
指定給水装置工事事業者一覧表（高浜市）
令和4年10月31日 現在

工事事業者名 住　　所 電話番号 備考
㈱榊原設備工業所 高浜営業所 高浜市青木町三丁目８番地３２ 0566-53-1245

ヤマザキ水道 高浜市青木町七丁目２番地１４ 0566-53-0341

㈲神龍 高浜市二池町一丁目１番地２６ 0566-53-0829

㈱新松 高浜市碧海町三丁目６番地１９ 0566-53-0945

天野住宅設備 高浜市呉竹町四丁目６番地２５ 0566-53-3939

㈲カミヤ設備 高浜市芳川町四丁目１番地１２ 0566-52-2592

㈲伊藤設備工業 高浜市八幡町五丁目９番地２ 0566-53-1095

㈱神直 高浜市青木町八丁目５番地１０ 0566-53-3284

㈱久米水道 高浜市本郷町五丁目３番地６４ 0566-52-3446

榊原管工㈱ 高浜市沢渡町二丁目５番地１７ 0566-52-2210

㈱桶元 高浜支店 高浜市神明町一丁目７番地２７ 0566-53-1374

丸愛内藤設備㈲ 高浜市小池町六丁目７番地２８ 0566-53-1717

安成工業㈱ 安城市篠目町肥田６０番地１ 0566-75-2611

㈲セイワ設備工業 知多郡東浦町大字生路字西畑１３番地１ 0562-84-4807

中川設備工業㈱ 知多郡東浦町大字緒川字西釜池５番地１５ 0562-34-9232

コスモ水道設備㈲ 半田市横川町二丁目６７番地 0569-28-6057

三水工業㈱ 安城市新田町郷西１３１番地２ 0566-76-5371

㈱長谷川設備工業 碧南市中後町一丁目４７番地 0566-42-1190

㈱イタヤ 碧南市栄町二丁目７番地 0566-48-3101

大濱燃料㈱ 碧南市港本町４番地２１ 0566-41-2666

中央プランテック㈱ 刈谷市野田町馬池３番地１８ 0566-23-5731

㈲Ｍ’ｓ 高浜市芳川町二丁目９番地３３ 0566-52-9991

㈱三幸 安城市高木町下屋敷２番地 0566-77-2851

㈱豊光設備 知立市谷田町下空池１３５番地５ 0566-81-1170

㈱赤松住総 西尾市上道目記町北後４５番地１ 0563-56-9409

㈲カジサン商会 知多郡東浦町大字緒川字申新田弐区４０番地４ 0562-83-3220

日設工業㈱ 刈谷市神明町一丁目２８番地 0566-21-5333

石川管工㈱ 刈谷市新富町五丁目５０７番地 0566-21-0585

㈱オケスエ 西尾市住吉町四丁目１２番地 0563-56-3020

㈲田島工業所 安城市赤松町大北９２番地２ 0566-76-4759

㈲岡田工業 豊田営業所 豊田市渡刈町西糟目７７番地３ 0565-71-3501

㈲ヤマト住設 安城市東端町用地２４番地 0566-79-2016

㈲サンウエムラ 安城市池浦町丸田２９８番地２ 0566-77-1248

天駒設備工業所 碧南市向陽町四丁目５２番地 0566-41-8416

有限会社岡田設備 安城市安城町拝木３１番地３ 0566-75-4179

協立設備工業㈱ 名古屋市千種区高見一丁目１８番９号 052-751-2004

松川設備工業㈱ 半田市協和町二丁目１１５番地 0569-21-5087

㈱旭設備 高浜市青木町八丁目１番地１７ 0566-53-8407

DAISUI㈱ 名古屋市熱田区古新町二丁目９１番地 052-681-2718

㈲金十ポンプ工業所 安城市朝日町１５番１４号 0566-76-2568

㈱浜島設備工業所 豊明市栄町上ノ山８４番地３５ 0562-97-1540

イーリビング 刈谷市松栄町一丁目１８番地３４ 0566-21-5800

日星設備㈱ 半田市南大矢知町三丁目１０１番地２１ 0569-28-4141

ＧＲＯＷＴＨ㈱ 名古屋市守山区小幡太田１５番２０号 052-797-9188

積和建設中部㈱ 名古屋市守山区四軒家二丁目６０９番地 052-772-2411

㈱石川住設工事 碧南市植出町五丁目１６番地 0566-42-2600

酒井工業㈱ 西尾市戸ヶ崎五丁目３番地１３ 0563-57-0511

渡辺設備㈱ 岡崎市中島町字藤屋１９番地 0564-43-3010

㈲富田設備 名古屋市守山区新守西２００３番地 052-791-4676

㈱山新設備 津島市唐臼町西島３３番地 0567-31-0427

㈱衣浦管工 碧南市岬町一丁目７６番地 0566-42-9319

小嶋管設㈲ 西尾市駒場町屋敷１３６番地２ 0563-52-0865

㈱三東 名古屋市千種区桜が丘２２６番地 052-782-2322

㈱知多土木 半田市瑞穂町八丁目７番地の８ 0569-31-0024

㈱愛知テクノス 名古屋市中区錦三丁目１０番１４号 052-211-7727
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オフィス７SHIMAZU 三重県名張市桔梗が丘２番町６街区６４番地 0595-65-0035

