
令和３年１１月１５日現在

指定業者の名称 指定業者の所在地 営業所又は店舗の所在地 電話番号

㈱せこ住研 度会郡玉城町蚊野２６３３番地 0596-58-2570

吉田産業㈱ 度会郡玉城町長更３９０番地 0596-58-3170

㈲ディープラザ伊勢 伊勢市小俣町明野５６８番地３ 0596-37-6575

高口水道㈲ 度会郡玉城町佐田１１５番地１ 0596-58-3403

南和建設㈱ 度会郡南伊勢町五ケ所浦１０６９番地 0599-66-1417

㈲玉幸住設 度会郡玉城町佐田７０７番地 0596-58-3331

ユタカ設備 伊勢市村松町１３８９番地４３ 0596-37-1971

㈲マツヤマ環水 度会郡玉城町小社曽根２２４７番地 0596-58-2276

㈱佑成産業 度会郡玉城町日向１８３番地３ 0596-58-6716

㈲世古林業 度会郡度会町麻加江７８２番地１ 0596-64-0211

㈲玉城電機工事 度会郡玉城町佐田３０６番地 0596-58-3439

㈲辻村水道 伊勢市御薗町高向２３８４番地 0596‐24‐6710

㈲竜川組 度会郡玉城町田宮寺２４６番地２ 0596-25-7369

広辻設備 伊勢市御薗町王中島１９番地２ 0596-24-6627

㈱永井組 度会郡玉城町岩出８９６番地 0596-58-3233

㈲松本水道 松阪市早馬瀬町１８８番地 0598-28-2824

㈲藤本建設 伊勢市一宇田町３０２番地 0596-25-7692

大盛設備 伊勢市西豊浜町１９１１番地 0596-37-3672

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

㈱山野建設 伊勢市浦口４丁目１番１１号 0596-22-3188

中部建設㈱ 度会郡南伊勢町東宮３９５番地 0596-72-0725

住宅産業㈱ 伊勢市桜木町１１６番地１２７ 0596-23-2300

梅田水道 松阪市幸生町５２５番地２３ 0598-51-9699

伊勢市清掃㈱ 伊勢市通町６０５番地 度会郡玉城町上田辺６７３番地２ 0596-22-4141

㈲光産業 松阪市高須町２８７０番地 0598-50-0785

北徳住設 伊勢市小俣町元町９８４番地 0596-24-7377

㈲尾崎水道 度会郡度会町當津２１９番地 0596-62-1418

ムラキ設備 度会郡玉城町宮古１４１４番地４ 0596-58-5758

辻岡工業 松阪市嬉野黒野町１４４ 0598-42-6948

㈱大伸管工 松阪市外五曲町１１６番地６ 0598-23-5856

㈱西邦建設 伊勢市下野町６００番地１３ 0596-36-3054

大和設備 伊勢市小俣町湯田１０５４番地７ 0596-24-7025

㈲都壱コンストラクション 松阪市久保町１８５５番地６６８ 0598-67-7688

㈲幸田工務店 伊勢市船江４丁目４番４号 0596‐24‐6433

ドショウ配管 津市香良洲町２００３番地６ 059-292-2282
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㈲杉村設備 度会郡大紀町崎２４３２番地２ 0598-74-1866

