
No 業者名 代　　表　　者 所　　在　　地 連　　絡　　先

1 （有）伊藤設備 伊藤　弘樹 岐阜県安八郡輪之内町福束２１６３ 0584-69-2575

2 （有）小塚工業 小塚　誓治 岐阜県安八郡輪之内町四郷２２５８ 0584-69-3601

3 （株）藤幸組 近藤　幸男 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田６９８－１ 0584-69-2991

4 （株）小寺電気商会 小寺　崇 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田２１１ 0584-69-2597

5 （株）佐竹正設備 佐竹　和也 岐阜県養老郡養老町色目５２６ 0584-34-1317

6 トバナ産業（株） 川島　典子 岐阜県大垣市外花６－４６ 0584-89-7609

7 加納水道設備（株） 加納　浩二 岐阜県大垣市三津屋町二丁目５６番地 0584-74-3912

8 （株）大橋組 大橋　信之 岐阜県養老郡養老町大巻４５９０ 0584-66-2623

9 （有）結水道 古澤　達也 岐阜県安八郡安八町西結１０５４ 0584-62-5186

10 近藤工業（有） 近藤　竜也 岐阜県不破郡垂井町地蔵２－５９ 0584-22-5653

11 安八工業所 西松　秀幸 岐阜県安八郡安八町中１４９８ 0584-64-2263

12 （株）協和 中嶋　幹男 岐阜県海津市海津町瀬古５４３－１ 0584-53-0995

13 （有）カイネン 近藤　篤彦 岐阜県海津市平田町今尾３０６６－３ 0584-66-2040

14 澁谷設備（有） 澁谷　良信 岐阜県養老郡養老町根古地１９１番地 0584-37-2223

15 （株）ひつじや商店 長谷川　龍雄 岐阜県海津市平田町今尾２９７４ 0584-66-2146

16 松井工業（株） 松井　康信 岐阜県大垣市築捨町５－８６－１ 0584-88-1911

17 中島管工 中島　英秋 岐阜県海津市平田町岡３８４－１ 0584-67-3373

18 森島電気商会 森島　貞幸 岐阜県安八郡輪之内町下大榑１２９９８ 0584-69-3178

19 （株）大広商事 末松　卓見 岐阜県大垣市東前２－１８－３ 0584-74-8811

20 （有）西脇設備 西脇　利高 岐阜県海津市平田町野寺１３８１－２ 0584-67-3302

21 よしやす住設 吉安　鉄雄 岐阜県安八郡輪之内町四郷１６１５－２０ 0584-69-2395

22 豊和設備（株） 境　　　　豊 岐阜県大垣市長松町１０８７－１ 0584-91-1173

23 大垣設備（株） 大内　博史 岐阜県大垣市荒尾町１８１０－６６ 0584-91-1587

24 （株）山北建設 山北　忠雄 岐阜県安八郡輪之内町里１１２５ 0584-69-2111

25 東新工業（有） 松本　勝由 岐阜県養老郡養老町鷲巣１６１８－１７ 0584-32-3713

26 野原業務店 野原　弘之 養老郡養老町大巻1561 0584-37-2569

27 近藤建設（株） 近藤　延彦 岐阜県海津市平田町今尾９４１ 0584-66-2626

28 （株）丹羽住設 丹羽　成一 岐阜県大垣市犬ヶ渕町２２ 0584-74-5038

29 （株）ウォーターシステム 吉田　聖 岐阜県羽島市上中町長間２９３９－１３ 058-393-1783

30 高橋管工（株） 高橋　毅継 岐阜県岐阜市則武中３－１－６ 058-231-0983

31 美濃工研（株） 杉野　達和 岐阜県大垣市本今四丁目１３６－１ 0584-89-5720

32 日八工業（株） 牧野　匡好 岐阜県安八郡輪之内町海松新田１０８９ 0584-69-2668

33 （株）安田住設 安田　知謙 岐阜県安八郡安八町森部１０５２ 0584-64-2686

