◇多可町指定給水装置工事事業者◇
工事事業者
中区
あ 青山設備工業
ｱｼﾀﾞ家電
石塚電建(株)
伊藤設備工業
稲川電気商会
有限会社 遠藤ﾎﾟﾝﾌﾟ店
か ｶﾐ電化ｼｮｯﾌﾟ
桑村建設(株)
後藤設備
(有)近藤設備工業所
さ 定本電設
三協
白川電機商会
(有)世光商会
た 高田電通工業(株)
(有)高山設備
(株)竹内ｶﾞｽ水道工事
(株)鐵ﾃﾞﾝｷ
ﾃﾚ･ｼｮｯﾌﾟﾏﾂﾀﾞ
な 中町電業(株)
(有)中町ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ藤本商店
は 長谷川建設(株)
長谷川工務店
(株)林本興業
(有)藤田電気水道工事
藤本電機(株)
ま 丸岡設備
宮崎電器
宮崎電工
加美区
あ 総合建設 ADACHI
石塚住設
(株)ｲﾏﾅｶ
上田ﾃﾞﾝｷ
(株)小幡産業
か (有)加美商会
北島産業
こてらでんき
ことぶき電設

所在地
多可町中区安坂426
多可町中区糀屋240-1
多可町中区中村町115-3
多可町中区門前196-1
多可町中区東安田658-3
多可町中区岸上122-3
多可町中区中安田3-7
多可町中区糀屋168-2
多可町中区森本372
多可町中区中村町451
多可町中区坂本16
多可町中区中安田18-1
多可町中区坂本119-2
多可町中区糀屋63-1
多可町中区中村町275-1
多可町中区安楽田700-8
多可町中区東山552
多可町中区中村町271
多可町中区中村町103-2
多可町中区中村町23
多可町中区奥中970-36
多可町中区森本175
多可町中区森本424-1
多可町中区奥中971-21
多可町中区鍛冶屋429
多可町中区曽我井885
多可町中区牧野547-1
多可町中区鍛冶屋574
多可町中区森本557
多可町加美区清水477
多可町加美区山野部619
多可町加美区箸荷554
多可町加美区観音寺36-1
多可町加美区的場444-4
多可町加美区門村554-2
多可町加美区熊野部191-1
多可町加美区寺内98-7
多可町加美区西山112

電話番号
0795-32-1168
0795-32-1058
0795-32-2248
0795-32-1206
0795-32-1457
0795-32-0314
0795-32-1740
0795-32-1680
0795-32-1960
0795-32-2694
0795-32-3090
0795-32-0316
0795-32-0670
0795-32-0367
0795-32-0292
0795-32-0313
0795-32-0340
0795-32-2255
0795-32-3191
0795-32-2245
0795-32-0545
0795-32-1305
0795-32-0757
0795-32-2962
0795-32-0728
0795-32-0369
0795-32-3389
0795-32-0008
0795-32-1007
0795-36-0881
0795-35-1107
0795-36-0068
0795-36-0801
0795-35-0297
0795-36-0332
0795-35-1105
0795-35-1212
0795-36-1135

加美区

さ
た
な

は

ま
や
八千代区

あ

か

た
な
は

や

工事事業者
白川ﾌﾞﾛｯｸ建設
(有)徳岡興産
とくﾃﾞﾝｷ
仁尾左官工芸
仁尾左官店
西口設備
畑中電器
(株)ﾊﾞﾝﾃｯｸ
藤原電気店
細田鉄工所
溝垣水道設備
宮 設備
山口電設
(株)ﾖｼｶﾜ
市位電気
(有)伊藤電気商会
(株)岩田組
ｵｼﾊﾞ電機商会
川上電気商会
河崎電器
京立建材(有)
(株)古来造園土木
(株)近藤設備
土田電機
寺尾建設
(有)中村電機商会
Nashopくさわけ
藤井設備
藤田石油(株)
宮崎電機設備
みやよし電機水道
山本電機

所在地
多可町加美区多田60-1
多可町加美区西脇532
多可町加美区豊部438-10
多可町加美区豊部427-2
多可町加美区大袋136-1
多可町加美区杉原9
多可町加美区丹治494
多可町加美区豊部1676
多可町加美区門村90-1
多可町加美区熊野部254-1
多可町加美区棚釜167
多可町加美区豊部581-1
多可町加美区門村309
多可町加美区熊野部244-1
多可町八千代区中村201
多可町八千代区中野間130-1
多可町八千代区大屋689
多可町八千代区下野間843
多可町八千代区下三原163
多可町八千代区門田58
多可町八千代区下野間894
多可町八千代区下野間865-1
多可町八千代区門田167
多可町八千代区大屋769-1
多可町八千代区中野間769
多可町八千代区中野間312-2
多可町八千代区下野間642
多可町八千代区下村156
多可町八千代区下野間920-1
多可町八千代区下野間123
多可町八千代区仕出原5-34
多可町八千代区下村235

