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工 事 事 業 者 名 フ リ ガ ナ 住 所 電    話

市内 日進地区

有限会社伊藤燃設 ｲﾄｳﾈﾝｾﾂ 桑名市大字江場508番地の2 (0594)22-1778

株式会社三重物産 ﾐｴﾌﾞｯｻﾝ 桑名市大福394番地 (0594)21-3476

ユニオン商事株式会社 ﾕﾆｵﾝｼｮｳｼﾞ 桑名市大字江場505番地 (0594)23-1331

株式会社CARE LIVE ｹｱﾗｲﾌﾞ 桑名市大字江場59番地1 (0594)88-5514

精義地区

伊勢土建工業株式会社 ｲｾﾄﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 桑名市相生町7番地 (0594)22-0859

立教地区

トチオ機器設備株式会社 ﾄﾁｵｷｷｾﾂﾋﾞ 桑名市伊賀町65番地の5 (0594)22-2918

プレステージ株式会社 ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ 桑名市吉津屋町62番地 (0594)22-1214

株式会社 モリシタ設備 ﾓﾘｼﾀｾﾂﾋﾞ 桑名市外堀97 (0594)88-5750

益世地区

有限会社 扇屋 ｵｵｷﾞﾔ 桑名市大字江場1568番地の9 (0594)22-1929

株式会社オケリ ｵｹﾘ 桑名市明正町24番地 (0594)22-1634

株式会社カキトー ｶｷﾄｰ 桑名市中央町二丁目39番地 (0594)21-3711

株式会社昭栄建設 ｼｮｳｴｲｹﾝｾﾂ 桑名市大字大福155番地 (0594)22-2270

有限会社星野設備 ﾎｼﾉｾﾂﾋﾞ 桑名市大字大福１番地 (0594)23-5352

日本興業株式会社 ﾆﾎﾝｺｳｷﾞｮｳ 桑名市大字矢田390番地の1 (0594)22-3335

大成地区

株式会社コスモ ｺｽﾓ 桑名市大字播磨2545番地 (0594)22-2211

三光建設株式会社 ｻﾝｺｳｹﾝｾﾂ 桑名市梅園通43番地 (0594)22-2223

日置水道工事 ﾋｵｷｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞ 桑名市西方1146番地の1 (0594)21-3434

三重ライニング株式会社 ﾐｴﾗｲﾆﾝｸﾞ 桑名市大字太夫186番地1 (0594)23-1294

大和地区

市原工業株式会社 ｲﾁﾊﾗｺｳｷﾞｮｳ 桑名市西汰上2216番地 (0594)23-8052

有限会社丸政 ﾏﾙﾏｻ 桑名市東汰上216番地の3 (0594)21-3275

桑部地区

新成テック株式会社 ｼﾝｾｲﾃｯｸ 桑名市大字桑部577番地2 (0594)23-8770

有限会社東海水道 ﾄｳｶｲｽｲﾄﾞｳ 桑名市東金井1085番地 (0594)22-8859

株式会社三重テクノ ﾐｴﾃｸﾉ 桑名市大字桑部1496番地1 (0594)88-5755

久米地区

稲垣配管 ｲﾅｶﾞｷﾊｲｶﾝ 桑名市赤尾台6丁目24-21 (0594)82-6297

株式会社大島水道 ｵｵｼﾏｽｲﾄﾞｳ 桑名市大字赤尾1028番地 (0594)41-2425

株式会社郡水道設備 ｺｵﾘｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 桑名市大字坂井609番地 (0594)31-4574

有限会社丸大 ﾏﾙﾀﾞｲ 桑名市大字島田524-19 (0594)32-5058

株式会社新建 ｼﾝｹﾝ 桑名市大字島田710番地3 (0594)31-6730

株式会社瀬古設備 ｾｺｾﾂﾋﾞ 桑名市大字友村350番地 (0594)31-0366

有限会社ツカサ工業 ﾂｶｻｺｳｷﾞｮｳ 桑名市大字赤尾590番23 (0594)33-3517

七和地区

株式会社後藤水道 ｺﾞﾄｳｽｲﾄﾞｳ 桑名市星川961番地の1 (0594)31-1248

株式会社タカ設備工業 ﾀｶｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 桑名市芳ヶ崎1056番地1 (0594)32-0899

