
　　　郡上市下水道排水設備指定工事店一覧　　 R1.11現在

地域 住　　　　　　　　所 工　事　店　名 電話番号

郡上市八幡町島谷１４６７番地３３ 安田設備 65-2168

郡上市八幡町相生７１４番地の２ 有限会社　藤岡水道 63-2869

郡上市八幡町島谷１７８‐１ 鈴木設備 65-3217

郡上市八幡町旭１２２８番地の１ 株式会社　和田梅 65-3356

郡上市八幡町相生２２８４‐２ カツラ工業株式会社 65-3111

郡上市八幡町旭３０４ 株式会社　白滝工業 67-0289

郡上市八幡町小野７９番地の２ 株式会社　八幡建設 65-3882

郡上市八幡町相生１３５４ 武藤設備工業 63-2212

郡上市八幡町稲成１１４８‐２ 株式会社　丸芳組 65-2547

郡上市八幡町島谷１６１３番地 株式会社　木越組 65-2105

郡上市八幡町島谷１５８０ 宮谷水道 67-0301

郡上市八幡町小野５丁目１‐１ 有限会社　岡崎設備工業 65-4896

郡上市八幡町島谷１５４４‐１ 林重機 65-5248

郡上市八幡町市島８３４ 坪井水道 62-2307

郡上市八幡町向山４１３ 池戸水道 65-2813

郡上市八幡町旭１０３５番地 株式会社　高垣組 65-2137

郡上市八幡町相生１０８３ 武藤金物住設 63-2266

郡上市八幡町相生１３９７番地の１ 株式会社　タニグチ商事 63-2335

郡上市八幡町島谷６６７番地 株式会社　山下設備計画 65-3415

郡上市八幡町美山4233番地１ 藤村設備 68-2432

郡上市大和町剣１６０１番地８ 株式会社　畑中水道 88-2350

郡上市大和町島２１９５番地 株式会社　ウスダ 88-4111

郡上市大和町徳永１８４ 木島建設合資会社 88-2023

郡上市大和町万場２５５５ 株式会社　三島組 88-2915

郡上市大和町徳永１８４番地３ 株式会社　木嶋プロパン 88-2113

郡上市大和町剣２６６‐８ 株式会社　尾関商店 88-2013

郡上市大和町剣８０７‐１ 株式会社　丸高組 88-2106

郡上市大和町徳永７２５‐１ 株式会社　中尾建設 88-4137

郡上市大和町剣１７６０ 株式会社　ヤマシタ工務店 88-2406

郡上市大和町徳永４３３ 株式会社　伊東組 88-3216

郡上市白鳥町白鳥８５０-２ 株式会社　木下パイプ 82-3029

郡上市白鳥町中津屋１９２ 株式会社　鷲見建設 82-2701

郡上市白鳥町為真６４２‐１ 池田設備 82-2911

郡上市白鳥町那留１５０２番地４０９ 株式会社　前田土木 82-4511

郡上市白鳥町中津屋４４７‐６ 有限会社　タナカ設備 82-2099

郡上市白鳥町白鳥３５３‐８ 蓑島設備 82-5731

郡上市白鳥町為真３２５‐３０ 日置設備 82-6959

郡上市白鳥町向小駄良９５４の３ 梅屋設備 82-3871

郡上市白鳥町大島１８０６‐１２５ 有限会社　野村水道 82-5023

郡上市白鳥町白鳥１３１番地９ テラダ設備 82-5397

郡上市白鳥町野添３７５‐４ かみよし 84-1019

郡上市白鳥町恩地７２８‐１ 有限会社　大原商店 84-1053

郡上市白鳥町恩地７５３番地１ 株式会社　郡上リビングサービス 84-3038

郡上市白鳥町中津屋７９５‐２ 株式会社　郡上設備 82-2087

郡上市白鳥町向小駄良７６０‐４ 郡上ガス株式会社 82-2084

郡上市白鳥町那留２２ アクアテック設備 82-5785

郡上市白鳥町白鳥７１８‐１ 西村工業株式会社 82-2440

郡上市白鳥町白鳥171 瀬上建設株式会社 82-2166
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郡上市高鷲町大鷲９１９ 株式会社　揚山土木 72-5931

