
　 (市町村別・令和５年３月１７日現在) 112社

工  事  店  名 所 在 地 電話番号 工  事  店  名 所 在 地 電話番号

（株）旭設備 青木町八丁目１番地１７ ５３－８４０７ イヌタカ設備（株） 平坂町奥辰３７番地 ５９－６４０２

天野住宅設備 呉竹町四丁目６番地２５ ５３－３９３９ イワサキ設備 寺津町山寺前９番地 ５９－２５３５

（有）伊藤設備工業 八幡町五丁目９番地２ ５３－１０９５ 岩瀬工業（株） 一色町一色乾地１７６番地 ７２－８３６７

（有）Ｍ｀ｓ 芳川町二丁目９番地３３ ５２－９９９１ （株）オケスエ 住吉町４丁目１２番地 ５６－３０２０

（株）岡田建工 田戸町二丁目１番地１ ５２－５１１１ （株）加藤工務店 一色町対米九郎左２８番地 ７２－８１５９

（株）桶元 高浜支店 神明町一丁目７番地２７ ５３－１３７４ 酒井工業（株） 戸ヶ崎五丁目３番地１３ ５７－０５１１

（株）神直 青木町八丁目５番地１０ ５３－３２８４ 眞誠興業（株） 上矢田町庄衛山２４番地１３ ５９－４６２５

（有）カミヤ設備 芳川町四丁目１番地１２ ５２－２５９２ （株）大三設備サービス 一色町一色東荒子７９番地３ ７２－８９６５

（有）神龍 二池町一丁目１番地２６ ５３－０８２９ （株）匠設備 上矢田町神明寺１４番地１ ５５－３３０７

木村建設（株） 高浜支店 碧海町二丁目１番地１９ ５２－０６３９ （株）プラマー太田 吉良町吉田天笠桂１１７番地１ ３２－３１７１

（株）久米水道 本郷町一丁目２番地３７ ５２－３４４６ 　名古屋市　（市外局番０５２）

小林商店 青木町四丁目６番地１２ ５３－３６３０ （株）愛知テクノス 中区錦三丁目１０番１４号 ２１１－７７２７

榊原管工（株） 沢渡町二丁目５番地１７ ５２－２２１０ （株）エイト 中川区横前町５８番地 ４６２－９９５０

（株）榊原設備工業所 高浜営業所 青木町三丁目８番地３２ ５３－１２４５ 協立設備工業（株） 千種区高見一丁目１８番９号 ７５１－２００４

（株）佐野工務店 本郷町六丁目２番地１３ ５３－１５４８ GROWTH（株） 守山区小幡太田１５番地２０号 ７９７－９１８８

（株）新松 碧海町三丁目６番地１９ ５３－０９４５ （株）三東 千種区桜が丘２２６番地 ７８２－２３２２

（株）鈴和建設 論地町三丁目３番地３ ５３－１３１９ 積和建設中部（株） 守山区四軒家二丁目６０９番地 ７７２－２４１１

高浜衛生（株） 論地町一丁目９番地１４ ５３－０５１６ ＤＡＩＳＵＩ（株） 熱田区古新町二丁目９１番地 ６８１－２７１８

都築建設工業（株） 二池町五丁目５番地７ ５３－０７０６ （株）東海維持管理工業 中区大須四丁目７番３号 ６８４－６２７１

丸愛内藤設備（有） 小池町六丁目７番地２８ ５３－１７１７ （有）富田設備 守山区新守西２００３番地 ７９１－４６７６

ヤマザキ水道 青木町七丁目２番地１４ ５３－０３４１ ニッカホーム中部（株） 緑区相原郷一丁目２６０９番地 ８９９－３５８０

（株）パイプマン名古屋 港区六軒家１４３１番 ３９８－５２２５

（株）石川住設工事 植出町５丁目１６番地 ４２－２６００ （株）フジコー 瑞穂区洲山町一丁目５７番地１ ８５３－２７１７

石橋建設興業（株） 山神町２丁目７２番地 ４２－８１８１ 　岡　崎　市　（市外局番０５６４）

（株）イタヤ 栄町２丁目７番地 ４８－３１０１ （株）畔柳組 羽根町字中田５番地１１ ５１－４４０５

永光水機 源氏町２丁目２番地 ４１－２４６６ （株）ケイテック 西阿知和町字下山ノ田３０番地５ ４５－１３３３

大濱燃料（株） 港本町４番地２１ ４１－２６６６ （株）佐野水道設備工業所 井田町字茨坪４番地１３ ２３－７０７６

（株）黒文 若松町２丁目５８番地１ ４１－６８２０ 創備工業（株） 宇頭町字稲荷９８番地２ ３２－２１０１

ゴルテック設備工事 中山町２丁目３０番地１ ４８－６０２０ （有）タカス水道設備 福岡町字毘沙門７５番地１０ ５２－５７８６

スミヤ設備工事 築山町１丁目５６番地 ４２－２２７０ （株）タマサエンジニア 美合町字入込５９番地２ ５７－８９７０

天駒設備工業所 向陽町４丁目５２番地 ４１－８４１６ 平和商会（有） 岡町字東金山５番地１ ５５－６４６１

（株）長谷基業 植出町１丁目８４番地 ４１－０７２７ 渡辺設備（株） 中島町字藤屋１９番地 ４３－３０１０

