
　　　郡上市指定給水装置工事事業者一覧　　 H30.8現在

地域 住　　　　　　　　所 工　事　店　名 電話番号

郡上市八幡町市島834 　坪井水道 62-2307

郡上市八幡町旭1035 （株）高垣組 65-2137

郡上市八幡町旭304 （株）白滝工業 67-0289

郡上市八幡町旭1228-1 （株）和田梅 65-3356

郡上市八幡町小野5丁目1-1 （有）岡崎設備工業 65-4896

郡上市八幡町島谷178-1 　鈴木設備 65-3217

郡上市八幡町島谷1467-33 　安田設備 65-2168

郡上市八幡町島谷667  (株)山下設備計画 65-3415

郡上市八幡町島谷1580 　宮谷水道 67-0301

郡上市八幡町島谷1544ｰ1 　林重機 65-5248

郡上市八幡町島谷1613 （株）木越組 65-2105

郡上市八幡町稲成819 （株）名畑組 65-2875

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1354 　武藤設備工業 63-2212

郡上市八幡町相生1397-1 （株）タニグチ商事 63-2335

郡上市八幡町相生714-2 （有）藤岡水道 63-2869

郡上市八幡町向山413 　池戸水道 65-2813

郡上市八幡町美山4233-1 　藤村設備 68-2432

郡上市大和町徳永184-3 （株）木嶋プロパン 88-2113

郡上市大和町万場2555 （株）三島組 88-2915

郡上市大和町剣1601-8 （株）畑中水道 88-2350

郡上市大和町剣1760 （株）ヤマシタ工務店 88-2406

郡上市大和町剣266-8 （株）尾関商店 88-2013

郡上市大和町徳永433 （株）伊東組 88-3216

郡上市白鳥町野添375-4 　かみよし 84-1019

郡上市白鳥町那留22 　アクアテック設備 82-5785

郡上市白鳥町恩地753-1 （株）郡上リビングサービス 84-3038

郡上市白鳥町恩地778 （有）東田建設 82-5480

郡上市白鳥町恩地728-1 （有）大原商店 84-1053

郡上市白鳥町白鳥718-1 　西村工業（株） 82-2440

郡上市白鳥町白鳥131-9 　テラダ設備 82-5397

郡上市白鳥町白鳥353-8 　蓑島設備 82-5731

郡上市白鳥町白鳥850-2 （株）木下パイプ 82-3029

郡上市白鳥町為真642-1 　池田設備 82-2911

郡上市白鳥町為真325-30 　日置設備 82-6959

郡上市白鳥町中津屋795-2 （株）郡上設備 82-2087

郡上市白鳥町中津屋192 （株）鷲見建設 82-2701

郡上市白鳥町中津屋447-6 （有）タナカ設備 82-2099

郡上市白鳥町大島1806-125 （有）野村水道 82-5023

郡上市白鳥町向小駄良954-3   梅屋設備 82-3871

郡上市白鳥町向小駄良760-4 　郡上ガス（株） 82-2084

郡上市高鷲町ひるがの4670-931 （株）蛭ヶ野商事 73-2211

郡上市高鷲町鷲見408 （有）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） 72-5375

郡上市高鷲町大鷲919 （株）揚山土木 72-5931

郡上市高鷲町鮎立3730-1 （株）永田工務店 72-5151

郡上市高鷲町鮎立1012 　永野建設 72-5376

郡上市高鷲町鮎立2112-1 　丸八建設（株） 72-0018
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郡上市美並町上田1218-3 （株）マルフジ 79-2056

