
令和元年6月現在

番号 事業者名 所在地 代表者 電話番号

1 伊藤水道工業㈱岩倉支店  岩倉市鈴井町法成寺38番地4 新井 済香  37-1345

2 栗本土木㈱  岩倉市八剱町1721-1 栗本 幸博  66-3333

3 ㈲小森管工  岩倉市井上町畑田148番地 小森　昇  37-5823

4 桜井工業㈱  岩倉市西市町西野々20 大江 秀和  37-2205

5 昭和土建㈱岩倉支店  岩倉市旭町二丁目14　202号 川瀬　慶一郎  37-6625

6 関戸工業㈱  岩倉市西市町桝東10-2 関戸　誠  66-6336

7 大興建設㈱岩倉支店  岩倉市新柳町一丁目27 入里　徹  66-0792

8 ㈱大栄企業  岩倉市中本町南白山1-15 栗本 和美  66-3321

9 ㈱タテビシ設備  岩倉市本町宮東28-2 河合  一浩  37-2734

10 ㈱長谷川組岩倉支店  岩倉市稲荷町羽根12-6 長谷川  雄一  66-5229

11 ㈲八信建設  岩倉市八剱町樋口17-1 松尾 武信  37-3962

12 ㈱間瀬設備工業  岩倉市旭町二丁目39-2 間瀬 達美  37-5767

13 ㈱松本工務店  岩倉市大市場町順喜27-1 松本 勇二  66-1168

14 ㈲ユタカ設備  岩倉市下本町西沼70-2 馬場 孝幸  66-1860

15 ㈲日野設備 一宮市千秋町佐野字高屋11-2 日野  宗雄 0586-82-0880

16 ㈱吉村商会 一宮市緑一丁目9-30 吉村 孝始 0586-24-3801

17 ㈱ダイワプランニング 名古屋市西区上橋町103 加藤文人 052-504-6180

18 小島設備 小牧市大字久保一色3037 小島　浩 0568-41-3434

19 水道センター㈱岩倉支店  岩倉市八剱町寺山4 安藤 幸博  38-6502

20 ハヤカワ工業㈱ 一宮市桜二丁目2-10 早川 建男 0586-71-4475

21 ㈱佐藤水工社 小牧市小木五丁目436 日比野 弘幸 0568-73-4191

22 ㈱岩倉工務店  岩倉市北島町九反畑47-1 植手　 章  66-7711

23 船橋設備㈱ 一宮市浜町五丁目21-1 船橋　健 0586-71-3002

24 ㈲佐藤設備 北名古屋市六ッ師松葉115 佐藤　広市 0568-22-5726

25 井戸惣工業㈱ 江南市東野町郷前西11 丹羽 康治 56-2472

26 ㈱三重水道ｾﾝﾀｰ 三重県四日市市大字羽津4636番地2 徳竹 隆夫 059-364-0299

27 サカイ技研㈱一宮工場 小牧市大字横内252 酒井 明俊 0568-74-4705

28 ㈱ジェーケー　・サービス 江南市古知野町熱田20 福田 直樹 54-0500

29 ㈲今井工業所 一宮市桜一丁目17-10 今井 重男 0586-72-7712

30 ㈱水野設備 犬山市字巾廻り30-2 水野 清美 0568-67-2534

31 フルタハウジング㈱ 小牧市大字三ツ渕916 古田 靖典 0568-77-8039

32 三東設備工事㈱ 名古屋市千種区桜が丘226 杉浦 晴吾 052-782-2322

33 後藤設備 一宮市泉一丁目2-7 後藤 徳光 0586-72-8561

34 明生工業 一宮市定水寺字杁ノ口2番地1 高橋 明生 0586-76-2935

35 ㈲富田設備 名古屋市守山区新守西2003 冨田 文喜 052-791-4676

36 ㈲岡田工業 海部郡蟹江町学戸四丁目6 岡田　之秀 0567-95-8683

37 双伸工業㈱ 名古屋市中川区横前町81 横井 宣正 052-412-4221

38 ㈱山新設備 津島市唐臼町西島33 山田 知広 0567-31-0427

39 協立設備工業㈱ 名古屋市千種区高見一丁目18番9号 宇津山  弘 052-751-2004

40 ㈱近藤設備工事店 一宮市小赤見字秋吉20番地 近藤　真生 0586-77-7925

41 ＤＡＩＳＵＩ㈱ 名古屋市熱田区古新町2丁目91番地 大矢 浩二 052-681-6019

42 ㈱ヤジマ 江南市宮後町砂場東261番地 矢島　聡 54-0227

43 ㈱ヤママ住設 小牧市大字東田中字南新田1600番1 滝川 康一 0568-77-6985

44 善勝㈲ 津島市元寺町二丁目40番地 吉田　訓 0567-22-5200

45 ㈱愛北製作所 北名古屋市宇福寺神明34 荒深　修 0568-22-0022

46 積和建設中部㈱ 名古屋市守山区四軒家2丁目609 阿部 光三 052-772-2411

47 ㈱クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目2番地1 鈴木 一也 0120-500-500

