
令和2年7月 現在（50音順）

業者名 住所 電話番号

㈲アイエス設備工業 桑名市多度町多度1264番地1 (0594)48 - 7611

朝明工務店 川越町大字北福崎101番地2 (059)364 - 6099 

㈲池弥屋 三重郡菰野町大字杉谷2328番地321 (059)399 - 3555 

市川設備 桑名市多度町多度2丁目15番地4 (0594)48 - 6366 

市原工業㈱ 桑名市西汰上字弥平田2216番地 (0594)23 - 8052 

㈱イトウ 四日市市小杉新町167番地 (059)332 - 9357 

伊藤管機工業㈱ 四日市市海山道町3丁目928番地の1 (059)345 - 1351 

㈱伊藤水道建設 桑名市大字小貝須2100番地 (0594)23 - 2367 

㈲位田水道 菰野町大字竹成2597番地の7 (059)396 - 0523 

㈲永禄 四日市市東日野町355番1 059-322-5861

㈱エヌ・ピー・シー 川越町大字豊田一色353番地1 (059)365 - 7100 

㈱近江建設 三重県津市河芸町東千里533番地の1 059-245-3588

㈱大島水道 桑名市大字江場118番地8 0594-41-2425

オカヤマ設備 四日市市別名二丁目11番35号 059-333-3290

㈲加藤設備管工 四日市市広永町70番地3 (059)366 - 2545 

兼子設備 川越町大字豊田1010番地2 (059)365 - 5575 

㈱川瀬水道土木工事 いなべ市北勢町阿下喜１０９７番地の５ （0594）72-2103

㈲カワムラ建設 川越町大字高松181番地 (059)365 - 2755 

㈱カンワ 菰野町大字小島440番地11 (059)396-2681

菊池重機建設㈱ 川越町大字亀崎新田52番地12 (059)364 - 2131 

㈲紀州興業 四日市市生桑町830番地1 059-331-7850

共和水道㈱ 桑名市大字小貝須481番地 (0594)21 - 3841

栗原設備工業㈲ 鈴鹿市石薬師町571番地の75 (059)374 - 0222 

桑名水道工業㈱ 桑名市大字蓮花寺536番地 (0594)22 - 8620

㈲桑名設備 桑名市長島町横満蔵346番地5 (0594)45 - 1092 

㈱コスモ 桑名市大字播磨字岸西下2545番地 (0594)22 - 2211 

㈱後藤水道 桑名市大字星川９６１番地の１ （0594）31-1248

㈱後藤パイピング 桑名市大字稗田787番地4 (0594)22 - 1513 

駒田水道㈱ 川越町大字南福崎285番地 (059)365 - 5026 

佐藤配管㈱ 桑名市長島町出口377番地 ディスカバリーⅠ202 0567-24-4825

山水設備工業㈱ 四日市市笹川九丁目10番地の17 059-321-6327

サンライズ 鈴鹿市下大久保町1820-2 (059)374 - 4331

清水建設左官工業 鈴鹿市十宮2丁目4番16号 (059)382 - 0070 

㈱シモオカ設備 三重県伊勢市古市町２番地３ 0596-24-1334

新成テック㈱ 桑名市大字桑部577番地2 0594-23-8770

新陽工業㈱ 三重県四日市市大字塩浜4101番地の5 059-346-0705

㈱スイセイ設備工業 桑名市大字小貝須312番地の7 (0594)21 - 0356 

水貝水道設備 いなべ市北勢町麻生田3251番地1 (0594)72 - 5371

㈲成治水道 鈴鹿市平田2丁目5番７号 (059)378 - 3294 

㈾そあにえ水道工事店 鈴鹿市林崎町1066-1 (059)383 - 3857

第一建設㈱ 川越町大字南福崎90番地 (059)364 - 7000 

川越町排水設備工事指定業者排水
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大誠管工 菰野町大字菰野1477番地8 (059)394 - 6721

