亀山市下水道排水設備指定工事店（市外業者）
令和３年６月１日現在
Ｎｏ．

事業所名

代表者名

住

所

電話番号

101 有限会社アイエス設備工業 稲垣 朋宏

桑名市 多度町多度１２６４番地１

0594-48-7611

102 市川設備

桑名市 多度町多度二丁目１５番地４

0594-48-6366

桑名市 ⾧島町横満蔵３４６番地５

0594-45-1092

103 有限会社桑名設備

市川 大輔
杉山 工

104 株式会社タカオ設備

大屋 貴雄

桑名市 多度町多度８５３番地

0594-49-2712

105 有限会社池弥屋

池宮 弘康

三重郡 菰野町杉谷２３２８番地３２１

059-399-3555

106 有限会社位田水道

位田 美樹

三重郡 菰野町竹成２５９７番地の７

059-396-0523

三重郡 菰野町菰野１４７７番地８

059-394-6721

平野 正一郎

三重郡 川越町大字当新田３２４番地１

059-329-5502

109 三谷設備

三谷 和之

三重郡 菰野町大字小島１３９１番地１

059-396-4880

110 株式会社八幡建設

石田 伸也

三重郡 菰野町大字田光２４０番地１

059-399-3388

111 山野設備

山野 重夫

三重郡 菰野町竹成１１５１番地３

059-396-0435

112 株式会社アオイ

井上 ⾧明

四日市市 日永西五丁目３番１１号

059-346-3497

113 株式会社東産業

木室 浩一

四日市市 野田１丁目８番３８号

059-332-2323

四日市市 水沢野田町１２５８番地

059-329-2823

107 大誠管工
108 有限会社平濱

114 有限会社一創重建

松山 誠

加藤 稔

115 株式会社イトウ

伊藤 寿啓

四日市市 小杉新町１６７番地

059-332-9357

116 オカヤマ設備

岡山 芳彦

四日市市 別名二丁目１１番３５号

059-333-3290

117 有限会社加藤設備管工

加藤 賢次

四日市市 広永町７０番地３

059-366-2545

118 協栄土木株式会社

立木 直樹

四日市市 楠町小倉１８７５番地

059-397-4702

119 有限会社共同設備工業

益田 正久

四日市市 南小松町６１１番地１２

059-320-4666

120 新陽工業株式会社

新井 政智

四日市市 大字塩浜４１０１番地の５

059-346-0705

121 株式会社大豊興業

伊藤 慶三

四日市市 富田浜元町４番１２号

059-364-0378

122 株式会社髙芝組

髙芝 直賢

四日市市 河原田町４７２番地１

059-347-2841

123 有限会社竹内設備工業

竹内 伸祐

四日市市 日永西４丁目１７番２６号

059-329-6993

124 有限会社タケスイ設備

加藤 剛史

四日市市 大字茂福２８２番地２

059-361-5535

125 丹頂ガス株式会社

丹羽 孝直

四日市市 平尾町３６２２番地３

059-325-3000

126 中央環境総設株式会社

松尾 英利

四日市市 生桑町４８６番地

059-330-6265

舘 正秀

四日市市 日永五丁目１２番１７号

059-349-7722

土井 照明

四日市市 水沢町２５６８番地の２

059-329-3188

127 株式会社ツカサ
128 有限会社土井商店
129 株式会社中村組
130 ㈲平山建材

中村 利一郎 四日市市 あかつき台二丁目１番地の１９２ 059-337-2222
平山 吉成

四日市市 堂ヶ山町６４１番地

059-328-1767
※随時更新しています。
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131 有限会社ブルー設備