　豊　田　市　（市外局番０５６５）

石川管工（株） 新富町５丁目５０７番地 ２１－０５８５ （有）梅新管工 亀首町八ツ口洞６番地１ ４５－７７７１

（有）ＡＴ　ＨＯＭＥ 今川町蓮池３３番地５ ４５－６０７０ （有）岡田工業 豊田営業所 渡刈町西糟目７７番地３ ７１－３５０１

角文（株） 泉田町古和井１番地 ２２－１８１１ （株）三重水道センター 西岡町保ケ山４６－３ ４７－８００７

（株）スマイルテクノロジー 野田町馬池３番地４ ２１－０９８４ （株）リザルト 和会町南屋敷１４番地 ２５－０５５８

中央プランテック（株） 野田町馬池３番地１８ ２３－５７３１ 　半　田　市　（市外局番０５６９）

日設工業（株） 神明町１丁目２８番地 ２１－５３３３ （有）片桐浴槽店 宮本町３丁目２０８番地の１ ２３－６２８０

（有）吉永管工 今川町田地池７４番地２ ６２－７１８０ コスモ水道設備（有） 横川町２丁目６７番地 ２８－６０５７

（株）サカエ水道設備 東郷町３丁目１６番地の１ ４７－７８３１

（有）高増設備工業 大高町３丁目５番地 ２９－１６９８

安成工業（株） 篠目町肥田６０番地１ ７５－２６１１ （株）知多土木 瑞穂町８丁目７番地の８ ３１－００２４

イー・スマイル 木戸町東屋敷５９番地３ 090-3304-6325 日星設備（株） 南大矢知町３丁目１０１番地の２１ ２８－４１４１

ウチノクラ 大岡町宮前３３番１ ７４－００１５ 松川設備工業（株） 協和町２丁目１１５番地 ２１－５０８７

（株）大澤設備 横山町寺下１３番地１０ ８７－９０７４

（有）岡田設備 安城町拝木３１番地３ ７５－４１７９ 　知多郡東浦町　（市外局番０５６２）　

（有）金十ポンプ工業所 朝日町１５番１４号 ７６－２５６８ （有）セイワ設備工業 東浦町大字生路字西畑１３番地の１ ８４－４８０７

（有）サンウエムラ 池浦町丸田２９８番地２ ７７－１２４８ 中川設備工業（株） 東浦町大字緒川字西釜池５番地の１５ ３４－９２３２

（株）三幸 高木町下屋敷２番地 ７７－２８５１ 　そ　の　他

サン・シールド（株） 桜井町城阿原２８番地 ９９－６８６０ （株）光設備 津島市神守町字下町１３１番１ 0567‐31‐7662

三水工業（株） 新田町郷西１３１番地２ ７６－５３７１ （株）伊波設備 阿久比町大字宮津字西森下７番地３ 0569-48-4302

（有）田島工業所 赤松町大北９２番地２ ７６－４７５９ （株）光栄設備 大府市横根町箕手１４６番地の１４ 0562-48-3344

プランズ 和泉町中根山１７番地１ ９２－７４５５ （株）菅原設備 津島市元寺町三丁目２１番地２ 0567-24-1743

（有）ヤマト住設 東端町用地２４番地 ７９－２０１６ （有）滝川水道 稲沢市矢合町２５９０番地の３ 0587-36-2816

茶山設備工業 常滑市字萓苅口７番地の９ 0569-22-9990

（株）ビーライフ 東栄一丁目７２番地 ８７－８５０６ 野田設備 知多郡美浜町大字河和字上前田１７５番地９ 0569-82-6000

（株）豊光設備 谷田町下空池１３５番地５ ８１－１１７０ 正喜建築（株） 愛西市西保町西川原２３６番地４ 0567-26-7118

（有）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

（株）アイデイ 米津町五郎田６番地１ ５４－４５６６ 三河設備工業(株) 豊橋市佐藤５丁目８番地の１０ 0532-61-0077

（株）アイラス 寺部町田中６７番地１ ６２－３３７９ （株）山新設備 津島市唐臼町西島３３番地 0567‐31‐0427

（株）赤松住総 上道目記町北後４５番地１ ５６－９４０９ （有）ライフ・オオナカ 瀬戸市城ケ根町１８番地の３ 0561-84-3859

（株）アックス 中畑町浜田上２８番地７ ６５－３３３５

右上へ続く↗

排水設備のご相談は指定工事店へ 各市毎の５０音順

　知　立　市　（市外局番０５６６）

　西　尾　市　（市外局番０５６３）

排 水 設 備 工 事 指 定 工 事 店 一 覧 表

　高　浜　市　（市外局番０５６６） 　西　尾　市　（市外局番０５６３）続き

　碧　南　市　（市外局番０５６６）

　刈　谷　市　（市外局番０５６６）

　安　城　市　（市外局番０５６６）