電話番号
0795-35-0241
0795-35-1131
0795-35-0833
0795-35-0494
0795-36-0166
0795-36-1160
0795-36-0105
0795-20-1216
0795-36-0077
0795-35-0142
0795-35-0459
0795-35-1673
0795-36-0207
0795-35-0100
0795-37-1839
0795-37-1168
0795-37-0271
0795-37-1211
0795-37-0480
0795-37-0278
0795-37-0171
0795-37-0085
0795-37-0772
0795-37-1192
0795-37-0424
0795-37-0264
0795-37-0368
0795-37-1592
0795-37-1108
0795-37-0685
0795-37-1939
0795-37-0135

◇多可町指定給水装置工事事業者◇
工事事業者
西脇市
あ (株)ｱｻｵ
(株)旭商会
旭設備(株)
(株)ｱﾙﾌｧ
(有)生田電機設備
ｲｽﾞｲ設備
内橋管工
(株)ｳﾉ
Mﾃﾞﾝｷ
(有)ｵｵﾔﾏ
(有)岡井建材店
(有)岡井設備
ｵｶﾓﾄ電気(株)
小田設備工業
か 片岡電機
金本設備
(株)環境工学研究所
(有)木下工務店
(有)ｺｳﾀｹ設備工業
寿建設(株)
小林設備
さ 笹倉ﾃﾞﾝｷ
(有)三和
西部電建(株)
た (株)竹内工業所
(株)ﾀｹべ
玉田設備
(有)でんきのきよせ
(株)藤和ﾎｰﾑ
(有)ﾄｵﾉ
な (有)長井水道工業
(株)西山建設
(有)西脇燃料
は 長谷川電設
ﾊﾘﾏ
播丹実業(株)
(有)藤本商店

所在地
西脇市黒田庄町前坂1078
西脇市上野356
西脇市和布町190-29
西脇市野村町884
西脇市上比延町472
西脇市日野町17
西脇市和布町56
西脇市西田町261-1
西脇市坂本119-2
西脇市黒田庄町大門93
西脇市黒田庄町喜多1521-3
西脇市黒田庄町岡553
西脇市高松町467
西脇市西脇181-1
西脇市下戸田475-2
西脇市野村町49-3
西脇市鹿野町1050-2
西脇市寺内169
西脇市黒田庄町西澤337
西脇市小坂町177-1
西脇市黒田庄町津万井309-1
西脇市羽安町88-3
西脇市黒田庄町黒田1599-44
西脇市西脇362
西脇市野村町113
西脇市上比延町889
西脇市大木町512
西脇市明楽寺489-1
西脇市和田町564-167
西脇市黒田庄町前坂1189
西脇市野村町275
西脇市和田町587-12
西脇市上野426
西脇市水尾町62-1
西脇市上戸田55-1
西脇市堀町320-7
西脇市和布町269-9

電話番号
0795-28-2621
0795-22-6787
0795-22-2305
0795-23-7708
0795-22-0396
0795-22-1061
0795-23-0123
0795-22-1261
0795-22-1916
0795-28-3102
0795-28-4828
0795-28-4580
0795-22-9212
0795-22-3250
0795-22-5231
0795-22-7293
0795-23-3599
0795-22-0826
0795-28-3888
0795-22-2986
0795-28-5078
0795-22-3941
0795-28-4300
0795-22-2451
0795-22-2594
0795-23-3187
0795-23-0361
0795-27-0314
0795-23-3041
0795-25-5510
0795-22-2316
0795-22-3536
0795-22-6320
0795-27-0436
0795-22-2456
0795-22-3596
0795-22-3850

西脇市

ま

や

工事事業者
松尾電機
(有)ﾑｶｲﾔﾏ
村上工業(株)
森脇昇建設
山上建材店
ﾖｼｶﾜ電工

所在地
西脇市上比延町243-186
西脇市郷瀬町33
西脇市和田町634-185
西脇市黒田庄町黒田710
西脇市大野233
西脇市上比延町243-170

西脇市
電話番号
0795-23-3186
0795-24-1528
0795-22-7304
0795-28-4366
0795-22-5484
0795-23-4919