34 鹿野管工（株） 鹿野　憲彦 岐阜県不破郡垂井町２３１１－２０ 0584-22-0694

35 丸石（株） 石原　幸喜 岐阜県岐阜市須賀一丁目１０番１号 058-271-1918

36 泉建設工業（株） 泉　恵美 岐阜県揖斐郡池田町本郷１０９４－６ 0585-45-4127

37 （有）新生設備 小寺　正浩 岐阜県本巣市政田字溝口１３７８ 058-323-7511

38 （有）西垣設備 西垣　弘道 岐阜県本巣郡北方町高屋白木二丁目４１ 058-324-2455

39 マルヒコ（株） 岩田　照雄 岐阜県羽島市足近町市場１２ 058-391-3319

40 （株）浅川設備 浅川　史夫 岐阜県羽島市小熊町外粟野二丁目５３ 058-391-0517

41 （株）浅乃設備 浅野　伸弘 岐阜県岐阜市東改田字再勝６２－１ 058-214-4201

42 ユニオンテック（株） 渡邊　松雄 岐阜県岐阜市中鶉一丁目３０番１号 058-274-5361

輪之内町下水道排水設備工事指定店 《下水道への接続工事は下記業者に依頼してください。》
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43 （株）天王設備工業 浅野　勝紀 岐阜県羽島市小熊町天王一丁目５５ 058-392-6372

44 丸共管工（株） 安藤　猛 岐阜県各務原市那加前洞新町四丁目８９ 058-383-4336

45 ワタナベ設備工業（株） 渡辺　和重 岐阜県大垣市本今三丁目２８ 0584-78-1537

46 ナガラ設備工業 坂　日出美 岐阜県安八郡安八町南條２５５－２ 0584-64-5887

47 森島工業 森島　幸治 岐阜県安八郡輪之内町下大榑１３４１９ 0584-69-3228

48 （株）中村管工 中村　芳美 岐阜県大垣市木戸町１１８８－１ 0584-77-6173

49 アシストワークス（株） 末松　孝幸 岐阜県大垣市墨俣町下宿８３２－１ 0584-82-3234

50 三徳（株） 德永　篤 岐阜県岐阜市江添二丁目９番１５号 058-213-3109

51 セイノウ設備（株） 黒田　憲太朗 岐阜県揖斐郡池田町本郷２９８－１ 0585-45-9855

52 城西設備 桒原　弘 岐阜県大垣市墨俣町墨俣５２５ 0584-62-5549

53 （株）岐西建設 阿葉家　卓也 本巣市浅木３番地の３１ 058-323-0015

54 （株）大晃 冨永　智広 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田２６２１番地の１ 0584-69-4885

55 （株）中屋 中村　光治 岐阜県安八郡神戸町大字神戸４５１ 0584-27-2333

56 河村工業 河村　憲昭 岐阜県揖斐郡池田町願成寺２５９－２ 0585-45-5527

57 中部ポンプサービス（株） 山本　譲 岐阜県養老郡養老町金屋１５５－６ 0584-34-3392

58 （有）日比設備 日比　美智夫 岐阜県養老郡養老町高田１３２７－１ 0584-32-0585

59 （有）丸長設備工業 長　裕太郎 岐阜県関市上白金１１５９番地の１ 0575-28-3243

60 まつしん 安井　清裕 岐阜県岐阜市水海道1丁目13-12 058-247-6964

61 （株）三共建設 近藤　利洋 安八郡輪之内町里１０１６ 0584-69-4138

62 （株）野村住設 野村　康志 羽島市竹鼻町狐穴１０６８番地 058-392-4655

63 （株）源間水道設備工業所 鈴木　國義 岐阜県大垣市新町二丁目１３１－１ 0584-82-1688

64 伊藤設備工業 伊藤　忠男 海津市海津町平原１６３８番地５ 0584-53-0011

65 ノムラ工業(株) 野村　智子 大垣市大井二丁目４１番地１ 0584-77-0193