株式会社藤井建設 ﾌｼﾞｲｹﾝｾﾂ 桑名市大字大仲新田555番地の5 (0594)31-5171

ヤマムラ設備 ﾔﾏﾑﾗｾﾂﾋﾞ 桑名市森忠824-7 (0594)73-0681

在良地区

金屋建設有限会社 ｶﾅﾔｹﾝｾﾂ 桑名市大字蓮花寺19番地の3 (0594)22-8199

桑名水道工業株式会社 ｸﾜﾅｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 桑名市大字蓮花寺536番地 (0594)22-8620

株式会社後藤パイピング ｺﾞﾄｳﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ 桑名市大字稗田787番地4 (0594)22-1513

彩建設株式会社 ｻｲｹﾝｾﾂ 桑名市大字下深谷部808番地2 (0594)49-5682

ヤマオカ設備株式会社 ﾔﾏｵｶｾﾂﾋﾞ 桑名市大字増田531番地1 (0594)24-4136

アクアプランニング ｱｸｱﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 桑名市大字西別所1339番地13 (0594)28-8088
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工 事 事 業 者 名 フ リ ガ ナ 住 所 電    話所 在 地 区

城南地区

株式会社伊藤水道建設 ｲﾄｳｽﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 桑名市大字小貝須2100番地 (0594)23-2367

共和水道株式会社 ｷｮｳﾜｽｲﾄﾞｳ 桑名市大字小貝須481番地 (0594)21-3841

株式会社スイセイ設備工業 ｽｲｾｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 桑名市大字小貝須312番地の7 (0594)21-0356

中村設備工業株式会社 ﾅｶﾑﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 桑名市江場中野町700番地の1 (0594)22-4819

株式会社中山水道商会 ﾅｶﾔﾏｽｲﾄﾞｳｼｮｳｶｲ 桑名市大字小貝須125番地 (0594)22-6779

有限会社丹和設備 ﾆﾜｾﾂﾋﾞ 桑名市福地252番地の1 (0594)24-4375

有限会社ミクニ住設 ﾐｸﾆｼﾞｭｳｾﾂ 桑名市大字小貝須432番地 (0594)21-5001

みずたに水道 ﾐｽﾞﾀﾆｽｲﾄﾞｳ 桑名市小貝須222-6 (0594)23-2060

深谷地区

株式会社 JIT LUCK ジッラック 桑名市大字下深谷部345番地6 (0594)29-3713

舘水道設備商会 ﾀﾁｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｼｮｳｶｲ 桑名市深谷町2198番地 (0594)29-1241
大山田地区

谷口設備 ﾀﾆｸﾞﾁｾﾂﾋﾞ 桑名市大山田四丁目7-15 080-2370-0704

多度地区

有限会社アイエス設備工業 ｱｲｴｽｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 桑名市多度町多度1264番地1(多度事務所) (059)390-0487

市川設備 ｲﾁｶﾜｾﾂﾋﾞ 桑名市多度町多度二丁目15番地4 (0594)48-6366

有限会社近藤住設左官 ｺﾝﾄﾞｳｼﾞｭｳｾﾂｻｶﾝ 桑名市多度町北猪飼520番地1 (0594)48-2663

大聖設備 ﾀｲｾｲｾﾂﾋﾞ 桑名市多度町多度866番地2 (0594)73-0372

株式会社　タカオ設備 ﾀｶｵｾﾂﾋﾞ 桑名市多度町多度853番地 (0594)49-2712

多度設備工業株式会社 ﾀﾄﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 桑名市多度町大字古野970番地 (0594)48-2828

秀SHOW株式会社 ﾋﾃﾞｼｮｳ 桑名市多度町南之郷2番地 080-1552-4139

有限会社松田住建 ﾏﾂﾀﾞｼﾞｭｳｹﾝ 桑名市多度町下野代330番地 (0594)48-2888

水谷水道設備 ﾐｽﾞﾀﾆｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 桑名市多度町古野701番地 (0594)48-5081

南澤設備工業 ﾐﾅﾐｻﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 桑名市多度町小山2148-1 090-4195-0034

