
大野町指定給水装置工事事業者一覧 令和5年3月31日現在

指定番号 指定工事業者名 住所 電話番号

第０２０１号 株式会社　遠藤設備工業 揖斐郡大野町黒野１０９３番地３ ３２－０２１４

第０２０２号 株式会社　スギスイ住設 揖斐郡大野町上磯６７番地１ ３４－２４８７

第０２０３号 河野水道設備 揖斐郡大野町古川３９番地 ３２－１２００

第０２０４号 箕浦設備工業　株式会社 揖斐郡大野町黒野８０８番地２ ３４－１２１５

第０２０５号 イワタニ東海㈱揖斐支店 揖斐郡大野町黒野６７８番地２ ３４－１８１８

第０２０６号 有限会社　吉村住設 揖斐郡大野町南方３４７番地 ３２－０５８７

第０２０７号 服部設備 瑞穂市稲里４３４番地６ ０５８－３２６－６６３１

第０２０８号 株式会社　マツオカ 揖斐郡池田町池野４４６番地７ ４５－２１６４

第０２０９号 株式会社　大広商事 大垣市東前２丁目１８番地３ ０５８４－７４－８８１１

第０２１０号 井谷商店 揖斐郡揖斐川町三輪１８３８番地１ ２２－０６１０

第０２１１号 有限会社　タカザキ設備機器 揖斐郡揖斐川町三輪３１０番地６ ２２－０２７３

第０２１２号 朝日設備工業　株式会社 岐阜市早田栄町４丁目２８ ０５８－２３１－５４１１

第０２１３号 株式会社　エイト 愛知県名古屋市中川区横前町５８番地 ０５２－４６２－９９５０

第０３０１号 株式会社　弥栄管工社 安八郡神戸町神戸７０６番地の２ ０５８４－２７－４３６６

第０３０２号 サンエス住宅設備 揖斐郡大野町大野９３６番地１５ ３４－２９３８

第０３０３号 株式会社　山辰組 揖斐郡大野町稲畑２０３番地の１ ３２－０１７１

第０３０４号 株式会社　マブチライフ 揖斐郡大野町黒野６２６番地８ ３２－０１４９

第０３０５号 美濃工研　株式会社 大垣市本今４丁目１３６番地１ ０５８４－８９－５７２０

第０３０６号 丸石　株式会社　 岐阜市須賀１丁目１０番１号 ０５８－２７１－１９１８

第０３０７号 松井工業　株式会社 大垣市築捨町５丁目８６番地の１ ０５８４－８８－１９１１

第０３０８号 有限会社　高崎 揖斐郡揖斐川町上ミ野７３番地１６ ２２－０４４７

第０３０９号 城西設備 大垣市墨俣町墨俣５２５番地 ０５８４－６２－５５４９

第０３１０号 加納水道設備　株式会社　 大垣市三津屋町２丁目５６番地 ０５８４－７４－３９１２

第０３１１号 近藤工業　有限会社 不破郡垂井町地蔵２丁目５９番地 ０５８４－２２－５６５３

第０３１２号 有限会社　田中ポンプ 揖斐郡池田町六之井１４０５番地の４ ４５－２４４１

第０３１３号 株式会社　服部管工 揖斐郡揖斐川町極楽寺２２４番地 ２２－１４０７

第０３１４号 株式会社　イソカワ 揖斐郡揖斐川町三輪３４９番地２ ２２－０６１５

第０３１５号 株式会社　キンライサー 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 ０３－５１５７－２４００

