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豊岡市指定給水装置工事事業者 （50音順）（2022年６月７日現在）
事
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㈱アクアテック

京都府福知山市字猪崎3412

0773-22-3416

㈱アクアライン

広島市中区上八丁堀8-8

082-502-6644

朝倉水道工業所

豊岡市昭和町7-22

0796-22-5516

㈱アスク

079-672-1212

足立設備

朝来市和田山町宮内86-1
愛知県名古屋市千種区内山三丁目31番20号
今池NMビル4階
朝来市和田山町秋葉台2-27

安達設備

豊岡市出石町魚屋21

0796-52-3624

㈱イースマイル

大阪市中央区瓦屋町3-7-3

06-7739-2525

㈱イエザキ

豊岡市九日市下町252-1

0796-34-6417

伊崎配管㈱

豊岡市森111-1

0796-23-4396

出石米穀㈲

豊岡市出石町水上169-1

0796-52-3127

出石屋

豊岡市但東町南尾181-1

0796-54-0034

一成設備

姫路市香寺町田野352

079-232-5610

豊岡市日高町奈佐路752

0796-20-7447

㈲イフジ設備

豊岡市竹野町轟128-1

0796-20-5418

入柿工業㈱

京都府宮津市字宮村1586

0772-22-2236

イワミ技研

豊岡市出石町鳥居1153

0796-52-3220

㈱アズクリエイティブ

㈱糸乗建設

日高営業所

ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 関西支店 豊岡営業所 豊岡市上佐野1788-3

佐野浄水場内

052-734-3682
079-672-0604

0796-22-5378

内田設備

養父市八鹿町高柳766

079-662-4651

㈲栄大設備

朝来市羽渕305-1

079-677-1628

江尻住設㈱

豊岡市日高町岩中95-1

0796-42-2288

㈱N-Vision

広島市中区鶴見町8-57

082-275-5227

大石建設設備㈱

豊岡市但東町矢根1106

0796-54-0001

大石水道ガス工事店

豊岡市日高町祢布469

0796-42-4078

大田垣電工

豊岡市日高町山宮394

0796-45-0358

大槻冷熱設備㈲

京都府福知山市篠尾新町4-100

0773-23-7890

大長設備㈱

豊岡市栄町1218-44

0796-23-8697

㈲大屋ホームガス

養父市大屋町大屋市場278-2

079-669-0182

㈲岡設備

豊岡市日高町岩中163-5

0796-42-5199

岡本バーナー商会

豊岡市大篠岡322

0796-23-2375

小川電気工業所

豊岡市出石町日野辺402

0796-52-2588

小田電気工事店

京都府与謝郡与謝野町金屋66-1

0772-42-5810

㈲小原設備

豊岡市城崎町来日196-1

0796-32-2529

柿谷設備サービス

豊岡市城崎町湯島725

0796-32-2596

㈲カタオカ

朝来市和田山町加都91-1

079-674-2688

片岡工業㈱

養父市上箇5-1

079-660-2568

片岡設備

豊岡市竹野町椒601

0796-48-0411

加藤建設

豊岡市但東町中山828-1

0796-56-0902

㈱川口工務店

養父市梨ｹ原220

079-667-8233

川建工業㈱

豊岡市出石町鉄砲27-1

0796-52-2357

㈲川崎工業

豊岡市八社宮122

0796-22-0148

㈱川崎設備

豊岡市出石町町分146-2

0796-52-3045

㈲川崎ワークス

豊岡市出石町宮内272

0796-52-5173

㈱川嶋建設

豊岡市寿町11-35

0796-22-4321
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河原設備

養父市八鹿町九鹿304

079-662-5304

㈱川見建設

豊岡市出石町町分252

0796-52-3500

㈱河見建装

豊岡市但東町河本472

0796-54-0706

川本設備

豊岡市日高町鶴岡394-3

0796-42-0717

岸田工業㈱

豊岡市上鉢山783

0796-27-0145

㈱木島水道建設

朝来市伊由市場87

079-678-0317

岸本建設㈱

豊岡市庄境970-1

0796-24-7606

㈱北近畿緑地建設

豊岡市泉町1-21

0796-20-4025

北村トウキ水道部

豊岡市日高町江原63

0796-42-0206

㈱城崎設備

豊岡市城崎町桃島1054-1

0796-32-3411

㈱共栄建設工業

豊岡市日高町国分寺254

0796-42-3131

協和管工㈱

京都府福知山市字新庄573-1

0773-22-8356

㈲木好建設

豊岡市日高町西芝500

0796-42-2189

㈱近畿興産

丹波市氷上町谷村1461-2

0795-82-5319

九谷管工

豊岡市津居山136

0796-28-2164

拡運建設㈱

豊岡市日高町名色1330-1

0796-45-0206

