
鈴 鹿 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 一 覧 表 (鈴鹿市外）
地区 工事店名 所在地 電話番号 地区 工事店名 所在地 電話番号 地区 工事店名 所在地 電話番号

四日市市 (有)アイエス設備工業 北浜町15番地9-3号 059-390-0487 216 三重郡 (有)前川工業 菰野町大字宿野78番地 059-394-1623 280 桑名市 (株)三重物産 大字大福394番地 0594-21-3476

四日市市 (株)アオイ 日永西五丁目3番11号 059-346-3497 217 三重郡 三谷設備 菰野町大字小島1391番地1 059-396-4880 281 伊賀市 伊東住設(株) 下柘植533番地の1 0595-45-9229

四日市市 朝日ガスエナジー(株) 西坂部町4789番地の2 059-332-2311 218 三重郡 諸岡建設(株) 菰野町大字田光241番地3 059-396-0059 282 伊賀市 (有)後藤工作所 阿保670番地の6 0595-52-0523

四日市市 (株)東産業 野田一丁目8番38号 059-332-2323 219 三重郡 (有)山下設備工業 菰野町大字大強原2894番地の3 059-393-2263 283 名張市 (株)森下設備 百合が丘東四番町86番地 0595-48-6199

四日市市 (株)イシダ設備 小牧町字中川原1864番地4 059-325-6975 220 津市 (株)アクアライン 津興104番地3 059-253-8005 284 松阪市 Ｉ・Ｔ住設 五主町1098番地 0598-56-3689

四日市市 (有)一創重建 水沢野田町1258番地 059-329-2823 221 津市 安濃設備 安濃町川西592番地19 059-268-4108 285 松阪市 (株)乾設備 垣鼻町703番地1 0598-31-3927

四日市市 (株)イトウ 小杉新町167番地 059-332-9357 222 津市 五十嵐設備 河芸町上野3339番地37 090-9115-1283 286 松阪市 Ｗａｔｅｒ　Ｓｕｐｐｌｙ　水工房 嬉野田村町450番地 0598-30-6963

四日市市 伊藤管機工業(株) 海山道町三丁目928番地の1 059-345-1351 223 津市 一志設備 一志町高野567番地 059-295-0151 287 松阪市 (株)永和 垣鼻町1078番地 0598-51-6191

四日市市 (有)岡田建設 楠町本郷154番地6 059-398-2300 224 津市 (株)Water　Pro　水坊主 垂水2010番地44 059-227-5241 288 松阪市 管誠機工(株) 小津町459番地3 0598-31-3557

四日市市 (株)音羽工業 智積町1941番地1 059-325-6718 225 津市 (有)牛田水道 長岡町791番地の4 059-225-5712 289 松阪市 (株)設備ナカガワ 船江町584番地19 0598-26-1819

四日市市 (株)尾張屋 水沢町5660番地の1 059-329-3151 226 津市 ＥＣＯ・Ｐ 片田新町41番地2 059-237-1841 290 松阪市 (株)大伸管工 外五曲町116番地6 0598-23-5856

四日市市 (有)加藤設備管工 広永町70番地3 059-366-2545 227 津市 (株)近江建設 河芸町東千里533番地の1 059-245-3588 291 松阪市 (株)トリプルエム 駅部田町400番地1 0598-22-2082

四日市市 (有)紀州興業 生桑町830番地1 059-331-7850 228 津市 大津設備 河芸町杜の街一丁目27番地5 059-245-1836 292 松阪市 (有)長谷川アロー設備 豊原町1023番地7 0598-28-3341

四日市市 北伊勢燃料(株) 水沢町4011番地5 059-329-2246 229 津市 大西冷機工業所 河芸町一色2766番地の3 059-245-0021 293 松阪市 (株)ハヤシコーポレーション 曽原町728番地の4 0598-56-6661

四日市市 協栄土木(株) 楠町小倉1875番地 059-397-4702 230 津市 (有)奥山住設 栗真町屋町436番地 059-232-4300 294 松阪市 富士電設備(株) 石津町329番地3 0598-51-2273

四日市市 (有)共同設備工業 南小松町611番地12 059-320-4666 231 津市 勝野設備 久居北口町884番地2 059-255-3515 295 松阪市 (有)ホーム・トラスト 久保町1855番地1277 0598-60-2550

四日市市 (株)ＫＭ設備 鹿間町315番地1 059-328-1570 232 津市 北尾管工(有) 桜橋一丁目111番地 059-228-0528 296 松阪市 (有)村田水道工業所 豊原町552番地の2 0598-28-2260

