
 瑞穂市指定給水装置工事事業者　更新受付期間表
更新期間 更新申請受付期間 工　 事　 事　 業　 者 住　　　　　　　　　所 整理番号

ワタナベ設備工業　株式会社 岐阜県大垣市本今町3丁目28番地 47

岡田産業　株式会社 岐阜県岐阜市宇佐南4丁目17番10号 48

美濃工研　株式会社 岐阜県大垣市本今4丁目136番地1 49

積和建設中部　株式会社　岐阜支店 岐阜県瑞穂市野白新田85番地3 50

有限会社　ヤトウ設備 岐阜県瑞穂市牛牧458番地1 51

井戸忠工業　株式会社 岐阜県瑞穂市別府1067番地 52

有限会社　丸長設備工業 岐阜県関市上白金1159番地の1 53

株式会社　安田管工事 岐阜県安八郡神戸町大字西座倉347番地の2 54

松井工業　株式会社 岐阜県大垣市築捨町5丁目86番地の1 56

有限会社　安福管工 岐阜県大垣市笠木町116の5 57

水道屋さんキタクラ 岐阜県瑞穂市宮田271-8 58

ユパック設備システム　株式会社 岐阜県本巣郡北方町高屋1133番地の5 60

愛河設備　株式会社 岐阜県本巣市北野267番地 61

コジマ設備工業　株式会社 岐阜県岐阜市則武西1丁目6-3 62

株式会社　三愛　　 岐阜県瑞穂市本田1552番地101 63

有限会社　林住宅設備 岐阜県本巣市上真桑2252 64

木原設備工業所　 岐阜県岐阜市市橋4丁目6-5 65

株式会社　遠藤設備工業 岐阜県揖斐郡大野町黒野1093-3 66

株式会社　服部管工 岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺224 67

ナガラ設備工業 岐阜県安八郡安八町南條255番地の2 68

株式会社　水企画アイケン 岐阜県各務原市那加山後町1丁目240番地 69

箕浦設備工業　株式会社 岐阜県揖斐郡大野町黒野808-2 70

安田　株式会社 本店 岐阜県岐阜市鶴田町3丁目24番地 71

城西設備 岐阜県大垣市墨俣町墨俣525番地 72

近藤工業　有限会社 岐阜県不破郡垂井町地蔵2丁目59番地 73

株式会社　川甚 岐阜県岐阜市高野町1丁目9番地 74

戸島工業　株式会社 岐阜県岐阜市本郷町5丁目16番地 75

有限会社　高橋設備 岐阜県本巣市早野195番地2 76

大嶋設備工業 岐阜県本巣市軽海308-2 78

株式会社　倉望工業 岐阜県大垣市昼飯町373番地の7 79

有限会社　西垣設備 岐阜県本巣郡北方町高屋白木2丁目41番地 80

輪之山設備 岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田427番地 81

金華設備工業　株式会社 岐阜県岐阜市早田本町3丁目80番地 82

有限会社　馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮433 83

有限会社　西口ポンプ水道工業所 岐阜県岐阜市石谷1351-1 84

株式会社　高橋建材 岐阜県岐阜市則武中2-3-2 85

イワタ建設　株式会社 岐阜県岐阜市金岡町5番地 86

株式会社　三建エンジニアリング 岐阜県山県市梅原2902番地5 87

マルヒコ　株式会社 岐阜県羽島市足近町市場12番地 88

丸石　株式会社 岐阜県岐阜市須賀1丁目10番1号 89

髙橋管工　株式会社 岐阜県岐阜市則武中3丁目1番6号 90

ハナロ住宅設備 岐阜県岐阜市黒野632番地 91

第1節
令和3年4月1日～令和3

年5月31日まで

第2節
令和3年6月1日～令和3

年7月31日まで

第3節
令和3年8月1日～令和3

年9月29日まで

第2期
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 瑞穂市指定給水装置工事事業者　更新受付期間表
更新期間 更新申請受付期間 工　 事　 事　 業　 者 住　　　　　　　　　所 整理番号