48 尾張テクアス㈱ 一宮市三条字通4番地1 樋口　隆 0586-85-7316

49 中島工業㈱ 一宮市明地字風張35番地の1 中島 幸司 0586-69-6888

50 古田設備工業㈲ 江南市前飛保町寺町175番地 古田 光延 55-1506

51 ㈱石原水道 海部郡蟹江町大字須成字市場1331 石原 邦雄 0567-95-0516

52 ㈱菅原設備 津島市元寺町3-21-2 菅原　直樹 0567-24-1743

53 ㈲アイセイ工業 一宮市南小渕間之田69-2 佐藤　亨 0586-64-5782

54 ㈱サンコーエンヂニア 春日井市二子町2丁目16番の12 山本 正人 0568-31-5237

55 ㈱フジコー 名古屋市瑞穂区洲山町1丁目57番地1 藤本　明 052-853-2717

56 ㈲小田設備 江南市島宮町城23 小田 英一 54-6109

57 ㈱増岡水道設備 みよし市打越町上屋敷40番地36 増岡 継広 0561-34-3143

58 菱川工業㈱ 一宮市大赤見字大山西21番地 白井 千晶 0586-77-0667

59 北村設備 岐阜県可児市今渡1792-2 北村 光央 0574-63-1370

60 ㈲　巧 大府市北山町4丁目152-102 國岡 宣雄 0562-57-5730

61 ㈱イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3　イースマイルビル 島村 禮孝 06-7739-2525

62 GROWTH㈱　(グロース） 名古屋市守山区小幡太田15番20号 小嶌 貴満 052-797-9188

63 中部水道㈱ 春日井市白山町三丁目1番地9 宮嶋 祐治 0568-52-1523

64 アスカ設備㈱ 海部郡大治町大字砂子字山ノ前763番地の1 高山　敏 052-444-3383

65 福崎建設㈱ 稲沢市赤池居道町145番地 清家 武彦 21-7070

66 ㈱マサキ設備 丹羽郡扶桑町高雄柳前150-2 祖父江 正樹 75-1411

67 ㈱シンエイ 大阪市中央区谷町2丁目4-3　アイエスビル9階 木原 朗広 06-6944-7797

68 ㈱ライフマン 北名古屋市熊之庄東出81 佐藤 裕市 0568-27-2755

69 ㈲ヤマセツ 愛西市稲葉町村南29番地1 山田 豊実 0567-24-2222

70 ㈱城東設備 犬山市大字前原字北中根3番地2 中島 孝治 0568-65-1227

71 ㈱イトウ 犬山市羽黒栄四丁目3番地1 伊東 慎治 0568-65-7208

72 ㈲ユニバース 愛西市大野山町郷東27-1 森　鎮雄 0567-37-1009

73 佐藤配管㈱ 愛西市日置町上川田102 佐藤 友哉 0567-24-4825

74 ㈱名団 名古屋市北区神明町21番地 古山 篤基 052-912-8826

75 ㈲まるば工業白退社 あま市七宝町遠島大切戸1484-6 馬場 洋一 052-442-7820

76 加藤工業㈱ 小牧市中央一丁目７７番地 名和 千博 0568-77-3211

77 ㈲中島管工所 名古屋市南区五条町二丁目1番地の163 中島 秀雄 052-691-5570

78 ㈱ＦＩＮＥ 名古屋市港区港楽三丁目8番16号 明興産業ビル2F 中野 貴章 052-653-6383

79 ﾛｲﾔﾙﾎｰﾑｾﾝﾀｰ㈱長久手店 長久手市横道41-312 中山 正明 0120-00-6186

80 ㈲尾張水道サービス 丹羽郡大口町秋田三丁目400番地 鈴木 悦良 95-6965

81 ㈱ユテック 一宮市昭和2丁目14番6号 白取 克昭 0586-46-6481

82 ㈱西日本設備 大阪市北区東天満1-6-8 ラシーヌ東天満902号室 三角 武史 06-4801-9971

83 ㈱光設備 津島市神守町下町131-1 西川 義章 0567-31-7662

84 ㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号 第1ウエノヤビル6F 大垣内 剛 082-502-6644

85 ㈱エースデンキ 岩倉市下本町燈明庵101-3 柴田 寛 66-1155

86 東海設備㈱ 静岡県焼津市八楠二丁目30番1号 千頭和 裕生 054-620-7077

87 ㈱池田産業　春日井営業所 春日井市篠木町六丁目1643番地32 岩村 高正 0568-87-3888

88 森工㈱ 一宮市多加木4丁目22番8号 森　久敏 0586-58-6260

89 ㈲豊国施設 江南市藤ケ丘三丁目1番地 江南団地34棟202号 佐藤　敬子 0587-57-3463

90 ㈱サンリフレホールディングス 東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル12F 栗原　将 03-6427-5381

91 ㈱川瀬ガス 丹羽郡扶桑町大字高雄字北東川238番地 川瀬　章史 93-2327

92 市原産業㈱尾張支店 小牧市大字池之内696番地1 市原　俊享 0568-78-2737

93 ㈱N-Vision 広島県広島市中区鶴見町8-57 中村　信幸 082-275-5227

94 ㈱リクア 名古屋市中村区太閤3-9-1昇永7 遠山　光太郎 052-459-5934

95 ニッカホーム中部株式会社 名古屋市緑区相原郷1-2609 小松　高士 052-899-3580

96 株式会社木村水道店 一宮市緑4丁目8番11-5 木村　孝文 0586-71-9598
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