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指定工事店名

ふりがな

所在地

令和３年７月

TEL

水道工事
不可業者

アイアールジー株式会社

あいあーるじー

姫路市四郷町中鈴113番地11

079-251-2222

アイ・エイチ・オー設備

あいえいちおーせつび

高砂市荒井町日之出町1番36号

079-439-7079

株式会社アイエム工業

あいえむこうぎょう

加古川市尾上町口里606番地

079-456-4605 高.播

青木組株式会社

あおきぐみ

加古川市野口町坂元647番地

079-426-4096

株式会社青山商会

あおやましょうかい

姫路市青山五丁目10番1号

079-266-2157 高

赤間設備

あかませつび

加古川市東神吉町砂部124番地の17

079-432-3879

赤松機器工業株式会社

あかまつききこうぎょう

加古郡稲美町加古3943番地

079-492-0019

秋田木材

あきたもくざい

加古川市八幡町宗佐320番地

079-438-0108

秋山建築

あきやまけんちく

加古川市志方町西中285番地

079-452-5200 高

アクアテック有限会社

あくあてっく

高砂市曽根町878番地

079-448-9080 高.稲.播

有限会社アクエス

あくえす

神戸市西区小山一丁目8番12号

078-920-1789 高

朝比奈興産株式会社

あさひなこうさん

明石市二見町東二見1457番地の4

078-942-2666 高.播

歩信栄建設株式会社

あゆみしんえいけんせつ

加古川市野口町水足1473番地の2

079-426-6666

嵐設備

あらしせつび

加古川市東神吉町西井ノ口867番地の7

079-433-1357

イイダセツビ株式会社

いいだせつび

加西市西谷町512番地

0790-42-3241

池元設備

いけもとせつび

加古川市加古川町木村734番地の3

079-423-7128 高.播

石井水道商会

いしいすいどうしょうかい

三木市細川町金屋169番地の3

0794-86-2484

株式会社石川工務店

いしかわこうむてん

加古郡稲美町加古382番地の66

079-492-3220 播

市木工業

いちきこうぎょう

姫路市飾磨区玉地48番地の7

079-228-0171 高

株式会社イワクニ

いわくに

姫路市刀出134番地4

079-266-7901 高.播

株式会社ウエスイ設備

うえすいせつび

姫路市網干区興浜1344番地の4

079-272-3819 高

株式会社上野設備

うえのせつび

加古川市尾上町養田209番地の7

079-425-6644

ウォータースプラッシュ

うぉーたーすぷらっしゅ

加古川市米田町平津102番地の4

079-451-6175

ウォーターワークス・イヌイ

うぉーたーわーくす・いぬい

加古川市平岡町一色西一丁目35番地

079-430-2882

有限会社ウッズ

うっず

加古川市別府町新野辺2502番地

079-436-9818 高.播

宇都宮建設株式会社

うつのみやけんせつ

宝塚市栄町二丁目1番2号

0797-84-0715 ※

栄和設備

えいわせつび

加古川市加古川町稲屋302番地の2

079-490-5820

株式会社 Ｓ Ｉ Ｃ

えすあいしー

加古川市加古川町備後296番地

079-423-0358 高.播

えな設備

えなせつび

加古川市野口町坂元北二丁目92番地

079-425-9025 高

Ｎ・Ａ電気工業所

えぬえいでんきこうぎょうしょ 加古川市神野町石守646番地の222

079-421-1509

Ｍ水道

えむすいどう

高砂市米田町米田850番の3

079-431-2665 高

エンヂ株式会社

えんぢ

加古川市東神吉町神吉1778番地の1の2

079-287-8090

大久保設備工業

おおくぼせつびこうぎょう

加古川市加古川町大野426番地の11

079-420-5299

株式会社大下水道設備商会

おおしたすいどうせつびしょうかい 姫路市広畑区西夢前台五丁目165番地

079-236-5872 高

大角建築

おおすみけんちく

加古川市加古川町美乃利695番地の1

079-425-1377 高.稲.播

太田設備工業

おおたせつびこうぎょう

加古川市加古川町木村430番地の3

079-426-6771

大西建設

おおにしけんせつ

加古川市野口町二屋88番地の1 ﾛﾜｲﾔﾙ東加古川
Ⅱ-415号

079-436-7370 高.稲

株式会社大西住設

おおにしじゅうせつ

加古川市野口町水足519番地の2

079-490-3440

大西水設

おおにしすいせつ

加古川市上荘町都染667番地の46

079-428-3600

株式会社大林

おおばやし

加古川市野口町長砂1164番地

079-423-4341 高.播

株式会社大林設備工業

おおばやしせつびこうぎょう

三木市別所町朝日ヶ丘35番地の26

0794-82-1447 播

株式会社岡﨑建設

おかざきけんせつ

加古川市加古川町粟津559番地の6

079-421-6390

奥村電機設備

おくむらでんきせつび

加古川市山手三丁目10番32号

079-438-7330

織田設備

おりたせつび

加古郡稲美町国安1丁目26番地

079-492-8861 稲

有限会社加古川設備

かこがわせつび

加古川市加古川町粟津687番地

079-421-7614 高

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です
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柏原建設株式会社