有限会社　葵設備工業 岐阜県土岐市土岐津町土岐口1372番地の43 92

有限会社　和光工業 岐阜県岐阜市河渡1453番地2 93

福田設備工業　株式会社 岐阜県本巣市上真桑2258番地427 94

株式会社　堀内工業 岐阜県関市下白金364番地1 95

有限会社　小塚工業 岐阜県安八郡輪之内町四郷2258番地 96

株式会社　西武管商 岐阜県岐阜市宇佐南3丁目5番18号 97

株式会社　タイホウ産業 岐阜県岐阜市河渡2丁目18番地１ 98

有限会社　吉田商店 岐阜県本巣市十四条588番地 99

株式会社　黒川産業 岐阜県本巣市屋井147番地 100

吉川商店 岐阜県本巣郡北方町東加茂3丁目62番地 101

ギフテック　株式会社 岐阜県羽島市小熊町島1丁目2番地の1 102

城和管工　株式会社 岐阜県多治見市幸町三丁目55番地の1 103

ウスイ住宅設備 岐阜県岐阜市六条大溝4丁目8番11号 104

川島工業　株式会社 岐阜県岐阜市八代3丁目3番2号 105

安田設備 岐阜県岐阜市加納東広江町20番地 106

株式会社　長谷川設備 岐阜県各務原市大野町4丁目72番地 107

小川水道設備 岐阜県瑞穂市居倉151番地4 108

株式会社　茂喜工業所 岐阜県岐阜市西荘四丁目10番1号 109

ユニオンテック　株式会社 岐阜県岐阜市中鶉一丁目30番1号 110

ムロ工建 岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原3838番地 111

株式会社　野村住設 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1068番地 112

株式会社　協和 岐阜県海津市海津町瀬古543番地1 113

有限会社　サンエコール 岐阜県大垣市牧野町四丁目103番地11 114

株式会社　浅川設備 岐阜県羽島市小熊町外粟野2丁目53番地 115

株式会社　サンテリア 岐阜県瑞穂市野田新田4003番地1 116

有限会社  清水エンジニアリング 滋賀県米原市番場1794番地4 117

有限会社　ハヤカワ 岐阜県羽島郡岐南町平島3丁目64番地 118

北川工業　株式会社 岐阜県岐阜市池ノ上町3丁目23番地 119

久富電設　株式会社 岐阜県大垣市小野一丁目22番地1 120

有限会社　川合水道工業 岐阜県大垣市本今五丁目108番地の1 121

泉建設工業　株式会社 岐阜県揖斐郡池田町本郷1094番地の6 122

森川設備 岐阜県大垣市外渕2丁目148番地9 123

折戸工業 岐阜県揖斐郡池田町片山1071番地 124

第3節
令和4年8月1日～令和4

年9月29日まで

第3期

第1節
令和4年4月1日～令和4

年5月31日まで

第2節
令和4年6月1日～令和4

年7月31日まで
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 瑞穂市指定給水装置工事事業者　更新受付期間表
更新期間 更新申請受付期間 工　 事　 事　 業　 者 住　　　　　　　　　所 整理番号

巴産業　株式会社 岐阜県岐阜市大池町3番地の1 125

住宅設備TOKORO 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合588番地1 126

株式会社　クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2番地1 127

みなみやま水道工事店 岐阜県可児郡御嵩町御嵩1822番地581 128

株式会社　オネステック 岐阜県岐阜市中西郷二丁目260番1 129

丸共管工　株式会社 岐阜県各務原市那加前洞新町4丁目89番地 130

有限会社　東海エアコン設備センター 岐阜県各務原市蘇原新栄町1丁目79番地の3 131

ウツダ設備 岐阜県各務原市蘇原熊田町2丁目71番地 132

鈴木住設 岐阜県瑞穂市犀川1丁目150番地 133

株式会社　桐山 岐阜県岐阜市岩崎3丁目2番地6 134

有限会社  荘川設備 岐阜県羽島市正木町曲利909番地の3 135

株式会社　天王設備工業 岐阜県羽島市小熊町天王1丁目55番地 136

株式会社　浅乃設備 岐阜県岐阜市東改田字再勝62番地1 137

株式会社　神田工業 岐阜県各務原市各務山の前町四丁目48番地 138

株式会社　岐西建設 岐阜県本巣市浅木3番地の31 139

S・A・Nライフ　株式会社 岐阜県岐阜市高田三丁目9番6号 140

寺町設備 岐阜県大垣市波須3丁目48番地 141

株式会社　光来組 岐阜県瑞穂市田之上829番地1 142

有限会社　アイテック 岐阜県岐阜市領下7丁目47番地2 143

高松設備工業　株式会社 岐阜県瑞穂市十八条140番地3 144

株式会社　富士ハウス 岐阜県本巣郡北方町長谷川西2丁目41番地 145

第4期

第1節
令和5年4月1日～令和5

年5月31日まで

第2節
令和5年6月1日～令和5

年7月31日まで

第3節
令和5年8月1日～令和5

年9月29日まで
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 瑞穂市指定給水装置工事事業者　更新受付期間表
更新期間 更新申請受付期間 工　 事　 事　 業　 者 住　　　　　　　　　所 整理番号

株式会社　岐北冷機 岐阜県岐阜市岩崎999番地 146

株式会社　シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2丁目4-3ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9階 147

ｉＮＤハヤノ　有限会社 岐阜県不破郡垂井町1087番地の15 148

株式会社　堀政設備 岐阜県岐阜市東鶉4丁目30番地 149

株式会社　イソカワ 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪349番地2 150

三徳株式会社 岐阜県岐阜市江添二丁目9番15号 151

ＭＴテック 岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田2丁目61番地の1 152

翔成設備 岐阜県本巣郡北方町高屋条里2丁目41番地の10 153

株式会社　イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目7番3号ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 154

株式会社　中村管工 岐阜県大垣市木戸町1188番地1 155

株式会社　ビルカン 岐阜県岐阜市下奈良3丁目6番6号 156

株式会社　鈴健設備 岐阜県各務原市蘇原申子町2丁目57番地1 157

三菱電機システムサービス　株式会社 東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号 158

株式会社　日創 岐阜県本巣市温井97番地1 159

加納設備 岐阜県大垣市赤坂新田1丁目48番地1 160

チーム・オオノ 岐阜県岐阜市打越432番地5 161

有限会社　本郷 岐阜県加茂郡東白川村越原1024番地5 162

株式会社　西日本設備 大阪府吹田市内本町三丁目28番10号 163

有限会社　ムトウ建工 岐阜県本巣市数屋496番地1 164

有限会社　テクニカル水野 岐阜県岐阜市北一色4丁目14番31号 165

墨設備 岐阜県羽島市正木町大浦1340番地４ 166

有限会社　米田住宅設備 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇546番地 167

山田設備工業 岐阜県関市下白金135番地1 168

セイノウ設備　株式会社 岐阜県揖斐郡池田町本郷298番地1 169

株式会社　ＳＥＩＷＡ 岐阜県岐阜市上土居三丁目3番2号 170

改真工業　株式会社 岐阜県各務原市大野町七丁目128番地1 171

第3節
令和6年8月1日～令和6

年9月29日まで

第2節
令和6年6月1日～令和6

年7月31日まで

第5期

第1節
令和6年4月1日～令和6

年5月31日まで
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