宮田管工設備 松阪市久保町１８４９番地７１ 090-3309-4141

㈱創美社 伊勢市小木町６３４番地１ 0596-36-2285

中野水道 伊勢市鹿海町３４３３番地７１ 0596-67-5709

三洋テクノ㈱ 伊勢市御薗町長屋１３５１番地１ 0596-20-7676

㈱北川組　伊勢支店 伊勢市船江２丁目４番２７号 0596-28-3105

刀根設備工業 伊勢市辻久留１丁目１２番１４号 0596-63-8118

㈱ナカムラ設備工業 多気郡明和町明星５９１番地５ 0596-65-6506

木村水道 志摩市阿児町鵜方１０６５番地１７６ 0599-46-1465

㈱近藤建設 伊勢市上地町３６０４番地１ 0596-28-0245

ＡＺＵＳＡ 度会郡玉城町上田辺６３３番地 0596-58-4258

辻住宅設備 多気郡多気町片野８１番地２０６ 0598-49-2050

マツヅキ業務店 伊勢市宮町２丁目２番６号 0596-28-2294

小林住設 松阪市久保町１１７８番地８ 0598-20-2032

カワカミ建備 松阪市船江町４６９番地２ 0598-67-2805

杉山設備(株) 伊勢市宮川１丁目１３番１２号 0596-28-5052

㈱カド 伊勢市小俣町宮前２９７番地 0596-24-0161

㈲ヒラマツ 伊勢市通町７６番地１ 0596-21-5200

小川住設 鈴鹿市白子町１６８９番地３ 059-388-3534

ツボヤ設備 志摩市阿児町国府３６６５番地４５ 0599-47-3805

藤田設備 津市納所町２６７番地 059-227-2929

大島設備 松阪市稲木町１１６４番地 0598-28-5566

モリデ設備　　 多気郡多気町笠木３２番地２ 0598-39-3168

㈱坂口設備 度会郡玉城町下田辺１０７５番地 0596-58-3302

㈲宮柴水工 志摩市浜島町桧山路５７１番地 0599-53-2212

㈱津設備 津市久居一色町４４１番地８ 059-252-3013

れんげメンテナンス㈱ 伊勢市神社港４１８番地９ 伊勢市御薗町新開５０７番地２ 0596-31-1551

㈲長谷川アロー設備 松阪市豊原町１０２３番地７ 0598-28-3341

向井設備 多気郡明和町斎宮３６３９番地 0596-52-0071

黒部水道工業所 松阪市西黒部町３８３番地１ 0598-51-5629

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

㈱喜田設備工業 鈴鹿市寺家町１４９９番地３ 059-389-6001

世古口水道 多気郡明和町大淀５２３番地 0596-55-4387

㈱トリプルエム 松阪市駅部田町４００番地１ 0598-22-2082

ジュイールハウジング㈱ 多気郡明和町大字大淀２１９８番地１ 0596-55-8558
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ヤナギ設備 志摩市浜島町桧山路４７５番地 0599-53-1851

㈲タケスイ設備 四日市市大字茂福２８２番地２ 059-361-5535

松葉設備工業㈱ 松阪市乙部町２８７番地１ 0598-59-1381

ササキ設備 津市美里町家所８番地１２４ 059-279-4160

花井水工 鳥羽市浦村町２５１番地 0599-32-5501

坂本工業 伊勢市浦口４丁目１１番１７号 ハイライフ上田　１０１号室 090-1624-6651

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

小俣設備工業 伊勢市小俣町明野４９６番地６ 0596-37-6013

㈱西園建設 松阪市嬉野津屋城町７６１番地１ 0598-42-2688

㈲みずポリス三重 松阪市中道町５０５番地１ 0598-56-9655

㈱ＮＢＣ 伊勢市辻久留町５３７番地２ 0596-63-5375

㈱松尾住設 四日市市尾平町２９４３番地７ 059-331-1669

マルイチ設備 度会郡玉城町岡出８８番地 090-6085-2274

(有)プラスワン 度会郡玉城町蚊野２０６３番地８９ 0596-58-6272

㈲羽田野設備 伊勢市村松町１３５６番地１２ 0596-37-3959

㈲村田水道工業所 松阪市豊原町５５２番地２ 0598-28-2260

㈱羽根工業 多気郡明和町大字明星２８８１番地７ 0596-53-1115

磯部工業㈱ 伊勢市小俣町新村３３１番地 0596‐28‐7272

(有)東倉鉄工所 伊勢市二見町茶屋２５７番地２ 0596-43-2177

本田設備 津市安濃町太田１６６４番地６２ 059-268-1050

南島設備㈲ 度会郡南伊勢町河内５０９番地 0596-76-0100

広島屋文化設備店 志摩市大王町波切３３１３番地１１ 0599-72-3647

中村水道 松阪市上川町４１９番地 0598-29-3450

㈲トップ設備工業 伊勢市小俣町湯田１１１１番地 0596-27-0118

㈱ノムラ 伊勢市辻久留1丁目１１番５号 0596-28-6617

㈲中森建設 度会郡玉城町妙法寺５８８番地 0596-58-2378

中川設備 多気郡明和町大字上村９０番地５４ 0596-52-2104

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

(株)平井組 多気郡明和町大字有爾中１４３６番地３ 0596-52-5678

（株）モリ京 志摩市阿児町鵜方２００９番地１ 0599-43-0051

㈲来人産業 松阪市若葉町４８０番地１ 0598-50-0787

(株)オーテック 多気郡明和町大字大淀乙６４８番地２ 0596-63-7167

㈱エヌケイケイ三重本店 津市庄田町２３５５番地１ 059-254-3311

㈱鳴川工業 津市神戸１８８７番地 059-223-7353

村田設備 松阪市駅部田町１４７３番地１ 0598-26-2065
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㈱大健建設 伊勢市宇治浦田１丁目１０番３３号 0596-22-0278

