
分類 工事店名称又は商号 名称・商号の所在地 電話番号

あ ㈲アイテック 岐阜市領下7丁目47番地2 058-215-9914

アクア工業 各務原市那加野畑町2丁目53番地 058-383-7005

㈱浅乃設備 岐阜市東改田字再勝62番地1 058-214-4201

㈲アテックホーム 大垣市高屋町2丁目32番地3 0584-81-4555

㈱アルテック 本巣郡北方町曲路3-1 058-324-0084

㈲安八工業所 安八郡安八町中1498 0584-64-2263

MTテック 本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目61番地１ 058-372-6593

大垣設備㈱ 大垣市荒尾町1810番地66 0584-91-1587

大野設備工業 各務原市小佐野町7丁目290番地 058-382-6698

岡田産業㈱ 岐阜市宇佐南4丁目17番10号 058-272-3000

岡本設備 可児市広見1619-6 0574-63-3443

小木曽設備工業㈱ 各務原市那加南栄町86番地の4 058-383-6221

奥村設備 各務原市蘇原村雨町1-33-2 058-382-5564

㈱オネステック 岐阜市中西郷2丁目260番1 058-201-0410

小野設備 岐阜市鏡島1671-3 058-253-9558

か ㈲カイネン 海津市平田町今尾3066-3 0584-66-2040

加納水道設備㈱ 大垣市三津屋町2丁目56番地 0584-74-3912

川島工業㈱ 岐阜市八代3-3-2 058-232-7558

㈱神田工業 各務原市各務山の前町四丁目48番地 058-384-4146

北川工業㈱ 岐阜市池ノ上町3-23 058-231-9074

木原設備工業所 岐阜市市橋4-6-5 058-274-3890

岐阜管工事㈱ 岐阜市上太田町2-17 058-262-9415

㈱岐北冷機 岐阜市岩崎999 058-237-7788

協栄設備工業㈱ 岐阜市茜部中島1-62-2 058-393-2966

㈱協和 海津市海津町瀬古543-1 0584-53-0995

㈱桐山 岐阜市岩崎3丁目2番地6 058-236-1030

㈱栗本設備 岐阜市則武西1-6-3 058-231-4885

㈲小塚工業 安八郡輪之内町四郷2258 0584-69-3601

近藤工業㈲ 不破郡垂井町地蔵2-59 0584-22-5653

近藤設備㈱ 羽島郡笠松町田代874番地 058-387-0777

さ ㈲坂井田水道工業所 岐阜市柳津町高桑四丁目118番地 058-279-2005

㈲サンエコール 大垣市福田町302-1 0584-91-8618

三起建設㈲ 羽島郡岐南町八剣北6丁目30番地 058-248-0773

㈱茂喜工業所 岐阜市西荘4-10-1 058-253-8678
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㈱清水 羽島郡笠松町円城寺1341 058-387-3765

城西設備 大垣市墨俣町墨俣525 0584-62-5549

㈱SKILL.K 羽島郡岐南町徳田1丁目19番地-2 058-374-2170

㈱鈴健設備 各務原市蘇原申子町2丁目57番地1 058-383-2117

㈲新生設備 本巣市政田1378 058-323-7511

㈱巣南設備 瑞穂市十七条28 058-328-2534

瀬古水道㈱ 岐阜市吾妻町2丁目5番地 058-215-5445

た ㈱大広商事 大垣市東前2-18-3 0584-74-8811

大東㈱ 岐阜市六条南3-14-1 058-276-6116

高橋管工㈱ 岐阜市則武中3-1-6 058-231-0983

㈱高橋建材 岐阜市則武中2-3-2 058-231-4804

㈲東海エアコン設備センター 各務原市蘇原新栄町一丁目79番地の3 058-382-8433

東新工業㈲ 養老郡養老町鷲巣1618-17 0584-32-3713

㈱トータルファシリティ 岐阜市小野1丁目77番地3 058-234-1544

㈱トオヤマ 岐阜市笹土居町27番地 058-265-2729

戸島工業㈱ 岐阜市本郷町5-16 058-251-1141

トバナ産業㈱ 大垣市外花6-46 0584-89-7609

な 中島管工 海津市平田町岡384-1 0584-67-3373

㈱永田設備 各務原市川島笠田町261番地5 0586-89-3600

㈱長沼水道工業所 関市宝山町62番地 0575-22-0205

㈱中屋 安八郡神戸町大字神戸451番地 0584-27-2333

㈲西部設備 関市中之保3668番地1 0575-49-3036

㈲西垣設備 本巣郡北方町高屋白木2-41 058-324-2455

西垣ポンプ設備㈱ 羽島郡笠松町美笠通3-12-1 058-388-3771

㈱丹羽住設 大垣市犬ヶ渕町22 0584-74-5038

野々村ポンプ工業㈱ 岐阜市則武中1-2-9 058-231-4352

ノムラ工業㈱ 大垣市大井2丁目41番地1 0584-77-0193

は ㈲萩野設備 岐阜市柳津町下佐波三丁目126番地 058-279-0395

㈲長谷川住建設備 岐阜市岩栄町1-34-3 058-247-0958

㈱長谷川設備 各務原市大野町4-72 058-383-8735

㈲ハヤカワ 羽島郡岐南町平島3-64 058-247-6807

日野吉工業㈱ 岐阜市北鶉3丁目21 058-272-0721

㈲日比清工業 岐阜市六条大溝4-6-6 058-275-3887

㈱藤幸組 安八郡輪之内町下大榑新田698-1 0584-69-2991
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㈱古川組 海津市南濃町山崎920 0584-55-0183

豊和設備㈱ 大垣市長松町1087-1 0584-91-1173

㈱堀内工業 関市下白金364番地1 0575-28-2880

ま 松井工業㈱ 大垣市築捨町5-86-1 0584-88-1911

㈱松波テクノ 岐阜市長良福光147番地3 058-232-3171

真野工業㈱ 岐阜支店 岐阜市東明見町19 058-272-8156

馬渕工務店 岐阜市六条大溝1丁目１５－１２ 058-271-3445

丸石㈱ 岐阜市須賀1-10-1 058-271-1918

丸共管工㈱ 各務原市那加前洞新町4丁目89番地 058-383-4336

㈲マル岐加藤工業 羽島郡笠松町門間343-1 058-387-7569

㈱水企画アイケン 各務原市那加山後町一丁目240番地 058-383-0710

美濃工研㈱ 大垣市本今四丁目136-1 0584-89-5720

㈲結水道 安八郡安八町西結１０５４ 0584-62-5186

㈲村上設備 下呂市萩原町宮田1832番地5 0576-55-0678

名岐水道㈱ 羽島郡岐南町伏屋9丁目70番地 058-240-3800

森川設備 大垣市外渕2丁目148番地9 0584-89-6704

や ユニオンテック㈱ 岐阜市中鶉1-30-1 058-274-5361

よしやす　住設 安八郡輪之内町四郷1615-20 0584-69-2395

わ ㈲和光工業 岐阜市河渡1453-2 058-252-4850

ワタナベ設備工業㈱ 大垣市本今三丁目28番地 0584-78-1537

渡辺設備 不破郡垂井町南新井1-8 0584-22-2354
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