郡上市美並町山田1522-1 　郡上設備　美並営業所 79-3950

郡上市美並町白山1538-2 　山勢工業 79-2193

郡上市美並町白山1588-4 ㈱美並電気商会 79-2067

郡上市明宝大谷822 　奥美濃建設㈱ 87-2221

郡上市明宝大谷929 　大坪水道 87-2045

郡上市明宝奥住3234 　山口設備 87-2517

郡上市明宝小川1266 　マルヨシ設備 87-2722

郡上市和良町下洞765 （有）マルト産業 77-2005

郡上市和良町安郷野479-32 　藤村管工 77-2536

美濃市1335 （株）山口工務店 0575-33-3131

美濃市保木脇32-1 　大沢ポンプ店 0575-33-2055

美濃市安毛383-5 （株）渡辺建設 0575-33-1075

美濃市常盤町1789-1 （有）光秀工業 0575-35-3434

美濃市2642-27 上村設備 0575-33-3170

美濃市生櫛657-5 （株）山中工務店 0575-33-1510

美濃市極楽寺729-1 美濃設備（株） 0575-33-0537

美濃市蕨生3173-6 　後藤水道（株） 0575-34-0586

関市小野1154-1 （有）兼松管工 0575-29-0090

関市貸上町32 （株）上田水道工業所 0575-22-5632

関市池尻1253 （有）マエノ設備 0575-22-8230

関市中之保3668-1 （有）西部設備 0575-49-3036

関市美和町3番地 （有）荘加工業 0575-25-0341

関市東町1丁目5-2 （有）波多野設備 0575-22-6765

関市市平賀79-13 （株）中島水道工業 0575-22-5344

関市本町4丁目7 （株）長沼水道工業所 0575-22-0205

関市倉知4418-1 （有）シンエイ設備 0575-22-4817

関市倉知3027-1 　三和住宅設備（株） 0575-24-0885

関市山田815-5 　井川水道設備 0575-28-2832

関市下白金47-4 （株）堀内工業 0575-28-2880

関市下白金135-1 　山田設備工業 0575-28-5975

関市下之保1481 　(株) ヤマムラ 0575-49-2345

下呂市金山町東沓部3311 （株）伊田屋 0576-35-2211

下呂市金山町祖師野203-9 （有）マルヨシ 0576-35-2136

下呂市金山町中切1504 　中野設備 0576-32-2697

下呂市金山町中切2322-1 イワタニ東海（株）金山営業所 0576-32-2172

下呂市少ヶ野641-1 　今井設備工業（株） 0576-25-2811

下呂市萩原町山之口3314 （有）林管工事 0576-54-1955

下呂市萩原町宮田1832-5 （有）村上設備 0576-55-0678

下呂市馬瀬中切1402 (有)馬瀬水道 0576-47-2607

高山市荘川町牧戸104-1 (有)森下商会 05769-2-2106

高山市荘川町野々俣575  (有)奥美濃設備 05769-2-2460

高山市新宮町1557-2 （株）大洞水道 0577-34-0399

岐阜市六条大溝4丁目6-6 （有）日比清工業 058-275-3887

岐阜市鏡島3053-10 　栄商会 058-253-4721

岐阜市安食字志良古26-140 （株）オネステック 058-235-7933

岐阜市東改田字再勝58-12 （株）ナインズ 058-234-3280

岐阜市石原1丁目119-2 中部浄化サービス 058-229-3957

岐阜市岩崎3丁目2-6 （株）桐山 058-236-1030

岐阜市池ノ上町３丁目23 　北川工業（株） 058-231-9074

山県市梅原2902-5 （株）三建エンジニアリング 0581-22-6331

各務原市大野町4-72 （株）長谷川設備 058-383-8735
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各務原市那加西野町208 （株）藤吉設備 058-389-3815

各務原市各務おがせ町8-57-1 （有）上林管工 058-370-1951

各務原市鵜沼羽場町１丁目172-1 　石田水道（株） 058-384-0312

美濃加茂市下米田町西脇546 （有）米田住宅設備 0574-25-5146

美濃加茂市本郷町９丁目5-5 （株）井戸設備工業 0574-26-1966

美濃加茂市加茂野町加茂野191-1 （株）和泉 0574-28-5411

可児市今2280-2 （株）東濃設備 0574-65-4673

加茂郡白川町河岐720 （株）冨士屋商店 0574-72-1090

土岐市土岐口北町3-10 （株）三戸建設 0572-55-2675

中津川市付知町6250-1 ㈱ワタル水道 0573-83-1036

羽島郡岐南町若宮地２丁目94 （有）一原設備 058-247-5340

羽島郡岐南町平島3-64 （有）ハヤカワ 058-247-6807

瑞穂市牛牧458-1 （有）ヤトウ設備 058-327-8536

愛知県一宮市伝法寺2丁目12-9 株式会社エネテクエンジニアリング 0586-75-5711

愛知県一宮市奥町字宮東65-7 愛知リビルド株式会社 0586-61-6550

愛知県一宮市昭和2丁目14-6 株式会社ユテック 0586-46-6481
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