かしわらけんせつ

加西市東剣坂町581番地の2

0790-46-0621 高

株式会社片村建設

かたむらけんせつ

加古川市野口町野口557番地の7

079-423-0328 高 播

勝間設備株式会社

かつませつび

姫路市網干区浜田211番地の2

079-273-7705

株式会社金山水道土木

かなやますいどうどぼく

姫路市広畑区蒲田一丁目61番地

079-236-4665 高.播

株式会社金田設備工業

かねだせつびこうぎょう

明石市藤江1644番地の1

078-922-5406

有限会社かねひら水道設備

かねひらすいどうせつび

姫路市広畑区西蒲田269番地の1

079-237-9392 高.播

株式会社カルスードサービス

かるすーどさーびす

神戸市垂水区塩屋町3丁目9番2号

078-777-6817

有限会社河合設備

かわいせつび

三木市細川町金屋426番地の2

0794-83-8652

株式会社河内設備工業

かわちせつびこうぎょう

明石市二見町西二見757番地の1

078-942-0348 稲.播

川端設備

かわばたせつび

加古川市米田町平津157番地の22

079-434-5335 高.播

環境保全事業協同組合

かんきょうほぜんじぎょうきょうどうくみあい

神戸市中央区脇浜町三丁目7番14号 LINZﾋﾞﾙ4F

078-221-5465

株式会社環空社

かんくうしゃ

姫路市四郷町東阿保1225番地の1

079-285-3308 高

株式会社関工エンジニア

かんこうえんじにあ

加古川市野口町水足942番の1

079-422-4949 高

神水設備サービス

かんすいせつびさーびす

加古川市尾上町池田85番地の4

079-490-3288 高

株式会社喜多工業

きたこうぎょう

姫路市的形町的形1807番地の3

079-254-6544 高

北永建設

きたながけんせつ

加古川市別府町新野辺９６２番地の8

079-437-4906

株式会社北山鑿泉工業所

きたやまさくせんこうぎょうしょ 加古郡播磨町大中三丁目4番38号

079-437-8009 播

株式会社木村設備工業

きむらせつびこうぎょう

神戸市西区押部谷町押部488番地

078-994-7352

共泉設備

きょうせんせつび

加古川市山手三丁目17番地13号

079-438-6841

近畿建設株式会社

きんきけんせつ

加古川市東神吉町神吉1412番地の1

079-432-5293

近畿総合設備株式会社

きんきそうごうせつび

神戸市北区八多町吉尾318番地の1

078-907-5501 高

有限会社陸商会

くがしょうかい

神戸市垂水区霞ヶ丘七丁目9番1号

078-709-5691 ※

株式会社クラシアン

くらしあん

神戸市長田区大道通五丁目101番地15

078-642-3761

藏前商事株式会社

くらまえしょうじ

加東市河高2467番地

0795-48-3168

黒崎水道建設株式会社

くろさきすいどうけんせつ

加古川市加古川町木村118番地の3

079-423-6711 高.播

株式会社ＫＳランディングス

けいえすらんでぃんぐす

加古川市八幡町中西条1077番地の2

079-439-2291

ケイ・スタイル工房

けいすたいる

加古川市平岡町つつじ野2-1

079-456-7001 高

下庄工業所

けしょうこうぎょうしょ

姫路市広畑区則直152番地10

079-237-6340

株式会社建築工房ＺＥＲＯ

けんちくこうぼうぜろ

神戸市垂水区陸ノ町2番28号

078-224-5366 播

神戸洗管工業株式会社

こうべせんかんこうぎょう

神戸市兵庫区下沢通八丁目1番22号

078-577-5757

有限会社向陽設備機材

こうようせつびきざい

三木市本町一丁目4番43号

0794-86-9830 稲.播

弘和建設株式会社

こうわけんせつ

加古川市上荘町見土呂107番地

079-428-0397 高

コーメイ設備

こーめいせつび

加古川市加古川町中津627番地の5

079-424-1010

小谷設備工業株式会社

こたにせつびこうぎょう

神戸市北区鈴蘭台南町七丁目13番1号

078-591-1715

有限会社ゴトウハウジング

ごとうはうじんぐ

尼崎市立花町三丁目32番23号

06-6422-4700 高

小林設備

こばやしせつび

加古郡播磨町大中四丁目8番18号

079-436-6787 高.播

小林設備株式会社

こばやしせつび

加古川市東神吉町天下原36番地の1

079-432-3295 高.播

小林設備工業有限会社

こばやしせつびこうぎょう

小野市河合西町238番地

0794-66-2355

小松設備設計有限会社

こまつせつびせっけい

加古川市別府町新野辺北町八丁目5番地

079-451-8262 高.播

有限会社五洋設備

ごようせつび

姫路市書写2575番地の5

079-266-6700 高

株式会社斉藤工務店

さいとうこうむてん

加古川市西神吉町大国723番地の42

079-432-2218 高.稲

齊藤設備工業株式会社

さいとうせつびこうぎょう

加古川市八幡町宗佐66番地の1

079-438-1343 高.播

株式会社栄設備

さかえせつび

加古川市平岡町中野677番地の1

079-437-1700

櫻井商店

さくらいしょうてん

明石市大久保町大久保町452番地の5

078-936-0871 高

株式会社櫻井水設

さくらいすいせつ

加古川市米田町平津671番地の15

079-432-5911 高.播

桜井設備工業株式会社

さくらいせつびこうぎょう

加古川市神野町石守字下ノ岡417番地の6

079-424-5110 高.播

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です
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株式会社さくら住設