◇多可町下水道排水設備指定工事店◇
指定工事店
所在地
加西市 (有)阿部設備
加西市西野々町203-3
甘中設備工業
加西市笹倉町247-22
ｲｲﾀﾞｾﾂﾋﾞ(株)
加西市西谷町512
ｲｹﾀﾞ電工(株)
加西市河内町516-1
(有)上田住設
加西市若井町2614-1
(有)内橋電気
加西市別所町258-1
(株)後藤工務店
加西市繁昌町2352
(株)ﾀﾞｲｾﾝ
加西市段下町60-13
(有)ﾃﾞﾙﾀﾜｰｸ
加西市三口町944-1
渡備建設
加西市中山町304
橋爪電機(株)
加西市中野町1635-5
(有)ﾌｸｴｲﾊｳｽ
加西市福居町11
(株)森本工業所
加西市和泉町702-1
(有)ﾗｲｽﾞｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
加西市段下町45-1
丹波市 青垣設備
丹波市青垣町口塩久266-6
(株)ｱｼﾀﾞ
丹波市山南町草部480-2
(有)あしもく
丹波市柏原町母坪331-1
(株)足立住設
丹波市青垣町佐治8-2
(株)天川屋
丹波市山南町和田205
岩井工業所
丹波市氷上町石生1909-2
ｵｰｹｲ電設(株)
丹波市氷上町賀茂81
大前水道(株)
丹波市山南町草部218
大政設備
丹波市氷上町西中479
(株)加賀山商店
丹波市柏原町柏原3249
ｶﾈﾆ住建(株)
丹波市山南町谷川164-1
(株)近畿興産
丹波市氷上町谷村1461-2
光丸商会
丹波市山南町大谷98
(株)佐治水道商会
丹波市青垣町小倉729
山本喜久(山栄設備)
丹波市氷上町石生462-6
氷上ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ(株)
丹波市氷上町氷上566
藤平設備工業
丹波市氷上町成松53
(株)細見水道
丹波市春日町上三井庄229
本庄設備
丹波市氷上町上新庄494
前田建設(株)
丹波市山南町池谷108
(株)ﾒﾝﾃﾅﾝｽ近畿
丹波市氷上町朝阪788
(株)森津工務店
丹波市山南町小野尻334-1
山下ﾀｲﾙ水道工事店
丹波市山南町山崎44-9
(株)ﾔﾏﾓﾄ
丹波市春日町七日市613

県内
電話番号
0790-45-0039
0790-44-0814
0790-42-3241
0790-45-0008
0790-44-0397
0790-44-0369
0790-49-1484
0790-48-2063
0790-48-3058
0790-46-0339
0790-49-0109
0790-43-1589
0790-45-0058
0790-48-2771
0795-87-1317
0795-76-0483
0795-70-1031
0795-87-1120
0795-76-0082
0795-82-6301
0795-82-3750
0795-76-1441
0795-80-1007
0795-72-1073
0795-77-1717
0795-82-5319
0795-77-1229
0795-87-0439
0795-82-6042
0795-82-4053
0795-82-1344
0795-75-0093
0795-82-2751
0795-77-0168
0795-82-3509
0795-76-0020
0795-77-0374
0795-74-0241

指定工事店
丹波市 山本設備工業
加東市 ｱｸｱﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)
(有)ｳﾉ
ｶｲﾄ水研
梶原電器
共栄住宅設備工業(株)
蔵前商事(株)
上月設備工業(株)
(株)西部
西部住建(株)
宝水道
(株)ﾆｼﾔﾏ設備
広田住設
Fujii Technical Service
正井設備
(有)ﾏｯｸｽﾌﾘｰ商事
神河町 (有)城谷電気設備
森本住宅設備(株)
福崎町 藤澤工業(株)
朝来市 高見設備(株)
篠山市 (有)多紀水工
(株)松住設備
三田市 (株)穴口電気商会
(株)ｺﾀﾆ住研
小野市 (株)上野設備工業
岡田水道(株)
小林設備工業(有)
(株)近都水道
藤井設備工業(株)
三輪設備
川西市 (有)二木水道工業
高砂市 (株)嶋谷
(株)豊設備商会
三木市 ｻﾝｽｲ設備工業
秀宝設備
設備ｻｰﾋﾞｽ
丸善工業
加古川市 （株）上野設備

所在地
丹波市氷上町常薬888-8
加東市山国2019-47
加東市社245-2
加東市久米474-1
加東市北野153
加東市下滝野220
加東市河高2467
加東市社1511-2
加東市吉井705-4
加東市高岡718-1
加東市牧野19
加東市天神281
加東市出水900-3
加東市岩谷125-3
加東市上滝野152-10
加東市木梨896-1
神崎郡神河町八千種2954-1
神崎郡神河町福本43-4
神崎郡福崎町西田原1946-1
朝来市山東町矢名瀬町845
篠山市古市61
篠山市東吹345-1
三田市相生町27番8号
三田市南が丘1丁目40-34
小野市下大部町956-2
小野市本町1丁目70-17
小野市河合西町238
小野市中町126-1
小野市敷地町1382
小野市久保木町218
川西市出在家町1-31
高砂市美保里8-3
高砂市曽根町484-2
三木市鳥町169-3
三木市別所町石野541
三木市跡部265-1
三木市さつき台1丁目3-8
加古川市尾上町養田511-1