幸栄不動産建設㈲

養父市八鹿町八鹿1568-1

079-662-7618

小島設備

豊岡市日高町芝330-1

090-8205-2193

㈱児島屋商店

養父市八鹿町八鹿933

079-662-2066

ゴトウ

豊岡市竹野町竹野457

0796-47-0352

㈲ごとう設備

豊岡市滝584-1

0796-22-0156

㈲小林商会

美方郡香美町香住区香住1238

0796-36-0308

さがわ設備

豊岡市日高町野487

0796-21-7418

さくら設備

養父市八鹿町八鹿529-1

079-662-1596

三和商事㈱

豊岡市正法寺628

0796-22-3136

嶋設備

豊岡市気比3002

0796-28-2317

清水工務店

豊岡市出石町袴狭1269-2

0796-52-2321

清水電機店

豊岡市出石町鍛冶屋63

0796-52-2994

シミズ電設

豊岡市出石町宮内3-4

0796-52-5939

白菱電気設備㈱

豊岡市中陰399-12

0796-23-0195

㈱伸栄

豊岡市一日市1676-17

0796-24-6350

豊岡市竹野町竹野727

0796-47-0284

住吉水道設備

豊岡市竹野町竹野1645-1

090-3350-3929

関水道店

豊岡市中央町3-17

0796-22-4621

瀬戸浦電気

美方郡香美町香住区七日市228

0796-36-1486

㈲ソウジ

養父市関宮360-1

079-667-2376

袖長建設㈱

豊岡市江本435-1

0796-22-7303

㈱大一興業

美方郡香美町小代区野間谷15-3

0796-97-3131

㈱大永建設

尼崎市東園田町6丁目96-5-106

06-6498-0161

ダイコウ住建

豊岡市出石町中村219

0796-52-2596

大政設備

丹波市氷上町西中479

0795-80-1007

大正冷熱サービス

豊岡市中陰466-9

0796-24-0815

太陽設備

豊岡市日高町国分寺592

0796-42-1462

㈱タカギ

福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1

093-962-0941

㈱高見組

京都府福知山市字天田31-1

0773-22-2185

水道屋

浪華
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高見設備㈱

朝来市山東町矢名瀬町845

079-676-3975

高山設備㈱

豊岡市九日市上町320

0796-23-2850

㈱田口設備建設

豊岡市九日市中町70

0796-26-1294

㈲竹村住設

豊岡市引野149

0796-23-4319

タザキ建設

豊岡市日撫456-1

0796-23-6205

㈱但馬近畿工業

養父市八鹿町下網場208-3

079-662-6154

たじま設備㈱

美方郡香美町村岡区村岡2754

0796-98-1255

但馬土建工業㈱

豊岡市加広町7-56

0796-22-4301

㈲但馬ビルサービス

豊岡市小田井町7-6

0796-23-2607

但馬米穀㈱

豊岡市中陰318-3

0796-22-2131

橘水道

美方郡香美町香住区香住107-4

0796-36-3636

立道建設㈱

美方郡新温泉町歌長270

0796-92-2015

田中工業㈱

養父市十二所810-1

079-663-4771

㈱田中工業所

美方郡新温泉町七釜80-1

0796-82-1947

田中設備工業所

豊岡市上鉢山829

0796-27-0227

㈱谷垣組

豊岡市但東町南尾166

0796-54-0216

㈲谷川工務店

美方郡香美町小代区忠宮21

0796-97-2233

谷村設備

豊岡市出石町寺町537

0796-52-5077

㈲田村土建

豊岡市日高町伊府81-1

0796-44-0622

田里水道ポンプ工業所

豊岡市日高町祢布1245-4

0796-42-2651

田里設備㈱

豊岡市日高町岩中51-6

0796-42-1177

津崎建設㈱

豊岡市気比4496

0796-28-2097

常田設備㈱

豊岡市上鉢山808

0796-27-0106

ディエムカンパニー㈲

豊岡市幸町4-12

0796-29-0300

寺田酸素㈱

豊岡市桜町11-13

0796-22-2252

㈱徳網建設

豊岡市出石町中村938

0796-52-3259

㈱巴建設

豊岡市日高町岩中1205

0796-42-1631

㈱とよおかガスセンター

豊岡市城南町5-1

0796-22-3194

㈱中川建材

豊岡市日高町山本123-1

0796-42-4319

㈱中川工務店

豊岡市竹野町竹野2508-1

0796-47-1120

㈱ナカシマ

養父市上箇326-1

079-664-1402

中島設備

豊岡市栄町71-1

0796-22-6798

㈱中西組

豊岡市日高町野426-1

0796-44-0606

㈱中西工務店

豊岡市日高町祢布792-4

0796-42-3827

中野

豊岡市但東町赤花1

0796-56-0761

豊岡市日高町夏栗161-2

0796-42-3663

美方郡香美町香住区香住133-1

0796-36-1006