さくらじゅうせつ

加古川市上荘町国包434番地

079-439-2177

有限会社サコイ住建

さこいじゅうけん

加古川市加古川町粟津793番地の5

079-424-5930 高

株式会社澤田水道設備

さわだすいどうせつび

水道工事
不可業者

加古川市志方町上冨木791番地

079-452-1615

三神工業株式会社加古川営業所 さんしんこうぎょうかこがわ

加古川市西神吉町岸286番地

079-432-5986 高

三晴工業株式会社

さんせいこうぎょう

姫路市西庄217番地の1

079-297-0388 高

株式会社サンデン

さんでん

加古川市野口町野口129番地の94

079-425-1155 高.播

株式会社サンワ住研 野口営業所 さんわじゅうけん

加古川市野口町野口556番地の3

079-425-3030 播

有限会社三和テック

さんわてっく

姫路市広畑区東夢前台4丁目122番地

079-228-7566

株式会社シィメス

しぃめす

神戸市西区森友4丁目30

078-928-7878

有限会社ジェイ企画データ

じぇいきかくでーた

加古川市平岡町一色東二丁目22番 Ark一色A-1

079-441-1586 高.播

有限会社シオタニ

しおたに

高砂市梅井三丁目3番11-2号

079-448-6791 高

重成工業

しげなりこうぎょう

加古川市尾上町養田618番地

079-422-8785

株式会社嶋谷

しまたに

高砂市美保里8番3号

079-442-8890 高.播

株式会社清水設備

しみずせつび

神戸市灘区友田町三丁目3番1号

078-822-3333

シャインビュー設備サービス

しゃいんびゅーせつびさーびす 加古川市東神吉町西井ノ口644番地の5

079-433-1263 高.播

秀宝設備

しゅうほうせつび

三木市別所町石野541番地

0794-83-4556

首藤設備株式会社

しゅとうせつび

神戸市西区上新地1丁目16番地の13

078-967-7610

株式会社翔設備

しょうせつび

加古川市別府町別府６２９番地の1

079-497-7174 高

有限会社ショウメン

しょうめん

高砂市中筋五丁目1番17号

079-446-1333 ※

株式会社城見機工

しろみきこう

姫路市城見町71番地

079-223-0463 高

株式会社シン

しん

加古川市野口町北野1321番地の1

079-423-7809

新栄設備工業有限会社

しんえいせつびこうぎょう

姫路市花田町上原田52番地の10

079-253-4767 高

有限会社信和開発

しんわかいはつ

姫路市玉手620番地1

079-295-9987

水研工業株式会社

すいけんこうぎょう

西宮市田代町8番5号

0798-63-2345

株式会社水設

すいせつ

神戸市西区長畑町16番地の6

078-925-5991 高.播

水宝工業

すいほうこうぎょう

揖保郡太子町佐用岡935番地17

079-240-6222 高.播

株式会社水明堂

すいめいどう

姫路市北平野南の町15番46号

079-281-5091 高.播

杉本水道株式会社

すぎもとすいどう

加古川市野口町野口515番地の1

079-424-6372 高

鈴木設備

すずきせつび

加古川市野口町二屋33番地の5

079-422-1979 高

株式会社住まいる・アサヒ

すまいるあさひ

三木市志染町広野六丁目222番地の1

0794-85-0449 高.播

誠心興業株式会社

せいしんこうぎょう

加古川市志方町広尾264番地

079-452-1551

株式会社清和設備

せいわせつび

加古川市尾上町池田2043番地の1

079-422-1223 高

関山設備

せきやませつび

加古川市東神吉町西井ノ口229番地の24

079-439-4407 高

設備サービス

せつびさーびす

三木市跡部265-1

0794-86-6663

総建企画

そうけんきかく

加古川市別府町新野辺2232番地

079-435-6700

大栄工業株式会社

だいえいこうぎょう

加古川市八幡町宗佐1277番地の1

079-438-0075

第二設備工業

だいにせつびこうぎょう

加古川市加古川町溝之口186番地の2

079-422-4195 高.播

株式会社ダイヤ工業

だいやこうぎょう

神戸市西区福吉台二丁目25番地の20

078-967-0413 高.播

株式会社ダイユウ設備

だいゆうせつび

神戸市西区玉津町居住96番地の7

078-922-8218 高

太陽工業所

たいようこうぎょうしょ

明石市鳥羽二本松1421番地の5

078-928-2118

株式会社ダイワ

だいわ

姫路市大津区平松223番地

079-273-4126

株式会社ダイワ設備

だいわせつび

加古川市野口町良野592番地の1

079-424-8231 高

田岡企業株式会社

たおかきぎょう

神戸市西区伊川谷町潤和1724番地

078-974-1666 播

髙瀨設備工業株式会社

たかせせつびこうぎょう

たつの市揖保川町金剛山293番地2

0791-72-5526

高田建設工業

たかたけんせつこうぎょう

加古川市加古川町大野300番地の1

079-454-8727 高

髙橋設備

たかはしせつび

加古川市加古川町稲屋762番地の1

079-424-8416

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です
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指定工事店名

