鈴 鹿 市 上 下 水 道 局 指 定 給 水 装 置 工 事 事 業 者 （ 市 内 事 業 者 ）
地区
国府
国府
国府
国府
国府
国府
国府
国府
国府
国府
国府
国府
庄野
庄野
庄野
加佐登
牧田
牧田
牧田
牧田
牧田
牧田
牧田
牧田
石薬師
石薬師
石薬師
石薬師
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
白子
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
稲生
飯野
飯野

工事店名
西部水道
(株)エーカン
(有)清水プロパン
(有)イスズ設備工業
村主建設
小森設備
(有)鈴鹿電化住設
野口水道
中山水熱工業(株)
リフォーム・ハセガワ
伊藤設備
ワイ・エス設備工業
(有)杉原設備
(株)エスケー技建
まほろ水工店
(有)坂口建設
(有)山商不動建設
(株)伊勢土木

所在地
鈴鹿市八野町474番地の7
鈴鹿市八野町923番地の7
鈴鹿市国府町2200番地の208
鈴鹿市国府町2200番地の84
鈴鹿市国府町2200番地の95
鈴鹿市国府町4922番地の379
鈴鹿市国府町7658番地の12
鈴鹿市国府町935番地の3
鈴鹿市平野町7686番地の10
鈴鹿市平野町7757番地の27
鈴鹿市平野町830番地
鈴鹿市住吉一丁目15番7号
鈴鹿市庄野町15番2号
鈴鹿市庄野町4番31号
鈴鹿市汲川原町509番地の15
鈴鹿市高塚町1451番地の343
鈴鹿市阿古曽町28番24号
鈴鹿市阿古曽町31番5号
(株)クラシアン 三重営業所 鈴鹿市阿古曽町1番16号
(有)成治水道
鈴鹿市平田二丁目5番7号
(有)グッドリレーション 鈴鹿市平田二丁目7番55号
桶善
鈴鹿市算所一丁目19番10号
(株)近藤工務店
鈴鹿市算所三丁目9番50号
大門工業
鈴鹿市弓削二丁目1番26号
大和土木(有)
鈴鹿市石薬師町2155番地の4
(株)幸泉
鈴鹿市石薬師町318番地
栗原設備工業(有)
鈴鹿市石薬師町571番地の75
ハーツテック
鈴鹿市上野町958番地の1
小川住設
鈴鹿市白子町1689番地の3
ナカニシ建工
鈴鹿市白子町1734番地の1
(有)福本組
鈴鹿市白子町2032番地
(株)笹山工業
鈴鹿市白子町3200番地の5
(株)豊穰
鈴鹿市江島町804番地
馬路組
鈴鹿市東旭が丘三丁目20番7号
(株)竹中設備
鈴鹿市寺家町1034番地3
(株)喜田設備工業
鈴鹿市寺家町1499番地の3
三重オーケーホーム(株) 鈴鹿市寺家町785番地
(株)朝日工業
鈴鹿市白子町3212番地の1
八方設備
鈴鹿市寺家二丁目1番10号
北村工業
鈴鹿市寺家七丁目9番41号
(有)白木技建
鈴鹿市白子二丁目6番7号
(株)ヒグチ工業
鈴鹿市白子三丁目13番15号
(有)宮﨑燃料住設
鈴鹿市江島本町23番20号
(株)新英設備
鈴鹿市江島本町36番8号
(有)洋久屋燃設
鈴鹿市江島本町5番26号
(有)川端工業
鈴鹿市北江島町11番11号
(株)井上工業
鈴鹿市北江島町49番15号
(有)正栄建設
鈴鹿市北江島町51番13号
成和建設(株)
鈴鹿市稲生町8326番地の9
いそべ商店
鈴鹿市稲生二丁目1番8号
(有)江戸屋
鈴鹿市稲生二丁目5番1号
(有)磯部組
鈴鹿市稲生三丁目4番13号
(株)大孝設備
鈴鹿市稲生こがね園17番10号
小林住設
鈴鹿市稲生こがね園17番3号
(有)大日向管工
鈴鹿市稲生塩屋一丁目7番30号
向川管工
鈴鹿市稲生塩屋二丁目3番33号
(有)樋口設備
鈴鹿市稲生塩屋二丁目6番47号
(有)イコマテクノ
鈴鹿市野町東一丁目3番17号
里和工業(株)
鈴鹿市野町西二丁目5番3号
(株)ＵＥＴＡＫＡ
鈴鹿市野町西三丁目13番3号
伊藤設備工業
鈴鹿市道伯町2150番地の57
ヤマギワ設備
鈴鹿市安塚町507番地の1

