知多市指定給水装置工事事業者一覧（県内）
市町村

東海市

常滑市

大府市

事 業 者 名

所

在

地

電 話 番 号

上野ガス㈱

東海市荒尾町向前田６０－１

052-604-2771

㈱中部管工設備

東海市富木島町中屋敷５４

052-604-2019

㈱日東土木

東海市中央町５丁目２４

052-603-2501

㈲中央住宅設備

東海市大田町天尾崎３３－５

0562-32-4311

㈱中村土木建設

東海市大田町松崎３３１－１

0562-32-4902

東福㈱

東海市加木屋町留木４－１

0562-34-5600

東福瓦斯興業㈱

東海市加木屋町大清水５５８

0562-34-9118

㈱板倉設備

東海市養父町里中９－１

0562-33-2383

㈲愛地エンジニアリング

東海市高横須賀町五丁目１１４

0562-33-8518

東福ガス住設㈲

東海市加木屋町大清水５５８

0562-34-5276

(有)金星リビングシステム

東海市富木島町新道才１２７－２

052-601-2158

山清水道

常滑市久米字東郷１１９

0569-42-3566

㈲丸孝管工

常滑市金山字石田３２

0569-42-2361

富士管工

常滑市保示町４丁目８７

0569-34-2416

㈲サンポウライフ

常滑市北条４丁目７５

0569-34-8667

㈲知多ホーム

常滑市新開町３丁目３０（村上ビル３階）

0569-34-8187

ＯＵＥ

常滑市本郷町３丁目２８３

0569-43-7708

㈲菅野設備工業

常滑市蒲池町５丁目１０－１

0569-43-8332

㈲輝水工業

常滑市小倉町８丁目５８

0569-42-5143

㈲早川ポンプ店

常滑市大野町２丁目２２０

0569-42-0575

㈱桶 槽

常滑市大野町９丁目１１２番地

0569-42-1322

茶山設備工業

常滑市字萱刈口７番地９

0569-22-9990

㈲松田工務店

常滑市苅屋町六丁目９６番地

0569-34-7661

㈱光栄設備

大府市横根町箕手１４６番地の１４

0562-48-3344

㈲巧

大府市北山町４丁目１５２－１０２

0562-57-5730
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半田市

東浦町

阿久比町

南知多町
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コスモ水道設備㈲

半田市横川町２丁目６７

0569-28-6057

ダイエー設備

半田市大高町３丁目１０１－２６

0569-28-5890

㈲トービックス

半田市亀崎町４丁目１９３

0569-29-2267

㈱知多土木

半田市瑞穂町８丁目７－８

0569-31-0024

㈱サカエ水道設備

半田市東郷町３丁目１６－１

0569-47-7831

松川設備工業㈱

半田市協和町２丁目１１５

0569-21-5087

本部住宅機器㈱

半田市宮本町３丁目２１１－１１

0569-21-7294

㈲片桐浴槽店

半田市宮本町３丁目２０８－１

0569-23-6280

大日設備工事㈱

半田市桐ヶ丘５丁目１０２－１５

0569-21-6169

㈱富士総合設備事務所

半田市平井町３丁目１８－１

0569-27-7898

知多設備㈱

半田市彦洲町１丁目２２８の３

0569-22-1199

㈱ケイズプランビング

半田市天神町６８番地の１

0569-27-6940

㈲高増設備工業

半田市大高町３丁目５番地

0569-29-1698

㈱神谷設備

半田市中午町１０７番地の７

0569-47-8581

日星設備株式会社

半田市南大矢知町三丁目１０１番地の２１

0569-28-4141

早川水道㈱

半田市瑞穂町１０丁目１５番地の６

0563-23-2429

水野設備

東浦町大字森岡字祖母懐６－８

0562-84-0485

中川設備工業㈱

東浦町大字緒川字西釜池５－１５

0562-34-9232

㈲セイワ設備工業

東浦町大字生路字西畑１３－１

0562-84-4807

㈲山本水道設備

阿久比町大字板山字比沙田５８番地１

0569-48-0797

㈱マルヤマ

阿久比町大字草木字伯父ヶ脇５

0569-48-0927

㈱伊波設備

知多郡阿久比町大字宮津字西森下７－３

0569-48-4302

㈲竹本設備

南知多町大字豊丘字大深１３５

0569-65-0648
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双伸工業㈱

名古屋市中川区横前町８１

052-412-4221

㈲中川メンテナンスサービス

名古屋市港区須成町１－１

