
指定事業者名 指定事業者の所在地 電話番号

岡田設備工業 三重県伊勢市浦口４丁目９－２１ 0596-29-4700

中水㈱ 三重県伊勢市下野町６５３番地１７ 0596-31-0515

㈱山信工業 三重県伊勢市田尻町４４１番地１ 0596-31-1311

丸貞工業㈱ 三重県志摩市志摩町和具７８４番地１ 05998-5-0001

前田設備 三重県伊勢市下野町２５７番地２ 0596-36-6416

高口水道㈲ 三重県度会郡玉城町佐田１１５番地１ 0596-58-3403

㈲玉幸住設 三重県度会郡玉城町佐田７０７番地 0596-58-3331

㈲マツヤマ環水 三重県度会郡玉城町小社曽根２２４７番地 0596-58-2276

㈱丸吉建工 三重県度会郡玉城町佐田２４５番地１ 0596-58-3118

三重農事㈲ 三重県度会郡玉城町田丸１６３番地４ 0596-58-3160

㈱前田組 三重県伊勢市宇治浦田３－１７－３４ 0596-25-8525

㈱神都 三重県伊勢市八日市場町１４番２２号 0596-23-1005

杉山設備㈱ 三重県伊勢市宮川１丁目１３番１２号 0596-28-5052

㈲トップ設備工業 三重県伊勢市小俣町湯田５７７番地 0596-27-0118

㈲白髭商店 三重県度会郡南伊勢町３８３３番地 05996-6-0161

大和設備 三重県伊勢市小俣町湯田１０５４番地７ 0596-24-7025

松阪水道㈲ 三重県松阪市垣鼻町１０９２番地の４７ 0598-51-4848

㈲川口設備工業所 三重県松阪市東町５９３番地の１ 0598-52-4656

タナカ住宅設備 三重県松阪市三雲町曽原３３６－１１ 059856-3980

㈲ナカヤ設備工業 三重県多気郡明和町大字新茶屋４２２ 0596-52-2577

南水道 三重県度会郡南伊勢町河内３６０－２ 05967-6-0896

㈲秋無建設 三重県伊勢市上地町１５３３番地１ 0596-24-8664

㈲辻井設備 三重県多気郡明和町竹川３９－３９ 0596-52-3090

㈲向洋設備工業 三重県多気郡明和町斎宮３６３９ 0596-52-0071

小松工業 三重県度会郡度会町下久具９７の２ 0596-62-1061

橋爪建材㈱ 三重県伊勢市小俣町明野１７２０－１ 0596-24-0151

㈲松本水道 三重県松阪市早馬瀬町１８８番地 0598-28-2824

ユタカ設備 三重県伊勢市村松町１３８９番地４３ 0596-37-1971

㈱野村水道工業所 三重県伊勢市辻久留１丁目１１－５ 0596-28-6617

テック設備 三重県多気郡多気町土羽６８０－７ 0598-37-2814
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㈱銅勝 三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区長島５２７番地の２ 05974-7-1533