株式会社 加藤組 ｶﾄｳｸﾞﾐ 桑名市多度町香取910番地1 (0594)48-2385

水谷タイル ﾐｽﾞﾀﾆﾀｲﾙ 桑名市多度町下野代675番地 (0594)48-2673

長島地区

相原工業所 ｱｲﾊﾗｺｳｷﾞｮｳｼｮ 桑名市長島町千倉536番地2 (0594)42-1086

有限会社伊藤安治商店 ｲﾄｳﾔｽｼﾞｼｮｳﾃﾝ 桑名市長島町十日外面64番地 (0594)42-0113

イトー住設 ｲﾄｰｼﾞｭｳｾﾂ 桑名市長島町下坂手58番地 (0594)42-0677

霞興業有限会社 ｶｽﾐｺｳｷﾞｮｳ 桑名市長島町白鶏293番地 (0594)45-0727

株式会社加藤配管工業所 ｶﾄｳﾊｲｶﾝｺｳｷﾞｮｳｼｮ 桑名市長島町西外面1749番地 (0594)42-0842

有限会社キムラ ｷﾑﾗ 桑名市長島町殿名872番地 (0594)42-5515

有限会社桑名設備 ｸﾜﾅｾﾂﾋﾞ 桑名市長島町横満蔵346番地5 (0594)45-1092

有限会社佐藤設備 ｻﾄｳｾﾂﾋﾞ 桑名市長島町西外面1461番地2 (0594)42-1151

創設屋 ｿｳｾﾂﾔ 桑名市長島町松陰112 090-2939-1739

天元工業株式会社 ﾃﾝｹﾞﾝｺｳｷﾞｮｳ 桑名市長島町松陰110番地 (0594)45-0306

ふじけん ﾌｼﾞｹﾝ 桑名市長島町十日外面151番地 (0594)42-3921

水工房ハットリ株式会社 ﾐｽﾞﾏﾜﾘｺｳﾎﾞｳﾊｯﾄﾘ 桑名市長島町押付302番地 (0594)84-6371

株式会社水彩 ﾐｽﾞｲﾛ 桑名市長島町福豊27番地 (0594)73-1156

株式会社ハットリ設備 ﾊｯﾄﾘｾﾂﾋﾞ 桑名市長島町小島298番地の2 (0594)42-0681

県内 市外

朝日町 長島建設 ﾅｶﾞｼﾏｹﾝｾﾂ 朝日町大字埋縄1195番地8 (059)377-4534

マルナカ住宅設備株式会社 ﾏﾙﾅｶｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 朝日町大字柿2729番地 (059)377-4656

有限会社ワタナベ住設 ﾜﾀﾅﾍﾞｼﾞｭｳｾﾂ 朝日町小向755番地の2 (059)377-2180

川越町

有限会社平濱 ﾋﾗﾊﾏ 川越町大字当新田324番地1 (059)329-5502

有限会社明和住宅設備 ﾒｲﾜｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 川越町大字当新田66-1 (059)365-9092

森川設備工業 ﾓﾘｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 川越町大字豊田449-10 (059)365-0257

タクミ設備工業 ﾀｸﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 川越町大字豊田1019-12 (059)363-6170

木曽岬町

加藤住宅設備 ｶﾄｳｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 木曽岬町大字三崎419番地 (0567)68-8116

中部阪東株式会社 ﾁｭｳﾌﾞﾊﾞﾝﾄﾞｳ 木曽岬町大字田代35番地 (0567)68-4764



工 事 事 業 者 名 フ リ ガ ナ 住 所 電    話所 在 地 区

有限会社花井設備 ﾊﾅｲｾﾂﾋﾞ 木曽岬町大字三崎455番地 (0567)68-1235



工 事 事 業 者 名 フ リ ガ ナ 住 所 電    話所 在 地 区

有限会社岡建 ｵｶｹﾝ 木曽岬町大字見入729番地の2 (0567)65-6232

いなべ市

伊藤水道設備 ｲﾄｳｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ いなべ市藤原町志礼石新田103番地20 (0594)46-4556

イワタニ設備 ｲﾜﾀﾆｾﾂﾋﾞ いなべ市大安町梅戸1392-26 (0594)77-1253

岡本水道株式会社 ｵｶﾓﾄｽｲﾄﾞｳ いなべ市大安町大井田2824番地 (0594)78-0188

岡設備 ｵｶｾﾂﾋﾞ いなべ市藤原町上之山田683番地 (0594)46-6660

奥岡建設工業株式会社 ｵｸｵｶｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ いなべ市員弁町畑新田560番地の１ (0594)74-2720

株式会社梶水道設備 ｶｼﾞｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ いなべ市北勢町麻生田3412番地1 (0594)72-4540

株式会社川瀬水道土木工事 ｶﾜｾｽｲﾄﾞｳﾄﾞﾎﾞｸｺｳｼﾞ いなべ市北勢町阿下喜1097番地5 (0594)72-2103

株式会社キタイセ ｷﾀｲｾ いなべ市大安町大井田2834番地 (0594)88-0855

佐野物産 ｻﾉﾌﾞｯｻﾝ いなべ市北勢町麻生田麻野3658-7 (0594)74-7689

水貝水道設備 ｽｶﾞｲｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ いなべ市北勢町麻生田3251番地1 (0595)72-5371