青木 俊博

四日市市 川島町１６番地１

059-322-4737

132 有限会社松井設備

吉田 尚子

四日市市 日永西一丁目７番１号

059-322-1585

133 株式会社松尾住設

松尾 隆弘

四日市市 尾平町２９４３番地７

059-331-1669

134 有限会社松林設備

小池 良道

四日市市 中川原一丁目１２番２号

059-353-3345

135 株式会社三重水道センター 徳竹 隆夫

四日市市 大字羽津４６３６番地２

059-364-0299

136 有限会社幸工業

筒井 正幸

四日市市 三ツ谷町１１番２０号

059-332-7050

山本 勝

四日市市 下海老町３８１番地８

059-326-5478

137 有限会社ヤマコウ
138 株式会社ヤマダ設備工業

山田 俊二

四日市市 南富田町４番３６号

059-364-2937

139 洋洋住研株式会社

小林 勝利

四日市市 野田一丁目３番１１号

059-333-2522

140 安藤設備

安藤 洋之

鈴鹿市 八野町９２３番地の７

059-378-6960

141 伊藤設備工業

伊藤 幸男

鈴鹿市 道伯町２１５０番地の５７

059-378-8939

142 伊藤設備（鈴鹿市）

伊藤 広也

鈴鹿市 平野町８３０番地

059-378-0259

143 岩﨑設備

岩﨑 義博

鈴鹿市 東玉垣町１０１０番地の４

059-383-5311

144 株式会社イワスイ

岩永 大悟

鈴鹿市 東磯山三丁目１９番１５号

059-388-5552

145 株式会社UETAKA

植髙 信彦

鈴鹿市 野町西三丁目１３番３号

059-387-3843

146 株式会社打田組

打田 弘也

鈴鹿市 国府町２４４３番地

059-378-1785

147 株式会社エスケー技建

白上 恵一

鈴鹿市 庄野町４番３１号

059-378-7287

148 小川住設

小川 明彦

鈴鹿市 白子町１６８９番地の３

059-388-3534

149 有限会社小川設備

小川 雅史

鈴鹿市 下大久保町２５６６番地１

059-374-0033

150 有限会社小川電気工業所

小川 香苗

鈴鹿市 ⾧澤町１１７９番地の４

059-371-1557

151 カトウ管工有限会社

加藤 修弘

鈴鹿市 柳町６２４番地

059-383-0130

152 有限会社管理センターオガワ

小河 基彦

鈴鹿市 石薬師町２３７９番地の４

059-374-3191

153 有限会社北川木材工業

北川 知輝

鈴鹿市 東庄内町３６１番地の１

059-371-0143

154 株式会社喜田設備工業

喜田 正規

鈴鹿市 寺家町１４９９番地の３

059-389-6001

155 北村工業

北村 直親

鈴鹿市 寺家七丁目９番４１号

059-389-5270

156 株式会社キャピラリー

杉本 幸樹

鈴鹿市 中箕田一丁目２７番１５号

059-385-6745

157 栗原設備工業有限会社

栗原 勇気

鈴鹿市 石薬師町５７１番地の７５

059-374-0222

158 株式会社ケイズ設備

川崎 俊哉

鈴鹿市 国分町１６７-８

059-373-1521

鈴鹿市 岸岡町３７５９番地

059-387-8716

鈴鹿市 柳町１６７８番地

059-383-8038

159 小林設備
160 株式会社サクマ工業

小林 広一郎
佐久間

潔

※随時更新しています。
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161 桜井管工