四日市市 (株)コウシンテクノ 川島町4937番地 059-320-3697 233 津市 北川産業(株)　三重営業所 栗真中山町343番地1 059-233-3309 297 松阪市 横山総合設備(株) 嬉野新屋庄町1486番地2 0598-42-3337

四日市市 五愰住設(株) 釆女町3208番地の3 059-346-0177 234 津市 草深林業(株) 一身田町198番地 059-232-2327 298 松阪市 (有)来人産業 若葉町480番地1 0598-50-0787

四日市市 小林設備工業(株) 西浦二丁目4番20号 059-351-3711 235 津市 ササキ設備 美里町家所8番地124 059-279-4160 299 多気郡 稲葉設備 多気町西池上541番地3 0598-38-3116

四日市市 桜工業(有) 東新町13番3-3号 059-334-8150 236 津市 (有)澤建 白塚町1860番地の7 059-236-3036 300 多気郡 (株)羽根工業 明和町大字明星2881番地7 0596-53-1115

四日市市 山水設備工業(株) 笹川九丁目10番地の17 059-321-6327 237 津市 (有)新和工業 河芸町影重918番地3 059-245-1396 301 多気郡 (株)三重管工 明和町大字大淀乙744番地 0598-67-0325

四日市市 新陽工業(株) 大字塩浜4101番地の5 059-346-0705 238 津市 (有)スズカリフォームセンター 河芸町西千里1657番地2 059-245-5035 302 伊勢市 (株)エーエス設備工業 通町42番地1 0596-27-0110

四日市市 (株)大豊興業 富田浜元町4番12号 059-364-0378 239 津市 田辺設備(株) 久居井戸山町817番地 059-256-1155 303 伊勢市 (株)シモオカ設備 古市町2番地3 0596-24-1334

四日市市 (株)高芝組 河原田町472番地の1 059-347-2841 240 津市 中部日化サ－ビス(株)三重支店 桜橋一丁目682番地 059-228-1367 304 伊勢市 (有)トップ設備工業 小俣町湯田1111番地 0596-27-0118

四日市市 (有)竹内設備工業 日永西四丁目17番26号 059-329-6993 241 津市 塚原左官 河芸町浜田1593番地3 059-245-5981 305 伊勢市 (株)ノムラ 辻久留一丁目11番5号 0596-28-6617

四日市市 (有)タケスイ設備 大字茂福282番地2 059-361-5535 242 津市 (株)津設備 久居一色町441番地8 059-252-3013 306 伊勢市 (有)羽田野設備 村松町1356番地12 0596-37-3959

四日市市 丹頂ガス(株) 平尾町3622番地3 059-325-3000 243 津市 (有)ティー・エム・シー 安濃町戸島806番地 059-268-2244 307 伊勢市 れんげメンテナンス(株) 神社港418番地9 0596-31-1551

四日市市 中央環境総設(株) 生桑町486番地 059-330-6265 244 津市 (有)中村設備 渋見町182番地 059-227-8143 308 志摩市 (有)安立水道 磯部町穴川1100番地2 0599-55-0628

四日市市 (株)ツカサ 日永五丁目12番17号 059-346-7722 245 津市 (株)ニッセイ 豊が丘五丁目5番7号 059-230-2030 309 志摩市 ツバキ水利 大王町波切3862番地17 0599-77-6437

四日市市 (有)土井商店 水沢町2568番地の2 059-329-3188 246 津市 はせがわ燃設 芸濃町椋本4685番地5 059-265-3228 310 度会郡 (有)都設備 玉城町勝田3086番地1 0596-58-0002

四日市市 永井設備 波木が丘町36番地3 059-321-0695 247 津市 (有)八宝 久居中町2761番地の3 059-256-1717

四日市市 (株)中村組 あかつき台二丁目1番地の192 059-337-2222 248 津市 (有)広管工業 久居明神町1690番地36 059-254-5606

四日市市 日進建設(株) 楠町北五味塚2060番地の79 059-397-3488 249 津市 藤田設備 納所町267番地 059-227-2929

四日市市 (有)野口設備 生桑町31番地の1 059-333-9660 250 津市 藤原業務店 柳山津興1256番地4 059-222-9202

四日市市 (有)能津住設 西坂部町2459番地の1 059-331-7189 251 津市 (有)フルイチ設備 芸濃町椋本1860番地3 059-265-2145