第０３１６号 株式会社　佐藤ポンプ 岐阜市正木中三丁目４番５号 ０５８－２０７－８７０１

第０４０１号 有限会社　丸長設備工業 岐阜県関市上白金１１５９番地１ ０５７５－２８－３２４３

第０４０２号 タカヤス 揖斐郡揖斐川町清水８５５番地３７ ０５８５－２２－３８９６

第０４０３号 株式会社　YMD管工 岐阜市茜部寺屋敷３丁目６番地２ ０５８－２１４－７４２４

第０４０４号 協栄設備工業　株式会社 岐阜市茜部中島１丁目６２番地２ ０５８－２７１－２５７９

第０４０５号 株式会社　中屋 安八郡神戸町大字神戸４５１番地 ０５８４－２７－２３３３

第０４０６号 有限会社　西垣設備 本巣郡北方町高屋白木２丁目４１番地 ０５８－３２４－２４５５

第０４０７号 株式会社　アルテック 本巣郡北方町曲路３丁目１番地 ０５８－３２４－００８４

第０４０８号 有限会社　あわの商会 揖斐郡池田町萩原９５番地１ ４５－４１１０

第０４０９号 三徳　株式会社 岐阜市江添二丁目９番１５号 ０５８－２１３－３１０９

第０４１０号 大垣設備　株式会社 大垣市荒尾町１８１０番地６６ ０５８４－９１－１５８７

第０４１１号 株式会社　黒川産業 本巣市屋井１４７番地 ０５８－３２３－２９４１

第０４１２号 株式会社　宇佐美設備PLUS 揖斐郡大野町大字領家１９０番地１ ３２－３４８８

第０４１３号 林工業　株式会社 大垣市馬場町２番地 ０５８４－８１－５３１６

第１９０１号 東海環境事業　株式会社 本巣市下福島３０８ ０５８－３２４－０７４７

第１９０３号 株式会社　クラシアン　岐阜支社 岐阜市六条北３－２０－１７　パピルス２０２ ０５８－２７７－６２７３

第１９０４号 泉建設工業　株式会社 揖斐郡池田町本郷１０９４番地の６ ４５－４１２７

第１９０５号 有限会社　関谷建工 本巣市見延１３０７番地２ ０５８－３２３－２５９３

第２００１号 株式会社　岐東設備 岐阜市北一色５丁目１３番１４号 ０５８－２４５－３５２１

第２００２号 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１丁目７９番地３ ０５８－３８２－８４３３

第２００４号 下野住設 揖斐郡揖斐川町三輪３１９番地１ ２２－１３６６

第２００５号 ワタナベ設備工業　株式会社　 大垣市本今３丁目２８番地 ０５８４－７８－１５３７

第２１０１号 株式会社　リビングプラザ 養老郡養老町高田４８３番地の６ ０５８４－３２－０６６０

第２１０２号 セイノウ設備　株式会社　 揖斐郡池田町本郷２９８番地の１ ４５－９８５５

第２１０３号 有限会社　桑名設備 三重県桑名市長島町横満蔵３４６番地５ ０５９４－４５－１０９２

第２１０４号 ヤマダ設備 揖斐郡大野町本庄７４８－４ ３５－０７０８

第２２０１号 ウスイ住宅設備 岐阜市六条大溝４丁目８－１１ コーポ８８　１０１ ０５８－２７１－５８８８
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第２２０２号 株式会社　髙橋建材 岐阜市則武中２丁目３番２号 ０５８－２３１－４８０４

第２２０３号 有限会社　大廣技建　 揖斐郡池田町下東野５５３番地の１２ ４５－６４９３

第２２０４号 鹿野管工　株式会社　 不破郡垂井町２３１１番地の２０ ０５８４－２２－０６９４

第２２０５号 真野工業　株式会社　岐阜支店 岐阜市東明見町１９番地 ０５８－２７２－８１５６

第２２０６号 株式会社　オネステック 岐阜市安食志良古２６番地１４０ ０５８－２３５－７９３３

第２３０１号 株式会社　浅乃設備 岐阜市東改田字再勝６２番地１ ０５８－２１４－４２０１

第２３０３号 株式会社　桐山 岐阜市岩崎３丁目２番地６ ０５８－２３６－１０３０

第２３０４号 株式会社　中村管工 大垣市楽田町８丁目２４ ０５８４－７７－６１７３

第２３０５号 株式会社　ラッキー管工 揖斐郡池田町小牛313番地の2 ４５－６１１１

第２３０６号 株式会社　サンアール 揖斐郡大野町公郷2549番地1 ３６－０６２５

第２３０７号 株式会社ファミリースポットマブチ 揖斐郡大野町黒野1839番地1 ３２－１２６３

第２４０１号 有限会社　和光工業 岐阜市河渡1453番地2 ０５８－２５２－４８５０

第２４０２号 すずむら設備 揖斐郡大野町大字公郷４３４ ３４－１０３７

第２４０３号 有限会社　ウイング 揖斐郡大野町大字桜大門６１０番地１２ ３２－１１４０

第２５０１号 MTテック 北方町高屋伊勢田２丁目６１－１ ０５８－３７２－６５９３

第２６０１号 三徳　株式会社 岐阜市江添二丁目９番１５号 ０５８－２１３－３１０９

第２６０２号 瀬古水道　株式会社 岐阜市吾妻町２丁目５番地 ０５８－２１５－５４４５

第２６０３号 有限会社　サンエコール 大垣市牧野町４丁目１０３番地１１ ０５８－３２３－５２２８

第２７０１号 株式会社　イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 ０６－７７３９－２５２５

第２７０２号 牧田設備工業 大垣市上石津町牧田1105番地1 ０５８４－４６－３３２２

第２９０１号 河村工業 揖斐郡池田町願成寺２５９－２ ４５－５５２７

第３００１号 加納設備 大垣市赤坂新田１丁目４８番地1 ０５８４－７１－３３５３

第３００２号 株式会社　鈴健設備 各務原市蘇原申子町２丁目５７番地１ ０５８－３８３－２１１７

第３１０１号 株式会社　野村住設 羽島市竹鼻町狐穴1068番地 ０５８－３９２－４６５５

※色付きは町内の工事事業者です。