ふりがな

所在地

令和３年７月

TEL

水道工事
不可業者

高松興業株式会社

たかまつこうぎょう

加古川市平荘町山角135番の1

079-428-2333

株式会社髙見電化サービス

たかみでんかさーびす

加古川市上荘町薬栗66番地の2

079-428-2660

髙山水道

たかやますいどう

加古川市野口町水足1363番地

079-421-0413 高

多木化学株式会社

たきかがく

加古川市別府町緑町2番地

079-437-6003

株式会社田口建設

たぐちけんせつ

加古川市平荘町新中山34番地

079-428-1170 播

田口水道株式会社

たぐちすいどう

高砂市伊保一丁目4番30号

079-447-1171 高.播

竹内建設工業株式会社

たけうちけんせつこうぎょう

神戸市西区長畑町9番地の14

078-925-1416

株式会社武貞興業

たけさだこうぎょう

明石市大久保町大窪899番地の1

078-995-5000 播

たけなか設備企画

たけなかせつびきかく

加古郡播磨町南野添三丁目5番2-606号

079-435-9095

建部工業株式会社

たてべこうぎょう

加古川市別府町新野辺1274番地の1

079-435-1261 高.播

田中電機水道株式会社

たなかでんきすいどう

加古川市加古川町寺家町27番地の2

079-422-2617 播

株式会社谷商会

たにしょうかい

加古川市東神吉町神吉448番地の1

079-431-1015 高.播

株式会社タブキ工務店

たぶきこうむてん

加古郡播磨町北古田二丁目1番1号

079-435-3490 播

株式会社タルイ

たるい

加古川市西神吉町西村324番地の5

079-432-0061 高.播

丹生工業株式会社

たんじょうこうぎょう

神戸市兵庫区荒田町二丁目15番17号

078-521-2686

中播住宅設備株式会社

ちゅうばんじゅうたくせつび

姫路市御国野町御着317番地の4

079-252-0110 高

株式会社塚本陶器

つかもととうき

宍粟市山崎町山崎120番地

0790-62-156０ 高.稲.播

出口設備有限会社

でぐちせつび

加古郡稲美町和田340番地の3

079-492-8650 高.稲.播

有限会社デルタワーク

でるたわーく

加西市三口町944番地の1

0790-48-3058

土井建設株式会社

どいけんせつ

高砂市阿弥陀町北池27番地の1

079-446-8787 高.播

東播建築工藝株式会社

とうばんけんちくこうげい

加古川市野口町良野1524番地

079-427-0590 高.播

東播設備工業所

とうばんせつびこうぎょうしょ 加古川市平岡町土山1200番地6

078-942-1597 播

株式会社トータル企画MASAKI とーたるきかくまさき

加古川市上荘町都台一丁目20番地の8

079-428-3362

有限会社德岡興産

とくおかこうさん

加古川市神野町福留1丁目63番地

079-439-6316 高.播

德富建設株式会社

とくとみけんせつ

加古郡播磨町北古田一丁目14番3号

079-437-0565 高.稲.播

戸田工業

とだこうぎょう

加古川市八幡町中西条1075番地の15

079-438-6700

渡備建設株式会社

とびけんせつ

加西市中山町304番地

0790-46-0339

トミオカホームサービス

とみおかほーむさーびす

三木市別所町高木173番地の4

0794-82-0244

有限会社中川

なかがわ

加古川市志方町山中200番地

079-452-1929

中島水道設備株式会社

なかしますいどうせつび

小野市上本町46番地の2

0794-62-2613

株式会社 永光設備

ながみつせつび

加古川市加古川町粟津145番地の11

079-439-5780

株式会社新原工務店

にいはらこうむてん