㈱タオカ設備 桑名市多度町多度853番地 (0594)49 - 2712

㈲高崎工務店 川越町大字豊田340番地1 (059)365 - 6509 

㈱高芝組 四日市市河原田町472番地の1 (059)347 - 2841 

㈲竹内設備工業 三重県四日市市日永西４丁目１７番２６号 059-329-6993

㈲タケスイ設備 四日市市大字茂福282番地2 (059)361 - 5535 

中央環境総設㈱ 四日市市生桑町486番地 (059)330 - 6265

㈱ツカサ 四日市市日永5丁目12番17号 (059)346 - 7722 

㈱津設備 津市久居一色町４４１番地８ （059）252-3013

㈲土井商店 四日市市水沢町２５６８番地の２ 059-329-3188

トチオ機器設備㈱ 桑名市伊賀町65番地の5 (0594)22 - 2918

長島建設 朝日町大字埋縄1195番地8 (059)377 - 4534 

㈱中村組 四日市市あかつき台2丁目1番地の192 (059)337 - 2222 

中村設備工業㈱ 桑名市大字江場字中野700番地の1 (0594)22 - 4819 

㈲丹和設備 桑名市福地252番地の1 (0594)24 - 4375 

早川設備工業㈱ 四日市市松寺2丁目4番31号 (059)363 - 1188 

㈲ハヤシ水道設備 いなべ市藤原町大貝戸680番地1 (0594)46 - 3640

秀SHOW株式会社 桑名市多度町南之郷２番地 080-1552-4139

㈲平濱 川越町大字当新田324番地1 (059)329-  5502

株式会社ふくた 川越町大字高松695番地 (059)365 - 9407 

㈲藤田水道 いなべ市大安町南金井899番地 (0594)77 - 0402 

㈱藤正建設 四日市市大矢知町557番地7 (059)366 - 0183 

㈲ブルー設備 四日市市川島町１６番地１ 059-322-4737

㈲前川工業 三重郡菰野町大字宿野78番地 (059)394 - 1623 

㈱増川配管設備 津市河芸町千里ヶ丘38番地の7 (059)245 - 3330 

㈲マスダ重工 三重県三重郡菰野町大字榊890番地88 059-325-3080

㈲松井設備 四日市市日永西1丁目7番1号 (059)322 - 2657

松岡建設㈱ 川越町大字亀崎新田51番地1 (059)365 - 2171 

㈲松岡燃工 三重県三重郡菰野町大字竹成1949-2 059-396-0270

㈱松尾住設 四日市市尾平町2943番地7 (059)331 - 1669 

㈲松林設備 四日市市中川原1丁目12番2号 (059)353 - 3345 

丸成工業㈲ 四日市市芝田2丁目4番22号 (059)354 - 9800 

三愛岐㈱ 員弁郡東員町大字大木3981 (0594)76 - 0550 

三重温水設備 鈴鹿市南若松町403-31 (059)324 - 7721

㈱三重水道センタ－ 四日市市大字羽津4636番地2 (059)364 - 0299 

㈱三重物産 桑名市大字大福394番地 (0594)21 - 3476 

美富士建設㈱ 四日市市下之宮町225番地の1 (059)364 - 1700 

㈲幸工業 四日市市大字羽津4528番地 (059)332 - 7050 

㈲ミヨシ住建 鈴鹿市岸岡町3096番地の8 (059)386 - 8909 

㈲明和住宅設備 四日市市松寺1丁目6-22 (059)365 - 9092 

明和設備工業㈱ 四日市市山分町469番地1 (059)363 - 7676
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森川設備工業 三重郡川越町大字豊田４９９番地１０ （059）365-0257

㈱矢野組 朝日町大字小向736番地 (059)377 - 2636 

㈲ヤマコウ 四日市市下海老町381番地8 (059)326 - 5478

㈱山新設備 四日市市西浦二丁目3番12号 (059)357 - 3882

㈱ヤマダ設備工業 四日市市南富田町4番36号 (059)364 - 2937 

㈲幸設備工業　松阪営業所 松阪市五主町1234番地39 0598-56-9119

養三興業㈱ 川越町大字南福崎311番地4 (059)364 - 4311 

㈲ワタナベ住設 (059)377 - 2180 
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