㈲ユニティーオオニシ 三重県伊勢市船江４丁目１６番８号 0596-22-5232

大盛設備 三重県伊勢市西豊浜町１９１１ 0596-37-3672

㈱岩建工業 三重県伊勢市朝熊町２４３０番地１ 0596-23-2655

㈲ホーム・トラスト 三重県松阪市久保町１８５５番地１２７７ 0598-60-2550

出口設備 三重県志摩市志摩町越賀２０５－１ 05998-5-4526

㈲尾崎水道 三重県度会郡度会町當津２１９ 0596-62-1418

かじ守 三重県度会郡度会町棚橋３９８－１ 0596-62-0075

高橋水道ポンプ店 三重県伊勢市一之木３丁目７－１０ 0596-28-4519

㈲都 設備 三重県度会郡玉城町勝田３０８６番地１ 0596-58-0002

三重浄化槽サービス 三重県度会郡玉城町上田辺６７３－２ 0596-58-7855

中野水道 三重県伊勢市鹿海町３４３３番地７１ 0596-67-5709

㈲羽田野設備 三重県伊勢市村松町１３５６－１２ 0596-37-3959

㈲中部エンジニアリング 三重県伊勢市柏町８番地１ 0596-37-4719

㈱中央設備 三重県伊勢市桜木町１１６番地５５ 0596-27-0787

セイワ設備工業 三重県伊勢市御薗町王中島４３６－３ 0596-36-1218

大喜多設備 三重県松阪市垣鼻町１２６８ 0598-23-1800

永井設備 三重県度会郡玉城町妙法寺６１３－６ 0596-58-4916

フジタ電化住設 三重県度会郡玉城町妙法寺６２３－１ 0596-58-5160

㈲大初 三重県伊勢市宮後３丁目９番１２号 0596-25-2919

吉田産業㈱ 三重県度会郡玉城町長更３９０番地 0596-58-3170

㈲玉城電機工事 三重県度会郡玉城町佐田３０５番地１ 0596-58-3439

㈲鳥羽配管設備 三重県鳥羽市屋内町４番７号 0599-26-2269

㈱エーエス設備工業 三重県伊勢市通町４２番地１ 0596-27-0110

㈱桜井組 三重県度会郡玉城町佐田２４１番地２ 0596-58-3067

㈱中浦土木 三重県度会郡玉城町佐田１４３６ 0596-58-4762

㈲安立水道 三重県志摩市磯部町穴川１１００番地２ 05995-5-0628

㈲フルイチ設備 三重県安芸郡芸濃町椋本１８６０番地３ 059-265-2145

三重コープ産業㈱ 三重県津市一身田中野２７５番地の１ 059-230-3330

㈱谷口建設 三重県度会郡南伊勢町切原１０３－１ 05996-6-0115
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松田水道㈲ 三重県松阪市殿町１３４４番地１９ 0598-25-2555

㈲つち工房 三重県度会郡玉城町勝田３２３９－１２ 0596-58-8702

㈲長谷川アロー設備 三重県松阪市豊原町１０２３番地７ 0598-28-3341

㈱不二商土地建設 名古屋市昭和区安田通１－２－７ 052-762-5171

㈲出口組 三重県伊勢市小俣町宮前２５４番地１ 0596-22-4327

南島設備㈲ 三重県度会郡南伊勢町河内５０９番地 0596-76-0100

蔵前設備 三重県松阪市西之庄町１１０－２２ 0598-21-2309

㈱羽根工業 三重県多気郡明和町明星２８８１－７ 0596-53-1115

中村水道 三重県松阪市上川町４１９ 0598-29-3450

㈲西尾管設備 三重県伊勢市小俣町明野５７６番地３ 0596-37-4783

㈱角建設 三重県度会郡玉城町矢野９４６ 0596-58-2061

㈱南勢設備 三重県伊勢市船江２丁目１４番９号 0596-28-7889

㈲長島設備 三重県多気郡明和町大字中村１０８９番地 0596-55-3827

㈱せこ住研 三重県度会郡玉城町蚊野２６３３番地 0596-58-2570

㈱ハギワラ 三重県松阪市嬉野町大字下之庄２３７番地１ 0598-42-1005

㈲岡村水道 三重県伊勢市二俣１丁目３番１４号 0596-28-3476

㈲アクアライフ 三重県伊勢市神薗町６８２番地３ 0596-39-8000

㈲みずポリス三重 三重県松阪市中道町５０５番地１ 0598-56-9655

岡新水道工事所 三重県伊勢市倭町２２６ 0596-28-3068

㈱シモオカ設備 三重県伊勢市古市町２番地３ 0596-24-1334

中西憲治 三重県度会郡玉城町下田辺６２０ 0596-58-3524

マエダクリーン管工業㈲ 三重県松阪市高町１２０番地２ 0598‐31‐2969

㈲平井設備 三重県多気郡明和町大字佐田３９２番地 0596-52-5678

伊勢設備 三重県伊勢市黒瀬町１９４３－１６ 0596-28-9560

磯部工業㈱ 三重県伊勢市小俣町新村３３１番地 0596-28-7272

㈲宮柴水工 三重県志摩市浜島町桧山路５７１番地 0599-53-2212

㈲辻村水道 三重県伊勢市御薗町２３８４番地 0596-24-6710

㈲大山設備工業 三重県多気郡明和町大淀乙６７８番地 0596-55-4081

㈱コンドウ電器 三重県度会郡玉城町佐田１０８５番地７ 0596-58-2972

㈱森組 三重県伊勢市円座町１００５番地 0596-39-1122
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㈲松本プロパン管工 三重県伊勢市小俣町本町２１４番地 0596-22-6540

