
瑞穂市下水道排水設備指定工事店名簿
現在令 和 5 年 5 月 1 5 日

番号 名称又は商号 住所又は所在地 代表者名 電話番号地区

4 株式会社不二産業 瑞穂市本田７３５番地 武藤　永行 058-326-3427本田

85 千勝建設株式会社 瑞穂市本田２０４番地１ 馬渕　俊道 058-327-3488本田

86 株式会社丸高建設 瑞穂市本田５６４番地１ 関谷　義弘 058-326-3648本田

82 服部設備 瑞穂市稲里４３４番地６ 服部　良平 058‐326‐6631穂積

87 丸謹建設株式会社 瑞穂市穂積２２３７番地１ 宇野　公夫 058-326-5621穂積

88 株式会社松野組 瑞穂市穂積１３３０番地 松野　守男 058-327-3200穂積

8 有限会社協栄ポンプ店 瑞穂市十九条２７６番地 宇野　正之 058-327-4477牛牧

30 有限会社廣江ポンプ店 瑞穂市牛牧１３４番地 廣江　克哉 058-327-2411牛牧

37 有限会社ヤトウ設備 瑞穂市牛牧４５８番地１ 谷藤　勝美 058-327-8536牛牧

71 株式会社森ブロック 瑞穂市牛牧１５２番地の１０ 渡邊　雅哉 058-326-3727牛牧

176 若松工業 岐阜県瑞穂市牛牧929番地6 若松　武志 058-326-2607牛牧

105 小川水道設備 瑞穂市居倉１５１番地４ 小川　裕文 058-328-4847西

146 株式会社光来組 瑞穂市田之上８２９番地１ 浅野 裕介 058-328-2799西

3 有限会社大山主計 瑞穂市美江寺５８１番地５ 大山　悟 058-328-3597中

91 株式会社巣南設備 瑞穂市十七条２８番地 杉原　清 058-328-2534中

148 高松設備工業株式会社 瑞穂市十八条１４０番地３ 西尾　敦 058-322-3935中

15 岐仙設備工業有限会社 瑞穂市横屋３６８番地 仙石　英之 058-328-3372南

53 有限会社髙橋設備 本巣市早野１９５番地２ 柿沼　康一 058-324-2448本巣市

83 有限会社吉田商店 本巣市十四条５８８番地 吉田　憲弘 058‐324‐4826本巣市

84 福田設備工業株式会社 本巣市上真桑２２５８番地４２７ 福田　貴普 058-323-1241本巣市

104 株式会社鷲見建設 本巣市下福島４９番地 鷲見　芳男 058-323-7880本巣市

143 株式会社岐西建設 本巣市浅木３番地の３１ 阿葉家 卓也 058-323-0015本巣市

160 有限会社ムトウ建工 本巣市数屋４９６番地１ 武藤　立奈 058-323-8161本巣市

26 株式会社アルテック 本巣郡北方町曲路３丁目１番地 安藤　陽一 058-324-0084北方町

56 有限会社西垣設備 本巣郡北方町高屋白木２丁目４１番地 西垣　弘道 058-324-2455北方町

66 有限会社篠原住設 本巣郡北方町高屋１０４番地の１４ 篠原　勇二 058-324-3545北方町

78 有限会社豊田商店 本巣郡北方町高屋太子２丁目５０番地 豊田　勝俊 058-324-1019北方町

156 翔成設備 本巣郡北方町高屋条里２丁目４１番地１０ 成田　広希 058-323-3475北方町

13 株式会社松波テクノ 岐阜市長良福光１４７番３ 澤田　栄造 058-232-3171岐阜市

21 真野工業株式会社　岐阜支店 岐阜市東明見町１９番地 熊澤　智綱 058-272-8156岐阜市

33 協栄設備工業株式会社 岐阜市茜部中島１丁目６２番地の２ 髙木　雅浩 058-271-2579岐阜市

43 株式会社栗本設備 岐阜市則武西１丁目６番３号 栗本　聖士 058-231-8875岐阜市

62 丸石株式会社 岐阜市須賀１丁目１０番１号 石原　幸喜 058-271-1918岐阜市
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64 有限会社和光工業 岐阜市河渡１４５３番地２ 金井　光男 058-252-4850岐阜市