アサヒ設備　　 伊勢市東豊浜町３６６６番地 0596-37-1791

前田設備　　 伊勢市下野町２５７番地２ 0596-36-6416

橋爪建材㈱　　 伊勢市小俣町明野１７２０番地１ 0596‐24‐0151

㈲三重パイピング工業 松阪市石津町２７番地７ 0598-51-5067

風口建設㈲　　 度会郡玉城町長更４２３番地 0596-58-2607

江藤設備 伊勢市二見町荘１７９３番地１ 0596-64-8780

㈱桜井組　　 度会郡玉城町佐田２４１番地の２ 0596-58-3067

㈲安立水道　　 志摩市磯部町穴川１１００番地２ 0599-55-0628

浜口土木㈱　　 伊勢市村松町３９９０番地 0596-37-2236

三重農事㈲　　 度会郡玉城町田丸１６３番地４ 0596‐58‐3160

㈱中浦土木　　 度会郡玉城町佐田１４３６番地 0596-58-4762

㈱角建設　　 度会郡玉城町矢野９４６番地 伊勢市小俣町２３３８番地５ 0596-22-2403

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

㈲フルイチ設備　　 津市芸濃町椋本１８６０番地３ 059-265-2145

ホリモト設備 多気郡大台町江馬７３番地３ 0598-76-1690

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

中水㈱　　 伊勢市下野町６５３番地１７ 0596-31-0515

㈲西和建設　　 度会郡玉城町勝田３２５４番地 0596‐58‐7585

㈱エーエス設備工業　　 伊勢市通町４２番地１ 0596-27-0110

㈱神都　　 伊勢市八日市場町１４番地２２ 0596‐23‐1005

㈱サンシン 伊勢市田尻町４４１番地１ 0596‐31‐1311

㈱岩建工業 伊勢市朝熊町２４３０番地１ 0596-23-2655

伊勢設備　　 伊勢市通町１７８番地２ 0596‐28‐9560

㈲しんよう土建　　 度会郡玉城町佐田１２０６番地２ 0596-58-7770

今井設備 伊勢市宮町２丁目４番７号 0596-34-0818

㈲都設備　　 度会郡玉城町勝田３０８６番地１ 0596-58-0002

㈲岡村水道　　 伊勢市二俣１丁目３番１４号 0596-28-3476

㈱森組　　 伊勢市円座町１００５番地 度会郡玉城町野篠２１２番地 0596-39-1122

㈲小掠設備 多気郡大台町薗１２８９番地３ 0598-76-0091

永井設備　　 度会郡玉城町妙法寺６１３番地６ 0596‐58‐4916

㈲松井総業 多気郡明和町大字斎宮４５６０番地４ 0596-53-1555

㈱シモオカ設備　　 伊勢市古市町２番地３ 0596-24-1334

㈱三重管工 多気郡明和町大字大淀乙７４４番地 0598-67-0325

㈱原田組　　 伊勢市大湊町２６４番地１５８ 0596-36-3317
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菱田建材㈱ 伊勢市中須町８７４番地３ 0596‐25‐1212

㈲六助　　 志摩市大王町波切１２７２番地１ 0599-72-1609

伊勢米穀企業組合　　 伊勢市河崎１丁目９番２４号 玉城町勝田５５０８番地２ 0596‐25‐4158

㈱丸吉建工　　 度会郡玉城町佐田２４５番地１ 0596‐58‐3118

㈱設備ナカガワ 松阪市船江町５８４番地１９ 0598-26-1819

南設備 松阪市飯南町有間野１３１０番地１ 0598-32-5132

㈲西尾管設備　　 伊勢市小俣町明野５７６番地３ 0596-37-4783

㈲大阪屋水道　　 松阪市東黒部町１６７８番地１ 0598-59-1122

㈲ユニティー 伊勢市鹿海町６２９番地 0596‐22‐5232

カドヤ設備　　 伊勢市上地町１４０７番地４ 0596-23-3410

㈱中建 松阪市上川町２２７８番地１ 0598-61-0066

永和管工設備 松阪市垣鼻町１０７８番地 0598-51-6191

岡新水道工事所　　 伊勢市倭町２２６番地 0596-28-3068

㈲松本プロパン管工　　 伊勢市小俣町本町２１４番地 0596‐22‐6540

㈱丸宗土建　　 伊勢市黒瀬町９１７番地１６３ 0596-24-2528

佐々木製作所　　 伊勢市小俣町元町１７１６番地１ 0596‐22‐3370

㈲秋無建設　　 伊勢市上地町１５３３番地１ 度会郡玉城町蚊野２３５４番地６ 0596-24-8664

長野設備工業 伊勢市大倉町１５５３番地８８ 0596-27-6099

中部日化サービス㈱　三重支店 津市桜橋一丁目６８２番地 059-228-1367

㈱乾設備 松阪市垣鼻町７０３番地１ 0598-31-3927

管誠機工㈱ 松阪市小津町４５９番地３ 0598-31-3557

タニグチ設備工業 伊勢市大湊町６番地４４ 0596-67-7153
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