桜井 弥生

鈴鹿市 伊船町１０７３番地

059-371-2477

162 里和工業株式会社

里和 一也

鈴鹿市 野町西二丁目５番３号

059-387-4799

163 株式会社佐和組

田中 尚登

鈴鹿市 東庄内町４３３８番地１０

059-371-0532

164 サンライズ

吉富 直也

鈴鹿市 下大久保町１８２０番地２

059-374-4331

165 清水建設左官工業

清水 慎一

鈴鹿市 十宮二丁目４番１６号

059-382-0070

166 杉野設備工業株式会社

杉野 智規

鈴鹿市 秋永町１６５１番地

059-386-4624

167 株式会社鈴鹿水道

原田 和郎

鈴鹿市 野辺二丁目６番１６号

059-382-3337

168 有限会社スズカテック

杉本 貴吉

鈴鹿市 南⾧太町８００-１

059-385-0834

169 鈴鹿電化住設

中林 顕正

鈴鹿市 国府町７６５８番地の１２

059-378-2193

170 有限会社成治水道

鈴木 緑

鈴鹿市 平田二丁目５番７号

059-378-3294

171 勢州建設株式会社

伊藤 隨

鈴鹿市 西条三丁目７番２号

059-382-5577

172 成和建設株式会社

中野 利一

鈴鹿市 稲生町８３２６番地の９

059-379-0800

173 有限会社ダイトウ

大窪 博

鈴鹿市 下大久保町８０６番地の２

059-374-0155

174 株式会社竹中設備

竹中 省二

鈴鹿市 寺家町1034番地3

059-381-1788

175

田中 一也

鈴鹿市 神戸２丁目３番３４号

059-382-8299

176 成巳設備工業株式会社

坂崎 善一

鈴鹿市 ⾧澤町２０９７番地３

059-371-1955

177 野口水道

野口 佳史

鈴鹿市 国府町９３５番地の３

059-373-7478

鈴鹿市 西条四丁目５０番地

059-382-0938

株式会社トータルプランニング

178 ハヤシ住宅株式会社

中村 薫

179 株式会社ヒグチ工業

樋口 政司

鈴鹿市 稲生塩屋二丁目１３番１８号

059-386-2147

180 有限会社樋口設備

樋口 典次

鈴鹿市 稲生塩屋二丁目６番４７号

059-388-2865

181 馬路組

馬路 敏明

鈴鹿市 東旭が丘三丁目２０番７号

059-388-9723

182 三重オーケーホーム株式会社

井上 辰五

鈴鹿市 寺家町字福角浦７８５番地

059-387-5137

183 三重温水設備

中谷 信介

鈴鹿市 南若松町４０３番地３１

059-324-7721

184 有限会社ミヨシ住建

中瀬 三義

鈴鹿市 岸岡町３０９６番地の８

059-386-8909

185 向川管工

向川 義高

鈴鹿市 稲生塩屋二丁目３番３３号

059-386-1039

186 有限会社ライフシステム

岩間 哲也

鈴鹿市 東玉垣町１３１４番地

059-382-0180

187 渡辺設備

渡辺 貴弘

鈴鹿市 国府町１０３０番地の１

059-392-5170

188 伊東住設株式会社

伊東 正人

伊賀市 下柘植５３３番地の１

0595-45-9229

189 森下設備

森下 善正

名張市 百合が丘東４番町８６番地

0595-48-6199

190 有限会社安芸土木

柄山 昇一

津市 安濃町草生４３６１番地

059-268-4128
※随時更新しています。
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事業所名

