仁

一宮市奥町字宮東65番地7

(0586)61-6550

2 ㈲アイテック

井戸 直人

岐阜市領下7丁目47番地2

(058)215-9914

3 (有)葵設備工業

平野 行雄

土岐市土岐津町土岐口1372番地の43 （0572）54-6161

4 ㈱アクアテクノス

縄野 公士郎 あま市篠田虱掛2番地8

(052)449-2370

5 ㈱浅乃設備

浅野 伸弘

岐阜市東改田字再勝62番地1

(058)214-4201

6 浅野設備工業

浅野 義昭

瑞穂市本田1552番地19

(058)326-5172

7 ㈱アルテック

安藤 陽一

本巣郡北方町曲路3丁目1番地

(058)324-0084

8 安八工業所

西松 秀幸

安八郡安八町中1498番地

(0584)64-2263

9 ㈱イースマイル

島村 禮孝

大阪市中央区瓦屋町3-7-3

(06)6631-7449

10 ㈲一原設備

木原 照彦

羽島郡岐南町若宮地2丁目94番地

(058)247-5340

11 ウスイ住宅設備

水谷 裕二

岐阜市六条大溝4丁目8番11号

(058)271-5888

12 ㈱梅田

梅田 吉也

加茂郡富加町高畑５９９番地の５ (0574)54-2367

13 ㈲浦野工業

浦野

大垣市静里町９１２番地の４

14 MTテック

松波 立身

本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目61-1 (058)372-6593

15 大垣設備㈱

大内 博史

大垣市荒尾町１８１０－７４

16 大野設備工業

大野 義宣

各務原市小佐野町７丁目２９０番地 (058)382-6698

17 岡田産業㈱

岡田 明彦

岐阜市宇佐南４丁目17番10号

18 小木曽設備工業㈱

小木曽 清人 各務原市那加南栄町86番地の4 (058)383-6221

19 奥村設備

奥村 富男

各務原市那加雄飛ケ丘町6番地の28 (0583)82-5564

20 ㈱オネステック

長屋 英己

岐阜市安食志良古26番地140

(058)235-7933

21 小野設備

小野 寿久

岐阜市鏡島１６７１番１

(058)253-9558

22 ㈲折戸工業

折戸

揖斐郡池田町片山１０７１

(0585)45-4801

23 ㈲カイネン

近藤 雅好

海津市平田町今尾３０６６－３

(0584)66-2040

24 兼松工業

兼松 利三男 関市本郷町65-2

(0575)22-7065

25 加納水道設備㈱

加納 浩二

大垣市三津屋町2丁目56番地

(0584)74-3912

26 河合管工㈱

河合

岐阜市黒野南１丁目１２７

(058)239-0127

27 ㈲川合水道工業

川合 博之

大垣市本今5丁目108番地の1

(0584)89-5255

28 ㈲川井設備

川井

努

海津市平田町勝賀１３１１

(0584)67-3438

29 川島工業㈱

川島

弘樹 岐阜市八代3丁目3番2号

(058)232-7558

30 ㈱神田工業

神田 孝伸

31 ㈱岐西建設

阿葉家 卓也 本巣市浅木3番地31

(058)323-0015

32 北川工業㈱

北川 義行

岐阜市池之上町３丁目２３番地

(058)231-9074

33 木原設備工業所

奥村 照彦

岐阜市市橋４丁目６番５号

(058)274-3890

34 岐阜管工事㈱

山田 文夫

岐阜市上太田町２丁目１７番地

(058)262-9415

35 ㈱岐北冷機

林

岐阜市岩崎９９９

(058)237-7788

36 協栄設備工業㈱

髙木 雅浩

岐阜市茜部中島1丁目62番地2

(058)271-2579

雅

登

勲

勝美

(0584)91-8034
(0584)91-1587
(058)272-3000

各務原市各務山の前町四丁目48番地 (0583)84-4146

番号

指定工事事業者名

代表者氏名

住

所

R1.7.29現在
電
話

37 株式会社 協和

中嶋 幹男

海津市海津町瀬古５４３番地の１

(0584)53-0995

38 ㈱桐山

桐山 年美

岐阜市岩崎３丁目２番地６

(058)236-1030

39 ㈱クラシアン

鈴木 一也

横浜市港北区新横浜1-2-1

(045)473-8181

40 ㈱クラシアン 岐阜支社

鈴木 一也

岐阜市六条北３丁目20番地17

(058)277-6273

41 ㈲河野水道工業

河野

岐阜市三田洞８５３－９

(058)237-3130

42 コジマ設備工業㈱

栗本 秀明

岐阜市則武西１丁目６－３

(058)231-8875

43 ㈲小塚工業

小塚 誓治

安八郡輪之内町四郷2258番地

(0584)69-3601

44 近藤工業㈲

近藤 竜也

不破郡垂井町地蔵２丁目５９

(0584)22-5653

45 近藤設備㈱

近藤 修一

羽島郡笠松町田代８７４

(058)387-0777

46 ㈲坂井田水道工業所

坂井田定雄

岐阜市柳津町大字高桑２０

(058)279-2005

47 ㈲坂井田住設

坂井田五十三 岐阜市柳津町大字高桑162-2

(058)279-0462

48 ㈲サンエコール

馬渕 俊哉

大垣市牧野町4丁目103番地11

(0584)91－8618

49 三起建設㈲

板橋一郎

羽島郡岐南町八剣北6丁目30番地 (058)248-0773

50 三徳㈱

徳永 篤

岐阜市江添2丁目9番10号

(058)213-3109

51 ㈱茂喜工業所

宇佐見 秀樹 岐阜市西荘4丁目10番1号

(058)253-8678

52 ㈲篠原住設

篠原 雪美

本巣郡北方町高屋１０４－１４

(058)324-3545

53 ㈱清水

清水 基之

羽島郡笠松町円城寺１３４１

(058)387-3765

54 城西設備

桒原

大垣市墨俣町大字墨俣525番地 (0584)62-5549

55 ㈱シンエイ

木原 朗広

大阪市中央区谷町２丁目４－３ アイエスビル９階

(06)6944-7797

56 新幸ホーム㈱

赤尾 鋭和

大垣市墨俣町大字墨俣1052-1

(0584)62-6296

57 ㈲新生設備

小寺

58 水道センター㈱

安藤 幸博

岐阜市加納永井町１丁目22-1

(058)274-9210

59 ㈱ＳＫＩＬＬ．Ｋ

安田 和雄

安八郡安八町大森413番地2

(0584)47-8361

60 ㈱鈴健設備

鈴木 敏弘

各務原市蘇原申子町２丁目５７番地１ (058)383-2117

61 ㈱巣南設備

杉原 清

瑞穂市十七条28番地

62 セイノウ設備㈱

黒田 憲太朗 揖斐郡池田町本郷298-1

(0585)45-9855

63 善勝(有)