中山設備 ﾅｶﾔﾏｾﾂﾋﾞ いなべ市大安町丹生川中248-1 (0594)78-4050

有限会社ハヤシ水道設備 ﾊﾔｼｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ いなべ市藤原町大字大貝戸680番地1 (0594)46-3640

ヒキタ工事 ﾋｷﾀｺｳｼﾞ いなべ市北勢町中山19番地2 (0594)72-3388

有限会社藤田水道 ﾌｼﾞﾀｽｲﾄﾞｳ いなべ市大安町南金井899番地 (0594)77-0402

有限会社山下水道 ﾔﾏｼﾀｽｲﾄﾞｳ いなべ市北勢町麻生田1474番地 (0594)72-7020

株式会社ワコー ﾜｺｰ いなべ市員弁町畑新田738番地の3 (0594)74-4175

ＡＩＭ設備 ｴｰｱｲｴﾑｾﾂﾋﾞ いなべ市北勢町奥村107番地 (0594)72-6461

三和設備 ｻﾝﾜｾﾂﾋﾞ いなべ市大安町石榑南185番地84 (0594)73-1240

有限会社ヤマキタ水道土木 ﾔﾏｷﾀｽｲﾄﾞｳﾄﾞﾎﾞｸ いなべ市大安町丹生川久下1378番地 (0594)78-0353

東員町

株式会社アイテックス水常 ｱｲﾃｯｸｽﾐｽﾞﾂﾈ 東員町大字鳥取165番地1 (0594)76-2691

株式会社七福工建 ｼﾁﾌｸｺｳｹﾝ 東員町大字六把野新田495番地7 (0594)75-0729

西桑名水道 ﾆｼｸﾜﾅｽｲﾄﾞｳ 東員町城山１丁目22-3 (0594)84-6116

三愛岐株式会社 ﾐｱｷﾞ 東員町大木3981 (0594)76-0550

株式会社山下設備工業 ﾔﾏｼﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 東員町笹尾西三丁目11番19 (0594)87-7702

山久設備 ﾔﾏﾋｻｾﾂﾋﾞ 東員町中上249 (0594)28-8294

四日市市

株式会社東産業 ｱｽﾞﾏｻﾝｷﾞｮｳ 四日市市野田一丁目8番38号 (059)332-2323

株式会社市川水道設備 ｲﾁｶﾜｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 四日市市西大鐘町831 (059)324-7485

株式会社イシダ設備 ｲｼﾀﾞｾﾂﾋﾞ 四日市市曽井町766-2 (059)325-6975

株式会社イトウ ｲﾄｳ 四日市市小杉新町167番地 (059)332-9357

株式会社ウチダ工業 ｳﾁﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市垂坂町299番地5 (059)340-3819

岡田工業株式会社 ｵｶﾀﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市日永東三丁目2番39号 (059)346-7121

株式会社　音羽工業 ｵﾄﾜｺｳｷﾞｮｳ 四日市市智積町1941番地1 (059)325-6718

有限会社加藤設備管工 ｶﾄｳｾﾂﾋﾞｶﾝｺｳ 四日市市広永町70番地3 (059)366-2545

有限会社共同設備工業 ｷｮｳﾄﾞｳｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市南小松町611-12 (059)320-4666

株式会社斎藤設備巧建 ｻｲﾄｳｾﾂﾋﾞｺｳｹﾝ 四日市市市場町1314番地 (059)339-2306

桜工業有限会社 ｻｸﾗｺｳｷﾞｮｳ 四日市市東新町13-3-3 (059)334-8150

山水設備工業株式会社 ｻﾝｽｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市笹川9丁目10番地の17 (059)321-6327