代表者名

191 安濃設備

髙橋 琢也

192 五十嵐設備

五十嵐 芳彦

住

所

電話番号

津市 安濃町川西５９２番地１９

059-268-4108

津市 河芸町上野３３３９番地３７

090-9115-1283

193 一志設備

田中 一巳

津市 一志町高野５６７番地

059-295-0151

194 有限会社井筒屋商店

⾧谷川 森

津市 芸濃町椋本１５５２番地１

059-265-2199

195 株式会社Water Pro 水坊主

冨山 修身

津市 垂水２０１０番地４４

059-227-5241

196 有限会社牛田水道

牛田 宏美

津市 ⾧岡町７９１番地４

059-225-5712

津市 河芸町東千里５３３番地の１

059-245-3588

197 ㈱近江建設

江藤 豊

198 有限会社奥山住設

奥山 大平

津市 栗真町屋町４３６番地

059-232-4300

199 勝野設備

勝野 敏之

津市 久居北口町８８４番地２

059-255-3515

北川 守

津市 栗真中山町３４３番地１

059-233-3309

津市 一身田町１９８番地

059-232-2327

津市 一身田上津部田４８６番地

059-231-7912

200 北川産業株式会社三重営業所
201 草深林業株式会社

草深 靖志

202 有限会社公輝

川口 公伺郎

203 Jutec INABA

稲葉 辰也

津市 久居元町１９６１番地１

059-255-7273

204 有限会社新和工業

小黒 浩司

津市 河芸町影重９１８番地３

059-245-1396

津市 桜橋一丁目６８２番地

059-228-1367

津市 久居一色町４４１番地８

059-252-3013

205

中部日化サービス株式会社

三重支店

206 株式会社津設備

岡添 誠
川原田 勝久

207 有限会社ティー・エム・シー

高士 彰

津市 安濃町戸島８０６番地

059-268-2244

208 有限会社中村設備

中村 学

津市 渋見町１８２番地

059-227-8143

209 株式会社ニッセイ

⾧谷 志隆

津市 豊が丘五丁目５番７号

059-230-2030

210 株式会社野間建設

畑佐 建介

津市 芸濃町林２３５番地

059-265-3080

津市 芸濃町椋本６１７番地

059-265-3228

211 はせがわ燃設

⾧谷川 幸愛

212 藤田設備

藤田 行康

津市 納所町２６７番地

059-227-2929

213 藤原業務店

藤原 貴弘

津市 柳山津興1256-4

059-222-9202

214 有限会社フルイチ設備

古市 浩二

津市 芸濃町椋本１８６０番地３

059-265-2145

津市 安濃町太田１６６４番地６２

059-268-1050

215 本田設備

本田 充

216 有限会社前川組

中瀬 泰郎

津市 芸濃町椋本５１１０番地

059-265-4048

217 三重シンリョー設備株式会社

別所 孝晃

津市 雲出本郷町１８０５番地の２５

059-234-4422

218 有限会社山管工

倉田 勝享

津市 河芸町上野１０４５番地４

059-245-7010

219 吉村工業株式会社

吉村 哲夫

津市 雲出⾧常町１３４９番地６

059-234-7521

220 株式会社ロッシュ

櫻井 洋

津市 芸濃町椋本４２９９番地

059-269-5111
※随時更新しています。
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事業所名

221 株式会社若葉晃建
222 乾設備

代表者名
片岡 昌也
乾 孝輔

住

所

電話番号

津市 河芸町三行１３６番地

059-245-6868

松阪市 垣鼻町７０３番地１

090-3383-9038

223 管誠機工株式会社

今村 充孝

松阪市 小津町459番地3

0598-31-3557

224 株式会社設備ナカガワ

中川 一郎

松阪市 船江町５８４番地１９

0598-26-1819

225 株式会社大伸管工

阪口 康弘

松阪市 外五曲町１１６番地６

0598-23-5856

大久保 聡士

松阪市 駅部田町４００番地１

0598-22-2082

林 弘司

松阪市 曽原町７２８番地の４

0598-56-6661

松阪市 石津町３２９番地３

0598-51-2273

229 有限会社ホーム・トラスト 中村 公俊

松阪市 久保町１８５５番地１２７７

0598-60-2550

230 有限会社みずポリス三重 寺河内 信行

松阪市 中道町５０５番地１

0598-56-9655

231 宮田設備工業株式会社

松阪市 駅部田町１０４２番地の１

0598-23-9117

232 有限会社村田水道工業所 村田 カツ子

松阪市 豊原町５５２番地の２

0598-28-2260

233

金谷 幸養

松阪市 五主町１２３４番地３９

0598-56-9119

234 有限会社来人産業

安井 義晴

松阪市 若葉町４８０番地１

0598-50-0787

235 株式会社羽根工業

羽根 宏尚

多気郡 明和町大字明星２８８１番地７

0596-53-1115

236 株式会社三重管工

秋山 亮

多気郡 明和町大淀乙７４４番地

0598-67-0325

伊勢市 古市町２番地３

0596-24-1334

226 株式会社トリプルエム
227

株式会社ハヤシコーポレーション

228 富士電設備株式会社

有限会社幸設備工業

松阪営業所

沼田 穗積

宮田 𠮷徳

237 株式会社シモオカ設備

下岡 龍一

238 東洋プラント株式会社

松平 仁

伊勢市 御薗町⾧屋２２１２番地

0596-22-6996

239 有限会社トップ設備工業

岸端 正実

伊勢市 小俣町湯田１１１１番地

0596-27-0118

240 有限会社西尾管設備

西尾 利貞

伊勢市 小俣町明野５７６番地３

0596-37-4783

241 株式会社ノムラ

野村 信幸

伊勢市 辻久留１丁目１１番５号

0596-28-6617

242 れんげメンテナンス株式会社 濱中 壽栄子

伊勢市 神社港４１８番地９

0596-31-1551

243 有限会社都設備

度会郡 玉城町勝田３０８６番地１

0596-58-0002

福本 賢太

※随時更新しています。

