
輪之内町指定給水装置工事事業者 2022/6/30現在

◎受付順

№ 事  業  者  名 住        所 電話番号

1 （株）小寺電気商会 安八郡輪之内町下大榑新田２１１番地 0584-69-2597 町内

2 （有）伊藤設備 安八郡輪之内町福束２１６３番地 0584-69-2575 町内

3 （有）小塚工業 安八郡輪之内町四郷２２５８番地 0584-69-3601 町内

4 森島電気商会 安八郡輪之内町下大榑１２９９８番地 0584-69-3178 町内

5 大垣設備（株） 大垣市荒尾町１８１０番地６６ 0584-91-1587 町外

6 （株）丹羽住設 大垣市犬ヶ渕町２２番地 0584-74-5038 町外

7 （株）大広商事 大垣市東前二丁目１８の３ 0584-74-8811 町外

8 （株）ひつじや商店 海津市平田町仏師川４７２番地１ 0584-66-2146 町外

9 今津管工（株） 大垣市友江二丁目１１０番地の１ 0584-89-2730 町外

10 （有）結水道 安八郡安八町西結１０５４番地 0584-62-5186 町外

11 林工業（株） 大垣市馬場町２番地 0584-81-5316 町外

12 豊和設備（株） 大垣市長松町１０８７番地の１ 0584-91-1173 町外

13 松井工業（株） 大垣市築捨町五丁目８６番地の１ 0584-88-1911 町外

14 美濃工研（株） 大垣市本今四丁目１３６番地の１ 0584-89-5720 町外

15 加納水道設備（株） 大垣市三津屋町二丁目５６番地 0584-74-3912 町外

16 （株）協和 海津市海津町瀬古５４３番地の１ 0584-53-0995 町外

17 安八工業所 安八郡安八町中１４９８番地 0584-64-2263 町外

18 （有）カイネン 海津市平田町今尾３０６６番地の３ 0584-66-2040 町外

19 ユニオンテック（株） 岐阜市中鶉一丁目３０番１号 058-274-5361 町外

20 近藤工業（有） 不破郡垂井町地蔵二丁目５９番地 0584-22-5653 町外

21 中島管工 海津市平田町岡３８４番地の１ 0584-67-3373 町外

22 （有）新生設備 本巣市政田字溝口１３７８番地 058-323-7511 町外

23 （有）川井設備 海津市平田町勝賀１３１１番地 0584-67-3438 町外

24 ウスイ住宅設備 岐阜市六条大溝四丁目８－１１ ｺｰﾎﾟ88　101号室 058-271-5888 町外

25 トバナ産業（株） 大垣市外花六丁目４６番地 0584-89-7609 町外

26 澁谷設備（有） 養老郡養老町根古地１９１番地 0584-37-2223 町外

27 天野さく泉工業 養老郡養老町横屋２４４番地の１ 0584-32-9206 町外

28 （有）ヤトウ設備 瑞穂市牛牧４５８番地１ 058-327-8536 町外

29 （有）西脇設備 海津市平田町野寺１３８１番地の２ 0584-67-3302 町外

30 東新工業（有） 養老郡養老町鷲巣１６１８番地の１７ 0584-32-3713 町外

31 新幸ホーム（株） 大垣市墨俣町墨俣1052番地の1 0584-62-6296 町外

32 （株）ウォーターシステム 羽島市上中町長間２９３９番地の１３ 058-393-1783 町外

33 髙橋管工（株） 岐阜市則武中三丁目１番６号 058-231-0983 町外

34 （株）安田住設 安八郡安八町森部１０５２ 0584-64-2686 町外

35 鹿野管工（株） 不破郡垂井町２３１１番地の２０ 0584-22-0694 町外

36 丸石（株） 岐阜市須賀一丁目１０番１号 058-271-1918 町外

37 （株）クラシアン 横浜市港北区新横浜一丁目２番地１ 0120-500-500 町外

38 （株）イゼキ 海津市南濃町境２５９１番地 0584-56-1151 町外

39 森川設備 大垣市外渕二丁目１４８番地９ 0584-89-6704 町外

40 泉建設工業（株） 揖斐郡池田町本郷１０９４番地の６ 0585-45-4127 町外

41 （株）アクアテクノス 愛知県あま市美和町篠田虱掛２－８ 052-449-2370 町外

42 城西設備 大垣市墨俣町墨俣５２５番地 0584-62-5549 町外