県内
電話番号
0795-71-1302
0795-42-4444
0795-42-1021
0795-44-1216
0795-48-2887
0795-48-2375
0795-48-3168
0795-42-0059
0795-46-0046
0795-48-5500
0795-42-6163
0795-47-1237
0795-42-1705
0765-46-1026
0795-45-9708
0795-42-7074
0790-22-5457
0790-32-0328
0790-22-5597
079-676-3975
079-595-0537
079-594-0175
0795-62-4733
0795-63-2761
0794-63-3648
0794-63-2688
0794-66-2355
0794-63-6161
090-8981-3071
0794-62-4193
0727-57-3738
0794-42-8890
0794-47-6771
0794-82-8526
0794-83-4556
0794-86-6663
0794-89-0888
079-425-6644

◇多可町下水道排水設備指定工事店◇
指定工事店
所在地
加古川市 (株)SIC
加古川市加古川町備後335
加古水設工業
加古川市八幡町中西条1077-2
小林設備(株)
加古川市東神吉町天下原36-1
(有)住設工業
加古川市加古川町稲屋53-2
(株)ﾀﾙｲ
加古川市神吉町西村324-5
ﾂｼﾞﾓﾄ水設
加古川市志方町大宗282-2
(株)日産設備
加古川市野口町水足515-3
ﾍﾞﾈｯｾ水設(有)
加古川市上荘町都台2-3-5
前川建設(株)
加古川市野口町良野335
大和設計工房(株)
加古川市加古川町木村字流田712-4
関山設備
加古川市東神吉町西井ノ口229-24
尼崎市 (株)大城工業所
尼崎市小中島2丁目6番10号
(有)ｺﾞﾄｳﾊｳｼﾞﾝｸﾞ
尼崎市立花町3-32-23
姫路市 (有)ｱｯﾌﾟﾙﾘﾌｫｰﾑ
姫路市広畑区東新町3-131
井岡設備工業
姫路市神子岡前1丁目11-8
一成設備
姫路市香寺町田野352
金平水設工業
姫路市青山1丁目31-3
(有)かねひら水道設備 姫路市広畑区西蒲田255-2
金山水道土木
姫路市広畑区蒲田1丁目61
岸本木材(株)
姫路市網干区興浜字西沖2108
下山設備
姫路市夢前町山之内甲270-1
(有)伸心住設
姫路市野里14-8
第一設備管理(株)
姫路市飾磨区構1-148
ﾃﾗﾏｴ設備工業(株)
姫路市香寺町田野825-1
ﾄﾗｽﾄﾎｰﾑ
姫路市中地465-1
ﾊﾘﾏ設備工業(株)
姫路市網干区大江島101
播水設備興業(株)
姫路市南条2丁目50
安田水道工業所
姫路市広畑区本町2-14
神戸市 小谷設備工業(株)
神戸市北区鈴蘭台南町7-13-1
幸設備工業
神戸市北区大沢町市原8-3
新日本空調(株)
神戸市中央区明石町32
(株)水設
神戸市西区長畑町16-6
竹内建設工業(株)
神戸市西区長畑町9-14
(有)松岡組
神戸市櫨谷町寺西1242-693
(株)南工務店
神戸市兵庫区永沢町2の3-11

県内
電話番号
079-423-0358
079-439-2291
0794-32-3295
079-454-5081
079-432-0061
0794-52-3677
0794-24-3981
0794-28-1641
0794-21-3281
0794-21-0358
079-439-4407
06-6491-2842
06-6422-4700
0792-36-0951
0792-95-9139
079-232-5610
0792-67-0080
0792-37-9392
079-236-4665
0792-73-3632
079-338-0013
0792-84-7800
0792-34-0969
0792-32-7171
0792-76-4971
0792-73-0025
079-284-2827
0792-39-6161
078-591-1715
078-950-7060
078-332-1125
078-925-5991
078-925-1416
078-997-1422
078-575-7538

所在地
京都府福知山市荒河9-50
京都府福知山市字今安小字向野1589
京都府福知山市厚中町7
大阪府
大阪府大阪市浪速区敷津東3-7-10
東京都 三菱電機ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ(株) 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号
神奈川県 (株)ｸﾗｼｱﾝ
神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1
広島県広島市中区上八丁堀８番８号第１ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F
広島県 (株)ｱｸｱﾗｲﾝ
京都府

指定工事店
ﾎｿﾐ設備
正木工業
丸天設備工業(株)
(株)ｲｰｽﾏｲﾙ

県外
電話番号
0773-23-2860
0795-70-3305
0773-22-6388
06-6631-7449
03-5431-7750
0120-500-500
082-502-6644