吉田 訓

津島市元寺町2丁目40番地

(0567)22-5200

64 ㈱大広商事

末松 卓見

大垣市東前２丁目１８－３

(0584)74-8811

65 大東株式会社

渡部 勝裕

岐阜市宇佐南３丁目14番1号

(058)276-6116

66 高橋管工㈱

高橋 毅継

岐阜市則武中３丁目１番６号

(058)231-0983

67 ㈱高橋建材

高橋 秀司

岐阜市則武中２丁目３番２号

(058)231-4804

68 田島工業㈲

田島 茂利

各務原市尾崎北三丁目28番地の6 (0583)89-3335

69 チーム・オオノ

大野 圭輝

岐阜市打越432-5

(058)216-0471

70 ㈱テクノス

鍔田 剛年

安八郡安八町善光90番地2

(0584)63-0312

71 ㈲東海エアコンセンター

長谷川 弘

各務原市蘇原新栄町1丁目79番地3 (058)382-8433

72 東新工業有限会社

松本 勝由

養老郡養老町鷲巣1618-17

(0584)32-3713

73 ㈱トオヤマ

遠山 重徳

岐阜市笹土居町27

(058)265-2729

74 戸島工業㈱

荒川 晶一

岐阜市本郷町５丁目１６

(058)251-1141

剛

弘

正浩 本巣市政田1378番地

(058)323-7511

(058)328-2534

番号

指定工事事業者名

代表者氏名

住

所

R1.7.29現在
電
話

75 巴産業㈱

長尾 佳春

岐阜市大池町３番地の１

(058)252-1275

76 中島管工

中島 英秋

海津市平田町岡384番地1

(0584)67-3373

77 中屋

中村 光治

安八郡神戸町大字神戸451

(0584)27-2333

78 ㈱永田設備

永田 誠也

各務原市川島笠田町261番地5

(0586)89-3600

79 ㈱長沼水道工業所

長沼 芳樹

関市本町4丁目7番地

(0575)22-0205

80 ㈲西垣設備

西垣 弘道

本巣郡北方町高屋白木2丁目41 (058)324-2455

81 西垣ポンプ設備㈱

西垣 弘一

羽島郡笠松町美笠通3丁目12-1 (058)388-3771

82 ㈱西日本設備

三角 武史

大阪市北区東天満1-6-8

(06)4801-9971

83 ㈲西脇設備

西脇 利高

海津市平田町野寺１３８１－２

(0584)67-3302

84 ㈱丹羽住設

丹羽 成一

大垣市犬ヶ渕町２２

(0584)74-5038

85 野々村ポンプ工業㈱

野々村 勝己 岐阜市則武１丁目２－９

(058)231-4352

86 ㈲萩野設備

萩野 雅彦

岐阜市柳津町佐波４６０５－１

(058)279-0395

87 ㈲長谷川住建設備

長谷川和彦

岐阜市岩栄町１丁目３４－３

(058)247-0958

88 ㈱長谷川設備

長谷川信雄

各務ヶ原市大野町４丁目７２番地 (0583)83-8735

89 服部設備

服部 良平

瑞穂市稲里４３４－６

90 ㈲ハヤカワ

早川

弘泰 羽島郡岐南町平島３丁目６４番地 (058)247-6807

91 ㈲早川水道

早川

悟

92 久富電設㈱

久富

幸司 大垣市小野１丁目２２番地１

93 ひつじや商店

長谷川龍雄

海津市平田町今尾２９７４

(0584)66-2146

94 日野吉工業㈱

川島 吉博

岐阜市北鶉３丁目２１番地

(058)272-0721

95 ㈲日比清工業

日比野 貴志 岐阜市六条大溝4丁目6番6号

(058)275-3887

96 ㈱ビルカン

近本 仁

岐阜市下奈良３丁目６番６号

(058)273-2782

97 ㈲藤井浴槽設備

藤井 信康

加茂郡川辺町福島205番地5

(0574)53-6829

98 ㈱藤吉設備

藤田 重美

各務原市那加西野町２０８番地

(058)389-3815

大垣市長松町１０８７－１

(0584)91-1173

99 豊和設備㈱