郡上市高鷲町ひるがの４６７０‐９３１ 株式会社　蛭ヶ野商事 73-2211

郡上市高鷲町鷲見４０８ 有限会社　高建コーポレーション 72-6464

郡上市高鷲町大鷲７９０‐５ 穂積建設株式会社 72-5375

郡上市美並町山田１５２２‐１ 郡上設備　美並営業所 79-3950

郡上市美並町上田１２１８番地３ 株式会社　マルフジ 79-2056

郡上市美並町白山１５８８番地４ 株式会社　美並電気商会 79-2067

郡上市美並町白山１５３８番地２ 山勢工業 79-2193

郡上市明宝大谷９２９ 大坪水道 87-2045

郡上市明宝気良１５４番地２ 株式会社　畑佐土木 87-2256

郡上市明宝小川１２６６ マルヨシ設備 87-2722

郡上市明宝大谷８２２番地 奥美濃建設株式会社 87-2221

郡上市明宝奥住３２３４番地 山口設備 87-2517

郡上市和良町下洞４０７‐１ 二村建設株式会社 77-2018

郡上市和良町下洞７６５番地 有限会社マルト産業 77-2005

郡上市和良町安郷野４７９番地３２ 藤村管工 77-2536

美濃市１３３５ 株式会社　山口工務店 0575-33-3131

美濃市極楽寺７２９番地の１ 美濃設備株式会社 0575-33-0537

美濃市生櫛６５７番地５ 株式会社　山中工務店 0575-33-1510

美濃市保木脇３２－１ 大沢ポンプ店 0575-33-2055

美濃市蕨生３１７３番地６ 後藤水道株式会社 0575-34-0586

美濃市常盤町１７８９‐１ 有限会社　光秀工業 0575-35-3434

関市東町1丁目５番地２号 有限会社　波多野設備 0575-22-6765

関市池尻１２５３ 有限会社マエノ設備 0575-22-8230

関市小野１１５４番地の１ 有限会社　兼松管工 0575-29-0090

関市中之保３６６８番地１ 有限会社　西部設備 0575-49-3036

関市下白金３６４番地１ 株式会社　堀内工業 0575-28-2880

関市本町４丁目７番地 株式会社　長沼水道工業所 0575-22-0205

関市下白金１３５‐１ 山田設備工業 0575-28-5975

下呂市萩原町宮田１８３２‐５ 有限会社　村上設備 0576-55-0678

下呂市少ヶ野６４１番地１ 今井設備工業株式会社 0576-25-2811

下呂市金山町東沓部３３１１番地 株式会社　伊田屋 0576-35-2211

下呂市馬瀬中切１４０２ 有限会社馬瀬水道 0576-47-2607

下呂市金山町中切２３２２‐１ イワタニ東海株式会社　金山営業所 0576-32-2172

下呂市金山町祖師野203-9 有限会社　マルヨシ 0576-35-2136

下呂市森１６９５番地４ 株式会社　ナンピ 0576-24-1772

高山市新宮町１５５７番地２ 株式会社　大洞水道 0577-34-0399

高山市荘川町牧戸１０４‐１ 有限会社　森下商会 05769-2-2106

岐阜市六条大溝４丁目６‐６ 有限会社　日比清工業 058-275-3887

岐阜市東改田字再勝５８‐１２ 株式会社　ナインズ 058-234-3280

岐阜市安食字志良古２６番地１４０ 株式会社　オネステック 058-235-7933

岐阜市岩崎３丁目２‐６ 株式会社　桐山 058-236-1030

各務原市鵜沼羽場町１丁目１７２番地の１ 石田水道株式会社 058-384-0312

美濃加茂市下米田町西脇５４６番地 有限会社　米田住宅設備 0574-25-5146

美濃加茂市加茂野町加茂野１９１番地の１ 株式会社　和泉 0574-28-5411

羽島郡岐南町平島３丁目６４番地 有限会社　ハヤカワ 058-247-6807
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