052-652-2401

㈱大安設備

名古屋市港区高木町３丁目３３－２

052-382-2857

真野工業㈱

名古屋市熱田区波寄町２－２７

052-884-3111

ＤＡＩＳＵＩ ㈱

名古屋市熱田区古新町２丁目９１

052-681-2718

㈱レクト名古屋支店

名古屋市熱田区八番１丁目４－１１

052-684-9325

中衛工業㈱

名古屋市南区鶴里町３丁目１１

052-811-8111

㈲鈴木設備工業所

名古屋市南区三条二丁目１１－２

052-691-7301

名古屋市南区大磯通４丁目１９－１

052-823-5131

㈱オーケテック

名古屋市北区清水三丁目１５－１８

052-325-3307

㈱名団

名古屋市北区神明町２１

052-912-8826

ＧＲＯＷＴＨ㈱

名古屋市守山区小幡太田１５-２０

052-797-9188

㈲富田設備

名古屋市守山区新守西２００３

052-791-4676

㈱愛知テクノス

名古屋市中区錦３丁目１０番１４号

052-211-7727

㈱三東

名古屋市千種区桜が丘２２６

052-782-2322

協立設備工業㈱

名古屋市千種区高見一丁目１８－９

052-751-2004

㈱前田工業

名古屋市千種区天満通二丁目８番地

052-721-5368

中部土木㈱

名古屋市名東区社台三丁目１２５

052-777-3311

㈱三学エンジニア

名古屋市名東区一社三丁目９７－１

052-782-2260

㈱トキワ設備工業所

名古屋市昭和区宮東町２１４

052-781-1626

㈲伊勢神工業

名古屋市瑞穂区内方町二丁目４４－２

052-841-5282

㈱フジコー

名古屋市瑞穂区洲山町１丁目５７－１

052-853-2717

野村工業㈱

名古屋市天白区原４丁目１５１７

052-802-6461

㈱日の宮工業

名古屋市中村区鈍池町２丁目３３－２

052-461-7423

ニッカホーム中部㈱

名古屋市緑区相原郷一丁目２６０９番地

052-899-3580

ノザキ㈱

名古屋市中川区富田町大字千音字字西福正３５５２番地

052-431-1351

(株)パイプマン名古屋

名古屋市港区六軒家１４３１番

052-398-5225

(株)エイト

名古屋市中川区横前町５８番地

052-462-9950

(株)Good performance

名古屋市港区小碓２－１７６

052-355-8316

(株)アズクリエイティブ

名古屋市千種区内山三丁目３１番２０号今池NMビル４階

052-734-3683

(株)レックスコーポレーション

名古屋市瑞穂区中山町三丁目１３番地

052-841-1382

刈谷市

中央ﾌﾟﾗﾝﾃｯｸ㈱

刈谷市野田町馬池３－１８

0566-23-5731

知立市

㈱大成設備工業

知立市宝町塩掻３５

0566-82-2556

西尾市

㈱アイラス

西尾市寺部町田中６８－１

0563-62-3379

三菱電機システムサービス㈱

名古屋市
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㈲青山住宅設備

豊明市二村台一丁目２８－２５

0562-92-4147

山田設備

豊明市前後町仙人塚１７６０－３９

0562-93-4473

㈱シンセイ工業

日進市三本木町廻間１１１－４７

0561-65-3850

ロイヤルホームセンター㈱長久手店

長久手市横道４１－３１２

0120-00-6186

㈱山新設備

津島市唐臼町西島３３

0567-31-0427

善勝㈲

津島市元寺町二丁目４０

0567-22-5200

㈱菅原設備

津島市元寺町３－２１－２

0567-24-1743

㈱光設備

津島市神守町下町１３１－１

0467-31-7662

(株)ニシ井設備

愛知県津島市唐臼町東田面７０番地１

0567-31-3346

小牧市

㈱ヤママ住設

小牧市大字東田中字南新田1600番1

0568-77-6985

愛西市

津島興業㈱

愛西市勝幡町五俵入２２５６

0567-28-1111

あま市

㈲まるば工業白退社

あま市七宝町遠島大切戸１４８４－６

052-442-7820

蟹江町

㈲岡田工業

蟹江町学戸４丁目６

0567-95-8683

㈱タマサエンジニア

岡崎市美合町字入込５９－２

0564-57-8970

㈱畔柳組

岡崎市羽根町字中田５－１１

0564-51-4405

㈱金沢設備

一宮市木曽川町小牧字渡瀬２４番地

0586-86-4048

(株)オーケーホーム

一宮市萩原町花井方字郷前４６番地２

0586-82-4370

豊明市
日進市
長久手市

津島市

岡崎市

一宮市

事 業 者 名

所

在