㈲中村建工

美方郡香美町村岡区高井368

0796-94-0640

㈱中村商店

豊岡市出石町町分355

0796-52-2218

㈱中村設備

豊岡市香住1337-1

0796-29-5525

㈲奈佐木材

豊岡市吉井625-1

0796-22-4056

ナニワ設備

豊岡市野田10-1

0796-23-0885

㈲成田工業

豊岡市塩津町13-18

0796-29-2509

㈲西岡ポンプ工業

美方郡新温泉町浜坂1282

0796-82-1350

㈱西尾建設

滋賀県長浜市新栄町1

0749-62-8775

幸夫

中場設備
合資会社

中村組

業

者

名

住
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㈱西吾建設

豊岡市桜町22-16

0796-22-2251

西坂電気空調システム

美方郡香美町香住区境1104-16

0796-39-2615

㈲ニシダ住宅設備

朝来市和田山町宮内20-1

079-673-2417

西村管工

豊岡市日高町岩中146

0796-42-2646

西村建設工業㈱

豊岡市九日市下町207-1

0796-23-2020

㈲西本設備

美方郡香美町香住区森283

0796-36-3324

橋本設備

豊岡市福田1088

0796-24-1600

㈲鼻登電気ボーリング

豊岡市庄境1022

0796-22-4254

ＢＡＮＤＯ設備

朝来市和田山町岡242

079-672-5047

ひかり電気商会

豊岡市竹野町竹野438

0796-47-0105

㈲平石電気

朝来市和田山町和田山165-1

079-672-3345

深山設備

豊岡市日高町鶴岡623-1

0796-42-1067

福井建設㈱

豊岡市庄境984-1

0796-22-0557

㈱ふじ

朝来市和田山町東谷4丁目5

079-672-3248

藤澤工業㈱

神崎郡福崎町西田原1946-1

0790-22-5597

富士忠備建

美方郡香美町香住区加鹿野128-3

0796-36-0619

㈱フジモトテクノス

豊岡市九日市上町53-3

0796-24-2129

フリーライフ

養父市八鹿町朝倉873

079-666-8284

古家設備

豊岡市日高町栃本693-2

0796-45-0404

北陽電設

美方郡香美町村岡区大糠2-1

0796-98-1400

㈱マル昭建設

豊岡市但東町中山1065-3

0796-56-0200

㈱マルテン

豊岡市出石町宮内168-1

0796-52-5658

美亀管工

養父市左近山519

079-664-0416

㈱水管理企画

朝来市和田山町法興寺162

079-672-3434

光丸商會

丹波市山南町大谷263-1

0795-77-1229

㈲三世商事

豊岡市日高町栗栖野828

0796-45-0225

港米穀㈲

豊岡市瀬戸118-39

0796-28-2039

宮崎水道設備

美方郡香美町香住区守柄190-2

0796-36-3625

㈱村上建設

豊岡市日高町中26-1

0796-42-0900

村瀬電気

美方郡香美町香住区沖浦973

0796-37-0295

明和デンキ

豊岡市日高町庄境99-3

0796-44-0445

㈱元庄屋

豊岡市幸町6-4

0796-22-0707

森垣設備工業

豊岡市河谷824

0796-22-6615

ＭＯＲＩＴＡ

豊岡市辻152-1

0796-22-8822

㈱モリモト

養父市八鹿町朝倉401-7

079-662-2718

森本設備工業㈲

京都府福知山市和久市町32

0773-23-5837

安田商店

豊岡市竹野町竹野1345

0796-47-1076

山内工業

養父市大屋町和田209-1

079-668-0025

㈱山口工務店

豊岡市高屋903-1

0796-22-4161

㈱山添電気

京都府与謝郡与謝野町字弓木138-1

0772-46-2583

やまだ設備サービス

豊岡市上陰192-13

0796-23-2104

山本工業㈱

美方郡香美町村岡区長瀬613-1

0796-95-1110

八鹿設備工業

養父市八鹿町高柳250-7

079-662-5190

横谷設備

加古川市加古川町稲屋971-4

079-454-8880

吉井電気設備

豊岡市出石町鍛冶屋320

0796-52-2124
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㈱吉岡建設

豊岡市三宅57

0796-27-0637

吉田電機店

美方郡香美町香住区無南垣193-8

0796-38-0041

ヨシムラ産業

高砂市曽根町1827

0794-48-8901

㈱米田電気商会

豊岡市竹野町竹野2458

0796-47-0071

リノベイト設備

三木市緑が丘町中2-2-20

0794-85-5762

ルミエールあかつき

豊岡市日高町江原59

0796-42-0250

ワタナベ

豊岡市日高町芝135

0796-44-0234

綿貫設備

養父市八鹿町八木126

079-662-1600

㈲和田山設備

朝来市和田山町東谷213-34

079-672-5533
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