㈲巧 大府市北山町四丁目１５２番地１０２ 0562-57-5730

プランズ 安城市和泉町中根山１７番地１ 0566-92-7455

㈲梅新管工 豊田市亀首町八ツ口洞６番地１ 0565-45-7771

㈱三重水道センター 三重県四日市市大字羽津４６３６番地２ 059-364-0299

㈱加藤工務店 西尾市一色町対米九郎左２８番地 0563-72-8159

㈱畔柳組 岡崎市羽根町字中田５番地１１ 0564-51-4405

㈱イースマイル 大阪市浪速区敷津東三丁目７番地１０ ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-6631-7449

㈱菅原設備 津島市元寺町三丁目２１番地２ 0567-24-1743

㈱シンエイ 大阪市大阪市中央区谷町二丁目４番地３ アイエスビル９階 06-6944-7797

㈲吉永管工 刈谷市今川町土取２９番地２ 0566-62-7180

㈱タマサエンジニア 岡崎市美合町字入込５９番地２ 0564-57-8970

㈱スマイルテクノロジー 刈谷市野田町馬池３番地１ 0566-21-0984

創備工業㈱ 岡崎市宇頭町字稲荷９８番地２ 0564-32-2101

株式会社　クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目２番地１ 0120-500-500

㈱アイラス 西尾市寺部町田中６８番地１ 0563-62-3379

㈱伊波設備 知多郡阿久比町大字宮津字西森下７番地３ 0569-48-4302

㈲片桐浴槽店 半田市宮本町三丁目２０８番地１ 0569-23-6280

ゴルテック設備工事 碧南市中山町二丁目３０番地１ 0566-48-6020

㈲高増設備工業 半田市大高町三丁目５番地 0569-29-1698

㈲タカス水道設備 岡崎市福岡町字毘沙門７５番地１０ 0564-52-5786

竹中ポンプ 刈谷市高津波町七丁目８５６番地 0566-21-7467

岩瀬工業㈱ 西尾市一色町一色乾地１７６番地 0563-72-8367

㈱西日本設備 大阪府吹田市内本町3-28-10 06-6155-5570

㈲まるば工業白退社 あま市七宝町遠島大切戸１４８４番地６ 052-442-7820

㈱光栄設備 大府市横根町箕手１４６番地１４ 0562-48-3344

茶山設備工業 常滑市萱苅口７番地９ 0569-22-9990

株式会社　サカエ水道設備 半田市東郷町三丁目１６番地１ 0569-47-7831

㈱アックス 西尾市中畑町浜田上２８番地７ 0563-65-3335

㈱交換できるくん 東京都渋谷区東一丁目26番20号東京建物東渋谷ビル12階

03-6427-5381
0120-12-4353

大澤設備 安城市横山町寺下１３番地１０ 0566-87-9074

㈱長谷基業 碧南市植出町一丁目８４番地 0566-41-0727

㈱Ｎ-Ｖision 広島県広島市中区鶴見町８番５７号 082-275-5227

ニッカホーム中部㈱ 名古屋市緑区相原郷一丁目２６０９番地 052-899-3580

㈱愛北製作所 名古屋市北区石園町３－１１ 052-508-7177

㈱光設備 津島市神守町下町１３１番１ 052-508-7177

石川興業 高浜市八幡町三丁目５番地３２ 0566-70-7528

アストモスリテイリング株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目７番１２号 0566-28-3570

㈱佐野水道設備工業所 岡崎市井田町字茨坪４番地１３ 0564-23-7076

㈱パイプマン名古屋 名古屋市港区六軒家１４３１ 052-398-5225

㈲AT　HOME 刈谷市今川町蓮池３３番地５ 0566-45-6070

㈱エイト 名古屋市中川区横前町５８番地 052-462-9950

㈱リザルト 豊田市和会町南屋敷１４番地 0565-25-0558

イワサキ設備 西尾市寺津町山寺前９番地 0563-59-2535

㈲滝川水道 稲沢市矢合町２５９０番地の３ 0587-36-2816

㈱クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町６番１０号 06-6821-6133

㈱タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号 093-962-0941

㈱シンワサービス 安城市高棚町井荒井１２７番地 0566-92-5592

㈲ライフ・オオナカ 瀬戸市城ヶ根町１８番地の３ 0561-84-3859

㈱キンライサー 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 03-5157-2400

㈱アクアライン 三重県津市津興１０４番地３ 059-253-8005
ノーリツリビングクリエイト㈱ 大阪府吹田市江の木町２１番地１号 06-6338-2535
㈱匠設備 西尾市上矢田町神明寺１４番地１ 0563-55-3307