㈱伊勢志摩産業 三重県伊勢市村松町１３６８番地１３ 0596-37-5666

カドヤ設備 三重県伊勢市中島２丁目４－７ 0596-23-3410

㈲松阪管工業 三重県松阪市上川町３４６１番地の６２ 0598-28-7433

㈲松井総業 三重県多気郡明和町大字斎宮４５６０番地４ 0596-52-2213

中部建設㈱ 三重県度会郡南伊勢町東宮３９５番地 0596-72-0725

㈲六助 三重県志摩市大王町波切１２７２番地１ 0599-72-1609

御薗管工設備 三重県伊勢市御薗町高向４９番地２ 0596-24-7233

広辻設備 三重県伊勢市御薗町王中島１９番地２ 0596-24-6627

㈱第一水道工業所 三重県松阪市西町２８３番地 0598-21-6317

中部日化ｻｰﾋﾞｽ㈱　三重支店 三重県津市桜橋一丁目６８２番地 059-228-1367

向原水道㈱ 三重県志摩市磯部町恵利原１０９０番地の１ 0599-55-0016

㈲大進ハウジング 三重県鳥羽市大明西町１１番１号 0599-26-3258

ＹＭ産業 三重県松阪市猟師町３４４－６ 0598-51-0445

ブヘヤ 三重県多気郡明和町北藤原２７７番地 0596-55-2509

㈲村田水道工業所 三重県松阪市豊原町５５２番地の２ 0598-28-2260

㈲笠井水道ポンプ店 三重県伊勢市宇治浦田２丁目６番１５号 0596-28-2804

㈱泰成 三重県松阪市飯高町宮前２３９番地の１ 0598-46-1636

長野設備工業 三重県伊勢市大倉町１５５３－８８ 0596-27-5370

伊勢米穀企業組合 三重県伊勢市河崎１－９－２４ 0596-25-4157

創基産業㈲ 三重県松阪市川井町４７９番地２ 0598-21-6834

㈲サークル 三重県松阪市大河内町１１１９－３ 0598-36-0838

風口建設㈲ 三重県度会郡玉城町長更４２３番地 0596-58-2607

北徳住設 三重県伊勢市小俣町元町９８４番地 0596-24-7377

吉村工業㈱ 三重県津市垂水６２９番地 059-234-7521

中川設備 三重県多気郡明和町上村９０番地５４ 0596-52-2104

幹建設 三重県松阪市西之庄４５番地２ 0598-23-1077

㈲幸設備工業　松阪営業所 三重県松阪市五主町１２３４番地３９ 0598-56-9119

小林住設 三重県松阪市久保町１１７８番地８ 0598-20-2032

㈲都壱コンストラクション 三重県松阪市久保町１８５５番地６６８ 0598-20-0777
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㈱トリプルエム 三重県松阪市駅部田町４００番地１ 0598-22-2082