境

豊

関市明生町５丁目１番６号

(058)326-6631
(0575)22-2895
(0584)81-2643

100 ㈱堀内工業

堀内 諭実彦 関市下白金４７番地の４

(0575)28-2880

101 堀政設備工業

堀 政雄

岐阜市東鶉4丁目30番地

(058)273-1426

102 ㈱ホンクメ

森嶋 稔朗

岐阜市松原町17番地

(058)272-1264

103 松井工業㈱

松井 康信

大垣市築捨町５丁目８６－１

(0584)88-1911

104 ㈱松波水道ポンプ工業所

野田 政博

岐阜市長良１８８－２

(058)232-3171

105 松村工業㈱

松村多美夫

岐阜市籔田東１丁目６番５号

(058)271-3912

106 真野工業㈱ 岐阜支店

真野 照子

岐阜市東明見町19番地

(058)272-8156

107 馬渕工務店

馬渕 昇

岐阜市六条大溝1丁目15-12

（058）271-3445

108 丸石㈱

石原 孝市

岐阜市須賀１丁目１０番地１号

(058)271-1918

109 マルエイテクノサービス㈱

野田 政博

岐阜市須賀1丁目5番１3号

(058)273-7321

110 ㈲マルエ江崎住設

江崎 幸治

岐阜市黒野南3丁目134番地

(058)239-8051

111 ㈲マル岐加藤工業

加藤 誠

羽島郡笠松町門間343番地の1

(058)387-7569

112 丸共管工㈱

安藤 猛

各務原市那加前洞新町4丁目89番地 (058)383-4336

番号

指定工事事業者名

代表者氏名

住

所

R1.7.29現在
電
話

113 三浦水道

三浦世都男

羽島郡笠松町北及１７７９－２

114 ㈱水企画アイケン

田畑 博之

各務原市那加山後町1丁目240番地 (0583)83-0710

115 ㈱三谷設備工業

三谷 敦

愛知県一宮市蓮池字松山71番地 (0586)64-6911

116 美濃工研㈱

杉野 達和

大垣市本今4丁目136番地1

(0584)89-5720

117 光来組

浅野 祐介

瑞穂市田之上８２９番地１

080-5123-1650

118 ㈲結水道

古澤 達也

安八郡安八町西結1054番地

(0584)62－5186

119 ㈲村上設備

村上 伸一郎 下呂市萩原町宮田１８３２番地の５ (0576)55-0678

120 名岐水道㈱

井戸 井

羽島郡岐南町伏屋9丁目70番地 (058)240-3800

121 森川設備

森川 正和

大垣市外渕2丁目148番地9

122 ㈱安田管工事

安田 豊司

安八郡神戸町大字西座倉347-2 (0585)35-2600

123 ㈱安田電気管工

国枝 正二

大垣市新田町４丁目３６

(0584)89-6077

124 安田㈱本店

近藤

要

岐阜市鶴田町３丁目２４

(058)246-2131

125 ㈲安福管工

安福

昇

大垣市笠木１１６－５

(0584)91-2843

126 ㈲ヤトウ設備

谷藤 勝美

瑞穂市牛牧４５８番地１

(058)327-8536

127 ユニオンテック㈱

安部 源太郎 岐阜市中鶉１丁目30番1号

(058)274-5361

128 ㈲吉田商店

吉田 憲弘

本巣市十四条558番地

(058)324-4826

129 (有)米田住宅設備

林

美濃加茂市下米田町西脇５４６

0574-25-5146

130 ロイヤルホームセンター㈱

中山 正明

大阪市北区堂島浜2丁目1番29号 (06)4796-6650

131 ㈲和光工業

金井 光男

岐阜市河渡１４５３番２

132 渡辺設備

渡辺 源之

不破郡垂井町南新井1丁目8番地 (0584)22-2354

133 ワタナベ設備工業㈱

渡辺 和重

大垣市本今３丁目２８番地

正紀

(058)387-0886

(0584)89-6704

(058)252-4850
(0584)78-1537