電話番号
059-378-3803
059-378-6960
059-378-0620
059-378-3020
059-378-6785
059-378-8048
059-378-2193
059-373-7478
059-375-0330
059-379-0306
059-378-0259
059-379-3519
059-378-4453
059-378-7287
059-379-6936
059-370-7284
059-378-2373
059-379-1132
0120-500-500
059-378-3294
059-381-4530
059-379-2454
059-378-0377
059-379-5105
059-374-3061
059-374-1518
059-374-0222
059-374-5305
059-388-3534
059-387-3337
059-387-4033
059-387-6865
059-388-0678
059-388-9723
059-381-1788
059-389-6001
059-387-5137
059-386-1093
059-386-5205
059-389-5270
059-386-2590
059-386-2147
059-386-0106
059-367-7424
059-386-0259
059-387-0222
059-386-5437
059-380-6028
059-379-0800
059-386-1095
059-386-1094
059-386-4083
059-389-7713
059-387-7292
059-386-6110
059-386-1039
059-388-2865
059-380-4421
059-387-4799
059-387-3843
059-378-8939
059-382-4510

地区
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
飯野
河曲
河曲
河曲
河曲
河曲
河曲
河曲
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
一ノ宮
箕田
箕田
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
玉垣
若松
若松
若松
若松
若松
神戸
神戸
神戸
神戸
栄
栄
栄
栄
栄

工事店名
(有)太田工業
(株)ｅ-ｌａｂ．
(有)加藤住建
勢州建設(株)
ハヤシ住宅(株)
(有)伊藤植正園

所在地
鈴鹿市西条一丁目21番21号
鈴鹿市西条二丁目10番1号
鈴鹿市西条二丁目19番8号
鈴鹿市西条三丁目7番22号
鈴鹿市西条四丁目50番地
鈴鹿市西条六丁目77番地
ダイワ空調設備(株)鈴鹿営業所 鈴鹿市西条六丁目79番地1
大双建設(有)
鈴鹿市三日市三丁目15番26号
堀田建設(株)鈴鹿支店 鈴鹿市道伯一丁目1番12号
イシグレ管工
鈴鹿市道伯二丁目21番8号
SWAT(スワット)
鈴鹿市道伯三丁目12番10号
(株)地生
鈴鹿市道伯三丁目9番1号
山宝(株)
鈴鹿市道伯三丁目4番34号
(株)ケイズ設備
鈴鹿市国分町167番地の8
衣笠土木(有)
鈴鹿市国分町16番地の1
(有)ウエスギ総建
鈴鹿市十宮町802番地
(株)ライフテック
鈴鹿市十宮二丁目18番23号
清水建設左官工業
鈴鹿市十宮二丁目4番16号
(株)鈴鹿水道
鈴鹿市野辺二丁目6番16号
須賀(株)
鈴鹿市須賀二丁目517番地の1
(株)キョウシン
鈴鹿市高岡町2665番地2
(株)鈴鹿
鈴鹿市高岡町654番地の1
(株)マルカン
鈴鹿市高岡町875番地
(有)中川建築
鈴鹿市一ノ宮町1892番地の1
イケダアクト(株)
鈴鹿市池田町1140番地
(有)ナカジマ設備
鈴鹿市池田町757番地の3
(有)スズカテック
鈴鹿市南長太町800番地の1
(有)田中仁一商店
鈴鹿市長太旭町三丁目8番28号
(株)長太建設
鈴鹿市長太旭町四丁目18番8号
ミエ設備工業(株)
鈴鹿市長太旭町四丁目5番5号
(資)そあにえ水道工事店 鈴鹿市林崎町1066番地の1
(株)宮﨑商店
鈴鹿市下箕田三丁目8番1号
(株)大栄管清土木
鈴鹿市柳町1447番地
快晴興業(有)
鈴鹿市柳町1447番地
(株)サクマ工業
鈴鹿市柳町1678番地
カトウ管工(有)
鈴鹿市柳町624番地
(有)ミヨシ住建
鈴鹿市岸岡町3759番地
小林設備
鈴鹿市岸岡町3759番地
西口建工(株)
鈴鹿市岸岡町3371番地
岩﨑設備
鈴鹿市東玉垣町1010番地の4
荻野ポンプ店
鈴鹿市東玉垣町1290番地
(有)ライフシステム
鈴鹿市東玉垣町1314番地
(有)中西総合メンテナンス 鈴鹿市東玉垣町2505番地の4
北川管工
鈴鹿市東玉垣町2650番地の53
(有)アプリ
鈴鹿市東玉垣町2823番地の3
(株)信誠興業
鈴鹿市東玉垣町500番地の50
(株)水道修理センター 鈴鹿市矢橋一丁目20番9号
佐野工業
鈴鹿市桜島町四丁目4番地の2
ナカタニ設備工業(株) 鈴鹿市南若松町403番地の31
(株)西城組
鈴鹿市若松西二丁目13番12号
エム開発
鈴鹿市若松東一丁目22番29号
(有)ベターハウジング 鈴鹿市若松北一丁目16番26号
北野工業(株)
鈴鹿市岸岡町3096番地の19
(有)トータルプランニング 鈴鹿市神戸二丁目3番34号
前田配管
鈴鹿市神戸三丁目9番21号
(株)佐野組
鈴鹿市神戸七丁目11番2号
(株)キャピラリー
鈴鹿市神戸七丁目8番5号
タカヒロ工業
鈴鹿市郡山町1372番地
馬島設備工業
鈴鹿市郡山町634番地の40
杉野設備工業（株）
鈴鹿市秋永町1651番地
(株)イワスイ
鈴鹿市東磯山三丁目19番15号
(有)共和建設
鈴鹿市磯山四丁目8番25号