43 （有）西垣設備 本巣郡北方町高屋白木二丁目４１番地 058-324-2455 町外

44 （有）日比設備 養老郡養老町高田１３２７番地の１ 0584-32-0585 町外

45 寺町設備 大垣市波須三丁目４８番地 0584-81-1538 町外

46 鈴木住設 瑞穂市牛牧２９６４番地 058-327-5180 町外

↓　裏面へ　↓
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47 大桑設備 海津市南濃町上野河戸１２０６番地１ 0584-55-1867 町外

48 （株）浅川設備 羽島市小熊町外粟野二丁目５３番地 058-391-0517 町外

49 よしやす住設 安八郡輪之内町四郷１６１５番地の２０ 0584-69-2395 町内

50 （株）岡野工務店 大垣市久瀬川町三丁目５番地 0584-78-5175 町外

51 （株）中屋 安八郡神戸町大字神戸４５１番地 0584-27-2333 町外

52 真野工業（株）岐阜支店 岐阜市東明見町１９番地 058-272-8156 町外

53 （株）浅乃設備 岐阜市東改田字再勝６２番地１ 058-214-4201 町外

54 （株）佐竹正設備 養老郡養老町色目５２６番地 0584-34-1317 町外

55 （有）サンエコール 大垣市牧野町四丁目１０３番地１１ 0584-91-8618 町外

56 輪之山設備 安八郡輪之内町楡俣新田４２７番地 0584-69-2857 町内

57 （株）イースマイル 大阪市中央区瓦屋町３－７－３ イースマイルビル 06-7739-2525 町外

58 （株）天王設備工業 羽島市小熊町天王一丁目５５番地 058-392-6372 町外

59 丸共管工（株） 各務原市那加前洞新町四丁目８９番地 058-383-4336 町外

60 ワタナベ設備工業（株） 大垣市本今三丁目２８番地 0584-78-1537 町外

61 森島工業 安八郡輪之内町下大榑１３４１９番地 0584-69-3228 町内

62 （株）中村管工 大垣市木戸町１１８８番地１ 0584-77-6173 町外

63 （株）西武管商　西濃店 揖斐郡池田町杉野字向島255-1 0585-45-0650 町外

64 中部ポンプサービス（株） 養老郡養老町金屋１５５の６ 0584-34-3392 町外

65 アシストワークス（株） 大垣市墨俣町下宿832-1 0584-82-3234 町外

66 三徳（株） 岐阜市江添二丁目９番１５号 058-213-3109 町外

67 （株）東海テック 愛知県瀬戸市東古瀬戸町２９番地 0561-85-1361 町外

68 セイノウ設備（株） 揖斐郡池田町本郷２９８番地１ 0585-45-9855 町外

69 （株）ウォーター工業 愛知県豊明市沓掛町金山５ 0120-554-110 町外

70 山田設備工業 関市下白金１35番地１ 0575-28-5975 町外

71 （株）ＳＫＩＬＬ．Ｋ 安八郡安八町大森４１３番地の2 0584-47-8361 町外

72 （株）遠藤設備工業 揖斐郡大野町大字黒野１０９３番地の３ 0585-32-0214 町外

73 （株）岐西建設 本巣市浅木３番地の３１ 058-323-0015 町外

74 河村工業 揖斐郡池田町願成寺２５９－２ 0585-45-5527 町外

75 (有)丸長設備工業 関市上白金１１５９番地の１ 0575-28-3243 町外

76 （株）まつしん 岐阜市琴塚３丁目７番８号 058-247-6964 町外

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

78 （株）源間水道設備工業所 大垣市新町2丁目１３１番地１ 0584-82-1688 町外

79 （株）エイト 名古屋市中川区横前町５８番地 052-462-9950 町外

80 （株）キンライサー 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 0120-250-910 町外

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

82 (株)クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町６番１０号 06-6821-6133 町外