新陽工業株式会社 ｼﾝﾖｳｺｳｷﾞｮｳ 四日市市大字塩浜4101番地の5 (059)346-0705

水建 ｽｲｹﾝ 四日市市まきの木台二丁目91番地 (059)324-8940

株式会社高芝組 ﾀｶｼﾊﾞｸﾞﾐ 四日市市河原田町472番地の1 (059)347-2841

有限会社タケスイ設備 ﾀｹｽｲｾﾂﾋﾞ 四日市市大字茂福282番地2 (059)361-5535

丹頂ガス株式会社 ﾀﾝﾁｮｳｶﾞｽ 四日市市元町5番2号 (059)325-3000

中央環境総設株式会社 ﾁｭｳｵｳｶﾝｷｮｳｿｳｾﾂ 四日市市生桑町486 (059)330-6265

株式会社ツカサ ﾂｶｻ 四日市市日永五丁目12番17号 (059)346-7722

有限会社土井商店 ﾄﾞｲｼｮｳﾃﾝ 四日市市水沢町2462番地の1 (059)329-3188

株式会社中村組 ﾅｶﾑﾗｸﾞﾐ 四日市市あかつき台二丁目1番地の192 (059)337-2220

有限会社野口設備 ﾉｸﾞﾁｾﾂﾋﾞ 四日市市生桑町31番地の1 (059)333-9660

萩野設備 ﾊｷﾞﾉｾﾂﾋﾞ 四日市市茂福町27番10号 (059)363-5734

早川設備工業株式会社 ﾊﾔｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市松寺二丁目4番31号 (059)363-1188

樋尾住宅設備 ﾋｵｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 四日市市浮橋一丁目4番地5 (059)323-1871
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株式会社　藤正建設 ﾌｼﾞﾏｻｹﾝｾﾂ 四日市市大矢知町557番地7 (059)366-0183

有限会社ブルー設備 ﾌﾞﾙｰｾﾂﾋﾞ 四日市市川島町16番地1 (059)322-4737

株式会社松井設備 ﾏﾂｲｾﾂﾋﾞ 四日市市日永西一丁目7番1号 (059)322-1585

株式会社松尾住設 ﾏﾂｵｼﾞｭｳｾﾂ 四日市市尾平町2943番地７ (059)331-1669

有限会社 松林設備 ﾏﾂﾊﾞﾔｼｾﾂﾋﾞ 四日市市中川原一丁目12番2号 (059)353-3345

株式会社三重水道センター ﾐｴｽｲﾄﾞｳｾﾝﾀｰ 四日市市大字羽津4636番地2 (059)364-0299

水谷工業 ﾐｽﾞﾀﾆｺｳｷﾞｮｳ 四日市市采女町113番地1 (059)324-0117

美富士建設株式会社 ﾐﾌｼﾞｹﾝｾﾂ 四日市市下之宮町225番地の1 (059)364-1700

有限会社幸工業 ﾐﾕｷｺｳｷﾞｮｳ 四日市市三ツ谷町11番20号 (059)332-7050

明和設備工業株式会社 ﾒｲﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市山分町469-1 (059)363-7676

有限会社ヤマコウ ﾔﾏｺｳ 四日市市下海老町381-8 (059)326-5478

株式会社ヤマダ設備工業 ﾔﾏﾀﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市南富田町4番36号 (059)364-2937

有限会社ワイエスケー ﾜｲｴｽｹｰ 四日市市小林町3025番地の290 (059)321-4141

株式会社アクアテクノ ｱｸｱﾃｸﾉ 四日市市大字塩浜4102番地5 (059)347-3896

石川設備 ｲｼｶﾜｾﾂﾋﾞ 四日市市天ヶ須賀五丁目2番19-13号 (059)364-0262

共同テクラス合同会社 ｷｮｳﾄﾞｳﾃｸﾗｽ 四日市市千代田町702番地 (059)340-5954

株式会社　太貴 ﾀﾞｲｷ 四日市市曙町179番地 (059)355-7775

太閤設備 ﾀｲｺｳｾﾂﾋﾞ 四日市市笹川9丁目15-32 (059)321-0361

タイホウテクノサービス ﾀｲﾎｳﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ 四日市市富田浜元町4番12号 (059)364-0378

有限会社竹内設備工業 ﾀｹｳﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 四日市市日永西4丁目17-26 (059)329-6993

中部水道センタ－ ﾁｭｳﾌﾞｽｲﾄﾞｳｾﾝﾀｰ 四日市市桜新町二丁目138番地 (059)326-0691

有限会社　能津住設 ﾉﾂﾞｼﾞｭｳｾﾂ 四日市市西坂部町2459番地の１ (059)331-7189

藤原工業株式会社 ﾌｼﾞﾜﾗｺｳｷﾞｮｳ 四日市市塩浜本町三丁目45番地 (059)345-3151

株式会社ＰＲＯＡＤ ﾌﾟﾛｰﾄﾞ 四日市市楠町本郷154番地6･2F (059)328-5020
三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ株式会社 (四日市ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ) ﾐﾂﾋﾞｼﾃﾞﾝｷｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ 四日市市新正4丁目13-15(四日市ｻｰﾋﾞｽｽﾃｰｼｮﾝ) (059)354-2811