加古川市野口町水足348番地の1

079-423-2246

新穂設備

にいぼせつび

加古川市東神吉町神吉307番地の6

079-432-1773 高.播

西日本設備

にしにほんせつび

加古川市山手三丁目10番地25号

079-438-5588

株式会社西村組

にしむらぐみ

高砂市荒井町東本町4番3号

079-442-1822 高

株式会社西村電気工事

にしむらでんきこうじ

加西市北条町西南377番地

0790-42-3611

西森設備

にしもりせつび

加古川市尾上町養田350番地の6

079-427-0676 播

日栄管工

にちえいかんこう

加古郡稲美町加古5162番地の2

079-492-5236 ※

日新工業株式会社

にっしんこうぎょう

神戸市西区玉津町居住198番

078-928-0181

有限会社日東設備工業

にっとうせつびこうぎょう

加古川市野口町良野876番地の1

079-427-1925 高.播

沼田電気水道商会

ぬまたでんきすいどうしょうかい 加古郡稲美町加古761番地

079-492-1845

ネクスト・ワン株式会社

ねくすとわん

加古川市加古川町粟津805番地の3

079-421-2121

有限会社野口設備

のぐちせつび

神戸市西区神出町田井375番地

078-965-0519

有限会社能勢工務店

のせこうむてん

高砂市米田町島60番地の2

079-431-3222 高

灰野建築

はいのけんちく

加古川市平岡町新在家2343番地の2

079-422-5744

白鳥住宅設備

はくちょうじゅうたくせつび

揖保郡太子町矢田部432番地の19

079-280-5404

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です

5/7

指定工事店一覧５０音順

指定工事店名

ふりがな

所在地

令和３年７月

TEL

水道工事
不可業者

株式会社長谷川土木

はせがわどぼく

加古川市志方町西牧246番地の1

079-452-0466

有限会社長谷川米穀

はせがわべいこく

加古川市志方町西牧13番地の4

079-452-1078

ハタノ設備

はたのせつび

加古川市尾上町池田217番地の23

079-422-8481 高

ハナフサ産業株式会社

はなふささんぎょう

加古川市八幡町中西条410番地

079-438-0009 高

パブリックワークス

ぱぶりっくわーくす

加古川市平荘町養老572番地

079-428-0241

有限会社原田設備

はらだせつび

加古川市志方町投松288番地の1

079-452-3582 高

株式会社ハリマエアコン

はりまえあこん

加古川市西神吉町大国723番地の30

079-431-6693

播磨営繕有限会社

はりまえいぜん

加古川市平岡町土山1192番地の5

078-943-2875 高.播

播磨設備株式会社

はりませつび

加古郡播磨町北本荘三丁目4番14号

079-437-8254 高.播

播州設備株式会社

ばんしゅうせつび

加古川市加古川町木村507番地の1

079-423-5586 高

株式会社播昭

ばんしょう

姫路市城北本町5番30号

079-289-8121 高.播

株式会社阪神水道

はんしんすいどう

加古川市神野町西条1138番地の3 2F

079-438-8088

株式会社阪神水道衛生社

はんしんすいどうえいせいしゃ 神戸市中央区大日通四丁目2番6号

078-221-0265

株式会社播水

ばんすい

姫路市南条二丁目50番地

079-284-2827 高.播

ヒカリ住設合同会社

ひかりじゅうせつ

姫路市大津区天満1219番地

079-287-9802

久野水道株式会社

ひさのすいどう

三木市別所町高木40番地の1

0794-82-2153 稲