１/１

電話番号
059-384-3200
059-384-2824
059-369-0693
059-382-5577
059-382-0938
059-383-3368
059-384-3120
059-383-3654
059-379-3111
059-370-5174
090-1745-1913
059-389-7353
059-324-7698
059-373-1521
059-374-0946
059-382-7788
059-324-9121
059-382-0070
059-382-3337
059-382-3630
059-381-1880
059-369-3222
059-392-7879
059-382-7778
059-383-2772
059-383-8583
059-385-0834
059-385-0321
059-385-5139
059-385-1023
059-383-3857
059-385-0236
059-383-4144
059-382-3271
059-383-8038
059-383-0130
059-386-8909
059-387-8716
059-386-1196
059-383-5311
059-382-0292
059-382-0180
059-383-5298
059-383-2523
059-381-1777
059-382-3063
059-382-5284
059-369-0576
090-7037-6391
059-385-5050
059-385-3332
059-385-4766
059-387-0124
059-382-8299
059-382-0668
059-382-0645
059-385-6745
059-373-4960
090-2578-9443
059-386-4624
059-388-5552
059-387-1921

地区
天名
合川
井田川
久間田
久間田
久間田
久間田
久間田
椿
椿
椿
椿
椿
椿
椿
深伊沢
鈴峰
鈴峰
鈴峰
鈴峰
鈴峰
鈴峰
庄内

工事店名
加藤システムサービス
中尾建設(株)
CON ･ EQU
(株)ショーワ水道
サンライズ
(有)小川設備
(有)ダイトウ
(株)ハンエイ

所在地
鈴鹿市御薗町3044番地
鈴鹿市三宅町1694番地の1
鈴鹿市和泉町60番地の2
鈴鹿市下大久保町1240番地の1
鈴鹿市下大久保町1820番地
鈴鹿市下大久保町2566番地1
鈴鹿市下大久保町806番地の2
鈴鹿市下大久保町971番地
(株)アセアン・アドバンス 鈴鹿市山本町1241番地の9
村部組
鈴鹿市山本町772番地
(株)大久保建設
鈴鹿市大久保町1823番地
(株)法寿園
鈴鹿市椿一宮町1610番地の3
(株)奥村産業
鈴鹿市椿一宮町1612番地
森田設備
鈴鹿市椿一宮町1612番地の6
羽田水道設備
鈴鹿市椿一宮町1615番地の63
打田水道
鈴鹿市深溝町3985番地
桜井管工
鈴鹿市伊船町1073番地
フラワー建設(株)
鈴鹿市伊船町1089番地
豊和建設(有)
鈴鹿市長澤町1064番地
(有)小川電気工業所
鈴鹿市長澤町1179番地の4
成巳設備工業(株)
鈴鹿市長澤町2097番地3
村田商店
鈴鹿市小社町179番地の2
(株)佐和組
鈴鹿市東庄内町4338番地10

電話番号
059-399-7026
059-372-0151
059-379-5240
059-374-1817
059-374-4331
059-374-0033
059-374-0155
059-373-2121
059-371-0761
059-371-0653
059-371-1105
059-371-1111
059-371-1151
059-371-2363
090-1418-8209
059-374-2835
059-371-2477
059-371-0516
059-371-1819
059-371-1557
059-371-1955
059-371-1066
059-371-0532

令和４年１０月３１日現在