菰野町

有限会社位田水道 ｲﾝﾃﾞﾝｽｲﾄﾞｳ 菰野町大字竹成2597番地の7 (059)396-0523

株式会社カンワ ｶﾝﾜ 菰野町大字小島440-11 (059)324-2681

ショーカン工業 ｼｮｰｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 菰野町諏訪3599-2 (059)394-7131

大誠管工 ﾀｲｾｲｶﾝｺｳ 菰野町菰野1477-8 (059)394-6721

株式会社IZUMI ｲｽﾞﾐ 菰野町大字潤田355-1 080-5163-4570

有限会社ナカムラ工業 ﾅｶﾑﾗｺｳｷﾞｮｳ 菰野町大字宿野917-1 (059)394-0452

株式会社八幡建設 ﾊﾁﾏﾝｹﾝｾﾂ 菰野町大字田光240番地1 (059)399-3388

有限会社前川工業 ﾏｴｶﾞﾜｺｳｷﾞｮｳ 菰野町大字宿野78番地 (059)394-1623

三谷設備 ﾐﾀﾆｾﾂﾋﾞ 菰野町大字小島1391番地1 (059)396-4880

諸岡建設株式会社 ﾓﾛｵｶｹﾝｾﾂ 菰野町大字田光241番地3 (059)396-0059

有限会社山下設備工業 ﾔﾏｼﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 菰野町大字大強原2894番地3 (059)393-2263

山野設備 ﾔﾏﾉｾﾂﾋﾞ 菰野町大字竹成1151-3 (059)396-0435

スマイル開発株式会社 ｽﾏｲﾙｶｲﾊﾂ 菰野町大字竹成291番地19 090-6356-6389

鈴鹿市

有限会社太田工業 ｵｵﾀｺｳｷﾞｮｳ 鈴鹿市西条一丁目21番21号 (059)384-3200

株式会社 喜田設備工業 ｷﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 鈴鹿市寺家町1499-3 (059)389-6001

栗原設備工業有限会社 ｸﾘﾊﾗｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 鈴鹿市石薬師町571番地の75 (059)374-0222

株式会社ケイズ設備 ｹｲｽﾞｾﾂﾋﾞ 鈴鹿市国分町167番地の8 (059)373-1521

CON･EQU ｺﾝｴｸ 鈴鹿市和泉町60番地1 090-8552-7679

サンライズ ｻﾝﾗｲｽﾞ 鈴鹿市下大久保町1820-2 (059)374-4331

有限会社成治水道 ｾｲｼﾞｽｲﾄﾞｳ 鈴鹿市平田二丁目5番7号 (059)378-3294

前田配管 ﾏｴﾀﾞﾊｲｶﾝ 鈴鹿市神戸三丁目9-21 (059)382-0668

有限会社ミヨシ住建 ﾐﾖｼｼﾞｭｳｹﾝ 鈴鹿市岸岡町3759番地 (059)386-8909

森田設備 ﾓﾘﾀｾﾂﾋﾞ 鈴鹿市椿一宮町1612-6 (059)371-2363

八方設備 ﾔｶﾀｾﾂﾋﾞ 鈴鹿市寺家二丁目1-10 (059)386-5205

株式会社 エヌ・エス・シー ｴﾇｴｽｼｰ 鈴鹿市神戸本多町749(三重中部サービスショップ) (059)381-6036

有限会社川端工業 ｶﾜﾊﾞﾀｺｳｷﾞｮｳ 鈴鹿市北江島町11番11号 (059)387-0222

有限会社 グッドリレーション ｸﾞｯﾄﾞﾘﾚｰｼｮﾝ 鈴鹿市平田二丁目7番55号 (059)381-4530
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小林設備 ｺﾊﾞﾔｼｾﾂﾋﾞ 鈴鹿市岸岡町3096番地の8 (059)387-8716