有限会社兵庫設備サービス

ひょうごせつびさーびす

明石市硯町二丁目3番33号

078-922-1901 高

ヒラタ住宅設備店

ひらたじゅうたくせつびてん

加古川市加古川町本町76番地の9

079-421-2570

平野商会

ひらのしょうかい

加古川市西神吉町鼎41番地の2

079-431-2839 高.稲.播

株式会社ヒラヤマ

ひらやま

加古郡稲美町岡2301番地1

079-495-2126 播

広株式会社

ひろ

加古川市志方町西中500番地の1

079-452-5627 高

株式会社 ｈiro-assist

ひろあしすと

加古川市別府町別府727番3号

079-451-5887

株式会社 フィールド

ふぃーるど

姫路市相野927番地の122

079-269-1360 高.播

株式会社福井設備

ふくいせつび

神戸市長田区片山町一丁目27-16

078-621-5205

株式会社ふくもと

ふくもと

神崎郡福崎町高岡1794番地の1

0790-22-0818 高

藤井設備

ふじいせつび

高砂市神爪五丁目3番6号

079-451-7297 高

藤井設備工業株式会社

ふじいせつびこうぎょう

小野市敷地町1382番地

0794-63-4912

Ｆｕｊｉｉ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ

ふじいてくにかるさーびす

加東市岩屋125番地の3

0795-46-1026

株式会社フジタプランビング

ふじたぷらんびんぐ

高砂市米田町米田1142番地の4

079-431-8899

株式会社富士電気商会

ふじでんきしょうかい

加古郡播磨町野添1656番地の4

078-942-1105 播

藤野設備株式会社

ふじのせつび

姫路市飾磨区堀川町90番地

079-234-0672

藤野設備工業

ふじのせつびこうぎょう

姫路市飾磨区堀川町85番地の3

079-235-7320 高.播

藤本建設

ふじもとけんせつ

加古川市東神吉町升田1314番地

079-432-5101

株式会社フジワラ水道

ふじわらすいどう

姫路市飾磨区下野田三丁目209番地の9

079-235-1919

藤原水道

ふじわらすいどう

加古川市平荘町里853番地の1

079-428-0486

藤原設備

ふじわらせつび

加古川市野口町長砂142番地の1

079-423-9672 高.播

古川営繕

ふるかわえいぜん

加古川市東神吉町神吉552番地の1

079-431-7089

株式会社ほうらい電気

ほうらいでんき

加古川市平岡町中野684番地の6

079-435-0112

ホームテックあおい

ほーむてっくあおい

加古郡稲美町加古3253番地の3

079-439-4470 高.播

細川建設株式会社

ほそかわけんせつ

加古川市東神吉町神吉823番地

079-431-5590

穂積設備

ほづみせつび

加古川市平岡町高畑849番地の6

079-420-1165 高

前川設備

まえかわせつび

加古川市平荘町養老856番地の3

079-428-4785 高

前川設備工業株式会社

まえかわせつびこうぎょう

姫路市書写1280番地の1

079-266-3577

株式会社前田ポンプ商会

まえだぽんぷしょうかい

加古川市西神吉町鼎93番地の2

079-431-6736 高

誠建設株式会社

まことけんせつ

加古川市野口町北野1295番地の1

079-425-2331

有限会社松岡組

まつおかぐみ

神戸市西区櫨谷町寺谷1242番地の693

078-997-1422 高.播

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です
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指定工事店名