68 朝日設備工業株式会社 岐阜市早田栄町４丁目２８番地 渡邊　直哉 058-231-5411岐阜市

73 野々村ポンプ工業株式会社 岐阜市則武中１丁目２番地の９ 野々村　勝己 058-231-4352岐阜市

75 髙橋管工株式会社 岐阜市則武中３丁目１番６号 髙橋　毅継 058-231-0983岐阜市

97 川島工業株式会社 岐阜市八代３丁目３番２号 川島　弘樹 058-232-7558岐阜市

108 株式会社茂喜工業所 岐阜市西荘４丁目１０番１号 宇佐見　秀樹 058-253-8678岐阜市

109 ユニオンテック株式会社 岐阜市中鶉１丁目３０番１号 安部　源太郎 058-274-5361岐阜市

136 岡田産業株式会社 岐阜市宇佐南４丁目１７番１０号 岡田　明彦 058-272-3000岐阜市

140 株式会社浅乃設備 岐阜市東改田字再勝６２番地１ 浅野　伸弘 058-214-4201岐阜市

144 イワタニ東海株式会社　岐阜支店 岐阜市鏡島精華１丁目５番地１５ 浅井　基博 058-251-6752岐阜市

147 有限会社アイテック 岐阜市領下７丁目４７番地２ 井戸 直人 058-215-9914岐阜市

151 株式会社岐北冷機 岐阜市岩崎９９９番地 林　勝美 058-237-7788岐阜市

155 三徳株式会社 岐阜市江添二丁目９番１５号 徳永　篤 058-213-3109岐阜市

161 有限会社テクニカル水野 岐阜市北一色４丁目１４番３１号 水野　忠 058-247-3728岐阜市

163 株式会社クラシアン　 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目１番 今田　健治 045-473-8181岐阜市

165 株式会社　オネステック 岐阜市中西郷二丁目260番地1 鬼頭　良 058-201-0410岐阜市

166 株式会社タイホウ産業 岐阜市河渡２丁目１８番地１ 大西　豊太郎 058-255-0561岐阜市

167 株式会社堀政設備 岐阜市東鶉４丁目３０番地 堀　誠 058-273-1426岐阜市

172 チーム・オオノ 岐阜市打越432番地5 大野　圭輝 058-216-0471岐阜市

179 株式会社高橋建材 岐阜県岐阜市則武中二丁目3番2号 髙橋　秀司 058-231-4804岐阜市

180 株式会社佐藤ポンプ 岐阜市正木中三丁目4番5号 佐藤　豊和 058-207-8701岐阜市

181 株式会社ＹＭＤ管工 岐阜市茜部寺屋敷3丁目6番地2 山田　将志 058-214-7424岐阜市

182 丸幸 岐阜県岐阜市福富151番地1 加藤　幸介 058-201-4235岐阜市

184 有限会社サクセス 岐阜市御望2丁目60番地 鷲見　政人 058-213-6251岐阜市

5 株式会社大広商事 大垣市東前２丁目１８番地３ 末松　卓見 0584-74-8811大垣市

7 松井工業株式会社 大垣市築捨町５丁目８６番地１ 松井　康信 0584-88-1911大垣市

12 豊和設備株式会社 大垣市長松町１０８７番地の１ 境　英一 0584-91-1173大垣市

17 大垣設備株式会社 大垣市荒尾町１８１０番地６６ 矢橋　龍宣 0584-91-1587大垣市

18 加納水道設備株式会社 大垣市三津屋町二丁目５６番地 加納　浩二 0584-74-3912大垣市

27 林工業株式会社 大垣市馬場町２番地 林　裕人 0584-81-5316大垣市

35 ワタナベ設備工業株式会社 大垣市本今３丁目２８番地 渡辺　和重 0584-78-1537大垣市

36 美濃工研株式会社 大垣市本今４丁目１３６番地１ 杉野　達和 0584-89-5720大垣市

52 城西設備 大垣市墨俣町墨俣５２５番地 桑原　弘 0584-62-5549大垣市

55 株式会社倉望工業 大垣市昼飯町３７３番地の７ 金村　匡将 0584-71-3112大垣市

65 新幸ホーム株式会社 大垣市墨俣町墨俣１０５２番地１ 赤尾　鋭和 0584-62-6296大垣市
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102 株式会社丹羽住設 大垣市犬ケ渕町２２番地 丹羽　敏仁 0584-74-5038大垣市