西口建工株式会社 ﾆｼｸﾞﾁｹﾝｺｳ 鈴鹿市岸岡町3371番地 (059)386-1196

株式会社ヒグチ工業 ﾋｸﾞﾁｺｳｷﾞｮｳ 鈴鹿市白子三丁目13番15号 (059)386-2147

株式会社 豊穰 ﾎｳｼﾞｮｳ 鈴鹿市江島本町5番22号 (059)388-0678

三重温水設備 ﾐｴｵﾝｽｲｾﾂﾋﾞ 鈴鹿市南若松町403-31 (059)324-7721

津市

株式会社Water Pro 水坊主 ｳｫﾀｰﾌﾟﾛﾐｽﾞﾎﾞｳｽﾞ 津市垂水2010番地44 (059)227-5241

五十嵐設備 ｲｶﾞﾗｼｾﾂﾋﾞ 津市河芸町上野3339-37 090-9115-1283

大津設備 ｵｵﾂｾﾂﾋﾞ 津市河芸町杜の街一丁目27番地5 (059)245-1836

ササキ設備 ｻｻｷｾﾂﾋﾞ 津市美里町家所8番地124 (059)279-4160

有限会社新和工業 ｼﾝﾜｺｳｷﾞｮｳ 津市河芸町影重918番地の3 (059)245-1396

有限会社フルイチ設備 ﾌﾙｲﾁｾﾂﾋﾞ 津市芸濃町椋本1860番地3 (059)265-2145

本田設備 ﾎﾝﾀﾞｾﾂﾋﾞ 津市安濃町太田1664番地62 (059)268-1050

株式会社マスカワ ﾏｽｶﾜ 津市あのつ台一丁目５番地2 (059)269-5550

有限会社山管工 ﾔﾏｶﾝｺｳ 津市河芸町上野1045番地の4 (059)245-7010

有限会社幸設備工業 ﾕｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 津市香良洲町3946-52 (059)292-3970

草深林業株式会社 ｸｻﾌｶﾘﾝｷﾞｮｳ 津市一身田町198番地 (059)232-2327

北川産業株式会社三重営業所 ｷﾀｶﾞﾜｻﾝｷﾞｮｳ 津市栗真中山町343番地1 (059)233-3309

株式会社コーラルリーフ ｺｰﾗﾙﾘｰﾌ 津市観音寺町446番地78 (059)253-7573

株式会社 津設備 ﾂｾﾂﾋﾞ 津市久居一色町441-8 (059)252-3013

有限会社ティー・エム・シー ﾃｨｰ･ｴﾑ･ｼｰ 津市安濃町戸島806番地 (059)268-2244

有限会社 永田組 ﾅｶﾞﾀｸﾞﾐ 津市雲出島貫町1477番地 (059)238-0461

亀山市

櫻井工業 ｻｸﾗｲｺｳｷﾞｮｳ 亀山市関ヶ丘521-194 (0595)98-6878

名張市

しまづ屋 ｼﾏﾂﾞﾔ 名張市桔梗が丘南1-1-21 (0595)65-0035

株式会社　山田組 ﾔﾏﾀﾞｸﾞﾐ 名張市南町719 (0595)64-4792

松阪市

株式会社トリプルエム ﾄﾘﾌﾟﾙｴﾑ 松阪市駅部田町400-1 (0598)67-0323

株式会社ハヤシコーポレーション ﾊﾔｼｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 松阪市曽原町728番地の4 (0598)56-6661

永和管工設備 ｴｲﾜｶﾝｺｳｾﾂﾋﾞ 松阪市垣鼻町1078番地 (0598)51-6191

多気町

稲葉設備 ｲﾅﾊｾﾂﾋﾞ 多気町西池上541番地3 (0598)38-3116

明和町

株式会社　三重管工 ﾐｴｶﾝｺｳ 明和町大字大淀乙744 (0598)67-0325

伊藤設備 ｲﾄｳｾﾂﾋﾞ 明和町池村2296 (0596)52-7179

伊勢市

株式会社 近藤建設 ｺﾝﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 伊勢市上地町3604番地1 (0596)28-0245

株式会社シモオカ設備 ｼﾓｵｶｾﾂﾋﾞ 伊勢市古市町2番地3 (0596)24-1334

株式会社原田組 ﾊﾗﾀﾞｸﾞﾐ 伊勢市大湊町264番地158 (0596)36-3317

大紀町

有限会社杉村設備 ｽｷﾞﾑﾗｾﾂﾋﾞ 大紀町崎2432番地2 (0598)74-1866

県外 愛知県

大三建築 ﾀﾞｲｻﾝｹﾝﾁｸ 愛知県弥富市中山町中山54番地 (0567)67-3641

森住宅設備 ﾓﾘｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 弥富市操出11丁目41番地2 (0567)68-2190