辻田管工 三重県伊勢市東豊浜町１１７６ 0596-37-4955

㈱モリ京 三重県志摩市阿児町鵜方２００９番地１ 0599-43-0051

梅田水道 三重県松阪市幸生町５２５番地２３ 0598-51-9699

キマタ設備工業 三重県松阪市豊原町１０８５番地１０ 0598-28-6006

小山水道土木工業所 三重県多気郡多気町片野１０５３番地 0598-49-2759

㈱永井組 三重県度会郡玉城町岩出８９６番地 0596-58-3233

山本水道 三重県度会郡度会町駒ヶ野７６３番地２ 0596-65-0511

㈱下村屋 三重県多気郡大台町佐原４７４番地１ 0598-82-1069

㈲竹内設備工業 三重県四日市市日永西４丁目１７番２６号 059329-6993

㈱クラシアン　三重営業所 三重県鈴鹿市阿古曽町１－１６ 059-367-1161

青木商会 三重県伊勢市中村町月見ヶ丘２９８－１ 0596-24-7064

アサヒ設備 三重県伊勢市東豊浜町３６６６番地 0596-37-1791

東豊水道 三重県伊勢市東豊浜町１６９８番地２ 0596-37-5373

㈲明和設備工業 三重県多気郡明和町新茶屋字丸岡２６８番地 0596-52-6006

松葉設備 三重県松阪市牛草町１２７ 0598-59-1381

山田清掃㈲ 三重県伊勢市常盤１丁目６－２０ 0596-24-3115

㈱中建 三重県松阪市上川町２２７８番地１ 0598-61-0066

前橋設備工業㈱ 三重県志摩市磯部町恵利原１１６６番地１ 0599-55-1122

㈲光産業 三重県松阪市高須町２８７０番地 0598-50-0785

南設備 三重県松阪市飯南町有間野１３１０番地１ 0598-32-5132

㈲タケスイ設備 三重県四日市市大字茂福２８２番地２ 059-361-5535

㈲杉村設備 三重県度会郡大紀町崎２４３２番地２ 0598-74-1866

㈱佑成産業 三重県度会郡玉城町日向１８３番地３ 0596-58-6716

㈲竜川組 三重県度会郡玉城町田宮寺２４６番地２ 0596-25-7369

大島設備 三重県松阪市稲木町１１６４番地 0598-28-5566

㈲小掠設備 三重県多気郡大台町薗１２８９番地３ 0598-76-0091

㈲三重パイピング工業 三重県松阪市石津町２７番地３ 0598-51-5067

丸十建設㈲ 三重県松阪市高須町３４９４番地 0598-51-3271

西村配管㈱ 三重県志摩市阿児町神明１４９９番地９ 0599-43-5204
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㈲中広建設 三重県伊勢市有滝町２１９３番地２ 0596-37-1228

永和管工設備 三重県松阪市垣鼻町１０７８番地 0598-51-6191

㈱山下 三重県度会郡度会町南中村９２２番地 0596-65-0101

㈱西山組 三重県伊勢市宮後２丁目１２番３４号 0596-28-2527

辻岡工業 三重県松阪市嬉野黒野町１４４番地 0598-42-6948

ムラキ設備 三重県度会郡玉城町宮古１４１４番地４ 0596-58-5758

木村水道 三重県志摩市阿児町鵜方１０６５番地１７６ 0599-46-1465

栗原左官 三重県度会郡南伊勢町船越７７３番地 0599-66-1489

刀根設備工業 三重県伊勢市辻久留１丁目１２番１４号 0596-28-5389

㈱ナカムラ設備工業 三重県多気郡明和町明星５９１番地５ 0596-65-6506

上野設備 三重県伊勢市上野町９７６番地３ 0596-39-0676

㈱近藤建設 三重県伊勢市上地町３６０４番地１ 0596-28-0245

辻住宅設備 三重県多気郡多気町片野８１番地２０６ 0598-49-2050

世古口水道 三重県多気郡明和町大淀５２３番地 0596-55-4387

花井水工 三重県鳥羽市浦村町２５１番地 0599-32-5501

喜田設備工業 三重県鈴鹿市寺家町１４９９番地３ 059-389-6001

ヤナギ設備 三重県志摩市浜島町桧山路４７５番地 0599-53-1851

ササキ設備 三重県津市美里町家所８番地１２４ 059-279-4160

黒部水道工業所 三重県松阪市西黒部町３８３番地１ 0598-51-5629

㈱津設備 三重県津市久居一色町４４１番地８ 059-252-3013

㈱坂口設備 三重県度会郡玉城町下田辺１０７５番地 0596-58-3302

広島屋文化設備店 三重県志摩市大王町波切１０５５番地 0599-72-3647

阪口管工業 三重県松阪市外五曲町１１６番地６ 0598-23-5856

Ｊｕｔｅｃ　ＩＮＡＢＡ 三重県津市久居元町１９６１番地１ 059-255-7273

本田設備 三重県津市安濃町太田１６６４番地６２ 059-268-1050

江藤設備 三重県伊勢市二見町荘１７９３番地１ 0596-64-8780

森設備 三重県伊勢市大湊町１６５番地１ 0596-36-3976

設備ナカガワ 三重県松阪市船江町５８４番地１９ 0598-26-1819

㈱イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東３丁目７番１０号 06-6631-7449

㈱三重管工 三重県多気郡明和町大淀乙７４４番地 0596-55-2190

6 ※掲載は指定番号順



指定事業者名 指定事業者の所在地 電話番号

玉城町水道事業指定給水装置工事事業者一覧表

平成３０年４月１日現在

乾設備 三重県松阪市大黒田町１４６１番地　レジデンス善１０８ 0598-31-3927

㈱ＷａｔｅｒＰｒｏ水坊主 三重県津市垂水２０１０番地４４ 059-227-5241

坂本工業 三重県志摩市磯部町築地５８２番地 0599-55-1500

7 ※掲載は指定番号順