112 有限会社サンエコール 大垣市牧野町４丁目１０３番地１１ 馬渕　俊哉 0584-91-8618大垣市

122 森川設備 大垣市外渕２丁目１４８番地９ 森川　正和 0584-89-6704大垣市

158 株式会社中村管工 大垣市木戸町１１８８番地１ 中村　芳美 0584-77-6173大垣市

178 ノムラ工業株式会社 岐阜県大垣市大井二丁目41番地1 野村　智子 0584-77-0193大垣市

185 寺町設備 大垣市波須3-48 寺町　仁志 0584-81-1538大垣市

186 アシストワークス株式会社 岐阜県大垣市墨俣町下宿832-1 末松　孝幸 0584-82-3234大垣市

14 株式会社佐藤工業所 安八郡神戸町大字柳瀬５７４番地 佐藤　太子司 0584-27-2489安八郡

16 有限会社結水道 安八郡安八町西結１０５４番地 古澤　達也 0584-62-5186安八郡

20 株式会社弥栄管工社 安八郡神戸町大字神戸７０６番地の２ 高橋　勝也 0584-27-4366安八郡

80 有限会社小塚工業 安八郡輪之内町四郷２２５８番地 小塚　誓治 0584-69-3601安八郡

39 株式会社マツオカ 揖斐郡池田町池野４４６番地７ 松岡　正俊 0585-45-2164揖斐郡

46 株式会社遠藤設備工業 揖斐郡大野町大字黒野１０９３番地の３ 遠藤　健広 0585-32-0214揖斐郡

50 株式会社服部管工 揖斐郡揖斐川町極楽寺２２４ 服部　裕二 0585-22-1407揖斐郡

51 箕浦設備工業株式会社 揖斐郡大野町黒野８０８番地の２ 箕浦　秀紀 0585-34-1215揖斐郡

107 有限会社大廣技建 揖斐郡池田町白鳥字田中299番地 藤井　忠廣 0585-45-6493揖斐郡

120 泉建設工業株式会社 揖斐郡池田町本郷１０９４番地の６ 泉　恵美 0585-45-4127揖斐郡

154 株式会社イソカワ 揖斐郡揖斐川町三輪３４９番地２ 磯川　賢ニ 0585-22-0615揖斐郡

169 セイノウ設備株式会社 揖斐郡池田町本郷２９８番地1 黒田　憲太朗 0585-45-9855揖斐郡

173 株式会社ファミリースポットマブチ 岐阜県揖斐郡大野町大字黒野1839番地1 馬渕　真悟 0585-32-1263揖斐郡

183 有限会社ウイング 岐阜県揖斐郡大野町桜大門610-12 前野　乃介 0585-35-5118揖斐郡

187 河村工業 岐阜県揖斐郡池田町願成寺259-2 河村　憲昭 090-8488-310揖斐郡

59 若山水道株式会社 不破郡垂井町東神田３丁目１５５番１ 若山　和之 0584-22-0260不破郡

63 近藤工業有限会社 不破郡垂井町地蔵二丁目５９番地 近藤　竜也 0584-22-5653不破郡

152 ｉＮＤハヤノ有限会社 不破郡垂井町１０８７番地の１５ 早野　修 0584-22-0913不破郡

113 株式会社野村住設 羽島市竹鼻町狐穴１０６８番地 野村　康志 058-392-4655羽島市

115 株式会社浅川設備 羽島市小熊町外粟野２丁目５３番地 浅川　史夫 058-391-0517羽島市

138 有限会社荘川設備 羽島市正木町曲利９０９番地３ 小滝　昭典 058-391-6297羽島市

157 株式会社天王設備工業 羽島市小熊町天王１丁目５５番地 浅野　勝紀 058-392-6372羽島市

162 墨設備 羽島市正木町大浦１３４０番地４ 墨　秀雄 058-227-6844羽島市

48 小木曽設備工業株式会社 各務原市那加南栄町８６番地の４ 小木曽　清人 058-383-6221各務原市

130 有限会社東海エアコン設備センター 各務原市蘇原新栄町一丁目７９番地の３ 長谷川　弘 058-382-8433各務原市

134 株式会社水企画アイケン 各務原市那加山後町１丁目２４０番地 田畑　博之 058-383-0710各務原市

142 株式会社神田工業 各務原市各務山の前町四丁目４８番地 神田 孝伸 058-384-4146各務原市

170 株式会社鈴健設備 各務原市蘇原申子町２丁目５７番地１ 鈴木　敏弘 058-383-2117各務原市
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171 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 深貝　学 058-372-6500各務原市

174 株式会社アクア工業 岐阜県各務原市那加野畑町2丁目53番地 大塚　隆文 058-383-7005各務原市

177 株式会社永田設備 岐阜県各務原市川島笠田町261番地5 永田　誠也 0586-55-9637各務原市

99 株式会社堀内工業 関市下白金３６４番地１ 堀内　諭実彦 0575-28-2880その他

106 有限会社中川設備工業 養老郡養老町宇田３３５番地 中川　芳久 0584-34-1296その他

114 株式会社協和 海津市海津町瀬古５４３番地１ 中嶋　雅賀 0584-53-0995その他

164 山田設備工業 関市下白金１４０番地 山田　文敏 0575-28-2427その他

168 有限会社　丸長設備工業 関市上白金１１５９番地１ 長　裕太郎 0575-28-3243その他

175 有限会社西部設備 関市中之保3668番地1 西部　隆文 0575-49-3036その他

188 有限会社マエノ設備 岐阜県関市池尻1253番地 前野　龍也 0575-22-8230その他
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