四日市市 早川設備工業(株) 松寺二丁目4番31号 059-363-1188 252 津市 (株)マスカワ あのつ台一丁目5番地2 059-269-5550

四日市市 藤原工業(株) 塩浜本町三丁目45番地 059-345-3151 253 津市 松本業務店 大里窪田町字平林157番地1 080-6902-7712

四日市市 (有)ブルー設備 川島町16番地1 059-322-4737 254 津市 三重シンリョー設備(株) 雲出本郷町1805番地の25 059-234-4422

四日市市 (株)ＰＲＯＡＤ 楠町本郷154番地6　2Ｆ 059-328-5020 255 津市 水の匠 豊が丘四丁目17番12号 090-8541-3283

四日市市 (株)松尾住設 尾平町2943番地7 059-331-1669 256 津市 (有)山管工 河芸町上野1045番地の4 059-245-7010

四日市市 (有)松林設備 中川原一丁目12番2号 059-353-3345 257 津市 (有)幸設備工業 香良洲町3946番地52 059-292-3970

四日市市 丸成工業(有) 芝田二丁目4番22号 059-354-9800 258 津市 吉村工業(株) 雲出長常町1349番地6 059-234-7521

四日市市 (株)三重水道センター 大字羽津4636番地2 059-364-0299 259 津市 (株)ロッシュ 芸濃町椋本4299番地 059-269-5111

四日市市 水谷工業 釆女町113番地1 059-324-0117 260 津市 (有)脇田設備 榊原町7137番地の1 059-252-1980

四日市市 美富士建設(株) 下之宮町225番地の1 059-364-1700 261 亀山市 (有)河村設備 木下町522番地 0595-85-9201

四日市市 (有)幸工業 三ツ谷町11番20号 059-332-7050 262 亀山市 櫻井工業 関ヶ丘521番地194 0595-98-6878

四日市市 (有)明和住宅設備 松寺一丁目6番22号 059-365-9092 263 亀山市 真々設備 亀田町379番地47 0595-86-4032

四日市市 森設備 大井手一丁目5番41号 059-355-7411 264 亀山市 (有)末崎水道 能褒野町245番地の2 0595-85-1500

四日市市 (有)ヤマコウ 下海老町381番地8 059-326-5478 265 亀山市 (有)丸昌組 川合町88番地 0595-82-2051

四日市市 (株)山新設備 堀木一丁目2番25 059-357-3882 266 亀山市 宮村設備 下庄町3004番地 0595-82-7776

四日市市 (株)ヤマダ設備工業 南富田町4番36号 059-364-2937 267 亀山市 (株)村山設備 太岡寺町10番地 0595-82-0088

四日市市 ゆう住宅設備 三滝台四丁目18番地10 059-322-4923 268 亀山市 (有)森水道 野村一丁目1番17号 0595-82-8834

四日市市 洋洋住研(株) 野田一丁目3番11号 059-333-2522 269 亀山市 雄大設備 木下町447番地 0595-96-8069

四日市市 (株)𠮷富設備工業 山田町3939番地2 059-329-7605 270 いなべ市 奥岡建設工業(株) 員弁町畑新田560番地の1 0594-74-2720

四日市市 (有)ワイエスケー 小林町3025番地の290 059-321-4141 271 いなべ市 水貝水道設備 北勢町麻生田3251番地1 0594-72-5371

三重郡 (有)池弥屋 菰野町杉谷2328番地321 059-399-3555 272 員弁郡 三愛岐（株） 東員町大木3981番地 0594-76-0550

三重郡 (株)IZUMI 菰野町大字潤田355番地1 080-5163-4570 273 桑名市 市川設備 多度町多度二丁目15番地4 0594-48-6366

三重郡 (有)位田水道 菰野町大字竹成2597番地の7 059-396-0523 274 桑名市 市原工業(株) 西汰上字弥平田2216番地 0594-23-8052

三重郡 (株)カンワ 菰野町大字小島440番地11 059-324-2681 275 桑名市 (有)桑名設備 長島町横満蔵346番地5 0594-45-1092

三重郡 大誠管工 菰野町菰野1477番地8 059-394-6721 276 桑名市 (株)コスモ 大字播磨字岸西下2545番地 0594-22-2211

三重郡 (有)ナカムラ工業 菰野町大字宿野917番地1 059-394-0452 277 桑名市 (株)後藤パイピング 大字稗田787番地4 0594-22-1513

三重郡 (株)八幡建設 菰野町大字田光240番地1 059-399-3388 278 桑名市 新成テック(株) 大字桑部577番地2 0594-23-8770

三重郡 (有)平濱 川越町大字当新田324番地1 059-329-5502 279 桑名市 (株)タカオ設備 多度町多度853番地 0594-49-2712
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