八木水道建設株式会社 ﾔｷﾞｽｲﾄﾞｳｹﾝｾﾂ 弥富市前ケ須町午新田473番地の6 (0567)65-1166

株式会社山新設備 ﾔﾏｼﾝｾﾂﾋﾞ 津島市唐臼町西島33番地 (0567)31-0427

株式会社アクアテクノス ｱｸｲｱﾃｸﾉｽ 愛知県あま市篠田虱掛2番地8 (052)503-1131

アスカ設備株式会社 ｱｽｶｾﾂﾋﾞ 愛知県海部郡大治町大字砂子字山ノ前763番地の1 (052)444-3383

株式会社 アズクリエイティブ ｱｽﾞｸﾘｴｲﾃｲﾌﾞ 名古屋市千種区内山三丁目31番20号 今池NMビル4階 (052)734-3682

株式会社イースマイル (中部支店) ｲｰｽﾏｲﾙ 名古屋市緑区東神の倉3-531(中部支店) (052)876-7055

株式会社 エイト ｴｲﾄ 名古屋市中川区横前町58番地 (052)462-9950

桜和設備株式会社 ｵｳﾜｾﾂﾋﾞ 名古屋市熱田区五番町17番17号 (052)651-1320

株式会社環整 ｶﾝｾｲ 弥富市中山町懸廻138番地の1 (0567)65-3333
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株式会社 Good performance ｸﾞｯﾄﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ 名古屋市港区小碓二丁目176番地 (052)355-8316

佐藤配管株式会社 ｻﾄｳﾊｲｶﾝ 愛知県愛西市日置町上川田102 (0567)24-4825

水道サービスアクア ｽｲﾄﾞｳｻｰﾋﾞｽｱｸｱ 名古屋市中区錦一丁目4番地16 0120-898-949

有限会社 滝川水道 ﾀｷｶﾞﾜｽｲﾄﾞｳ 愛知県稲沢市矢合町2590番地3 (0587)36-2816

株式会社 ニシ井設備 ﾆｼｲｾﾂﾋﾞ 愛知県津島市唐臼町東田面70-1 (0567)31-3346

日本総合住生活株式会社 ﾆﾎﾝｿｳｺﾞｳｼﾞｭｳｾｲｶﾂ 名古屋市中区正木三丁目5番30号(名古屋支社) (052)350-2800

ノーリツリビングクリエイト株式会社 ﾉｰﾘﾂﾘﾋﾞﾝｸﾞｸﾘｴｲﾄ 名古屋市中村区烏森町6丁目59番地 (052)486-2008

株式会社 フジコー ﾌｼﾞｺｰ 名古屋市瑞穂区洲山町1丁目57番地の1 (052)853-2717

株式会社増岡水道設備 ﾏｽｵｶｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 愛知県みよし市打越町上屋敷40番地36 (0561)34-3143

株式会社レクト名古屋支店 ﾚｸﾄ 名古屋市熱田区八番1丁目4番11号【名古屋支店】 (052)684-9325

和田与燃料株式会社 ﾜﾀﾖﾈﾝﾘｮｳ 愛知県津島市薬師町39番の2 (0567)26-3329

岐阜県

有限会社木村管工業 ｷﾑﾗｶﾝｺｳｷﾞｮｳ 海津市南濃町境2872番地 (0584)56-1416

株式会社協和 ｷｮｳﾜ 海津市海津町瀬古543番地1 (0584)53-0995

株式会社浅乃設備 ｱｻﾉｾﾂﾋﾞ 岐阜市東改田字再勝62番地1 (058)214-4201

松井工業株式会社 ﾏﾂｲｺｳｷﾞｮｳ 大垣市築拾町五丁目86番地1 (0584)88-1911

神奈川県

株式会社クラシアン (三重営業所) ｸﾗｼｱﾝ 横浜市港北区新横浜1丁目２番1 0120-500-500

大阪府

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

株式会社シンエイ ｼﾝｴｲ 大阪市中央区谷町２丁目4-3　ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9階 (06)6944-7797

株式会社西日本設備 ﾆｼﾆﾎﾝｾﾂﾋﾞ 大阪府吹田市内本町三丁目28番10号(本社) (06)6155-5570

広島県

株式会社アクアライン ｱｸｱﾗｲﾝ 広島市中区上八丁堀8番8号 (082)502-6639

株式会社N-Vision ｴﾇﾋﾞｼﾞｮﾝ 広島市中区鶴見町8-57 (082)275-5227

福岡県

株式会社　タカギ ﾀｶｷﾞ 北九州市小倉南区石田南二丁目4番1号 0120-328-413