ふりがな

所在地

令和３年７月

TEL

水道工事
不可業者

株式会社松沢産業

まつざわさんぎょう

小野市市場町133番地の4

0794-62-2224

株式会社松本工務店

まつもとこうむてん

加古川市野口町二屋336番地

079-423-0417

松本設備株式会社

まつもとせつび

加古川市別府町別府857番地

079-437-6192 高.播

株式会社マルキョー

まるきょー

小野市万勝寺町768番地の11

0794-64-5877

丸善工業

まるよしこうぎょう

三木市さつき台1丁目3番8号

0794-89-0888 高

株式会社三枝設備工業所

みえだせつびこうぎょうしょ

高砂市曽根町722番地

079-448-1301 高.播

美樹工業株式会社

みきこうぎょう

姫路市北条951番地1

079-281-5151 高.播

三木商事株式会社

みきしょうじ

姫路市木場十八反町27番地

079-245-7233 高.播

みすみ工業株式会社

みすみこうぎょう

相生市那波東本町5番47号

0791-25-4687

株式会社ミツワテック 兵庫西支店 みつわてっく

加古川市加古川町美乃利326番地の1

079-453-5120 高.播

ミナト建設工業株式会社

みなとけんせつこうぎょう

加古郡稲美町国安1109番地

079-492-2020 播

有限会社ミナミ設備

みなみせつび

姫路市夢前町塚本198番地の3

079-337-2310

宮宅建材工業株式会社

みやけけんざいこうぎょう

加古川市平岡町二俣270番地の1

079-437-8661 ※

都設備

みやこせつび

加古川市上荘町国包762番地の1

079-438-3375

株式会社宮先商店

みやさきしょうてん

高砂市高砂町浜田町一丁目6番3号

079-443-3737 高.播

宮永建興

みやながけんこう

加古川市志方町細工所437番地の1

079-452-3577 高

ミヤナガ建設

みやながけんせつ

加古川市志方町細工所473番地

079-452-4369

宮永工業

みやながこうぎょう

加古川市志方町細工所504番地の3

079-452-0310 高

三輪設備

みわせつび

加古川市野口町北野1214番地の12

079-440-6794

株式会社ムラカミ

むらかみ

加古川市東神吉町出河原383番地の1

079-432-2975 高.播

村上設備工業株式会社

むらかみせつびこうぎょう

加古川市平岡町新在家1906番地

079-424-6655 高.播

株式会社ムラヤマ設備

むらやませつび

姫路市網干区興浜907番地442

079-272-6833 高

有限会社明環

めいかん

高砂市伊保一丁目2番26号

079-447-0681 高.播

株式会社明和設備工業所

めいわせつびこうぎょうしょ

加古川市野口町坂元87番地

079-490-3759 高.播

株式会社森商店

もりしょうてん

加古川市加古川町溝之口239番地の1

079-422-2871 高

森永産業株式会社

もりながさんぎょう

高砂市米田町米田新351番地

079-431-3575 高.播

株式会社 森本工業所

もりもとこうぎょうしょ

加西市和泉町689番地の1

0790-45-0058

柳田設備工業

やなぎたせつびこうぎょう

姫路市飾磨区今在家942番地

079-234-3497

山里設備

やまさとせつび

高砂市西畑三丁目7番23号

079-443-0083 高

山下建設株式会社

やましたけんせつ

高砂市松陽三丁目3番2号

079-447-8322 高

山田住設工業

やまだじゅうせつこうぎょう

加古郡稲美町六分一757番地の6

079-492-0344 高.播

株式会社ヤマテツ

やまてつ

加古郡播磨町二子196番地の2

079-940-8811

総合建設大和

やまと

加古川市八幡町下村259番地

079-438-5901

ヤマヒ株式会社

やまひ

神戸市西区押部谷町高和302番地

078-766-1641

山本環境整備株式会社

やまもとかんきょうせいび

西宮市鳴尾浜一丁目6番

0798-44-5500

有限会社ユウキ開発

ゆうきかいはつ

加古川市尾上町長田256番地の27

079-424-8800 播

結城設備

ゆうきせつび

加古川市野口町北野1329番地7

079-423-8024 播

弓削建設株式会社

ゆげけんせつ

加古川市平荘町西山711番地の1

079-428-0242

株式会社豊設備商会

ゆたかせつびしょうかい

高砂市松陽二丁目345番地の4

079-447-6771 高

横谷設備

よこたにせつび

加古川市加古川町稲屋971番地の4

079-454-8880 高.播

吉岡設備

よしおかせつび

神戸市北区星和台7丁目7番地の2

078-594-2664

吉田設備工業

よしだせつびこうぎょう

加古郡稲美町中一色373番地の1

079-492-5776

株式会社吉田土建

よしだどけん

加古郡播磨町宮西三丁目7番2号

079-437-6172 ※

有限会社 ヨシノ

よしの

加古川市上荘町都台三丁目12番地の16

079-428-3237

株式会社吉原建設

よしはらけんせつ

加古川市東神吉町神吉223番地

079-431-3954

ヨシムラ産業

よしむらさんぎょう

高砂市松陽一丁目7番6号

079-448-8901 高

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です
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指定工事店一覧５０音順

指定工事店名

ふりがな

所在地

令和３年７月

TEL

株式会社頼安設備

よりやすせつび

神戸市兵庫区水木通六丁目5番17号

078-574-1908

株式会社ライクス

らいくす

神戸市灘区新在家南町5丁目8番4号

078-801-2460

ライフ設備

らいふせつび

姫路市網干区津市場689番地の2

079-273-8722

有限会社ＹＭ設備

わいえむせつび

神戸市西区白水二丁目10番11号

078-978-1236

和田株式会社高砂支店

わだたかさごしてん

高砂市伊保三丁目4番地の24

079-446-8088 高

水道工事
不可業者

（注）※印は、加古川市指定給水装置工事事業者でないため、浄化槽の改造工事しかできません。
また、「高、稲、播」とあるのは、それぞれ高砂市、稲美町、播磨町の指定給水装置工事事業者の資格を持っている業者です

