
排水設備の改造・修理工事は、下記の指定工事店にご相談ください。

玉野市公共下水道排水設備指定工事店一覧 

令和5年3月1日

指 定 工 事 店 電 話 番 号 指 定 工 事 店 電 話 番 号

株式会社苅田組 玉野市 田井 0863-21-4046 株式会社中原設備 玉野市 北方 0863-66-5598

三宅設備 玉野市 田井 0863-31-4438 有限会社コーサン商会 玉野市 北方 0863-66-5219

株式会社若林設備 玉野市 田井 0863-33-8484 山陽技研株式会社 岡山市北区 青江 086-231-0248

津村工務店 玉野市 田井 0863-31-3337 株式会社榮往研 岡山市北区 旭本町 086-223-3223

ＤＡＩＫＯテクノ株式会社 玉野市 田井 0863-31-9505 中国水道工業株式会社 岡山市北区 今 086-241-1722

加藤水道工業所 玉野市 築港 0863-21-3482 丸川水道設備 岡山市北区 加茂 086-238-3951

協栄産業株式会社 玉野市 築港 0863-31-8737 株式会社大設工業 岡山市北区 下伊福上町 086-253-3266

Ｋ．サービス 玉野市 築港 0863-31-0899 株式会社きせき設備 岡山市北区 宿本町 086-206-7490

三宅組株式会社 玉野市 宇野 0863-32-1500 株式会社アルバ・エル 岡山市北区 白石 086-253-7251

児島建設株式会社 玉野市 宇野 0863-31-5681 峰南工業株式会社 岡山市北区 白石 086-252-6332

豊工業株式会社 玉野市 宇野 0863-21-5861 オカ設工業株式会社 岡山市北区 白石 086-243-0707

株式会社スナミ工業所 玉野市 宇野 0863-31-6230 キシテック 岡山市北区 建部町福渡 086-722-4567

有限会社エンセイ建設 玉野市 玉 0863-21-3936 株式会社小野田工務所 岡山市北区 辰巳 086-250-0800

田中水道工業所 玉野市 玉 0863-31-3093 セトアクア工業株式会社岡山支店 岡山市北区 撫川 086-292-5105

株式会社岡崎建材 玉野市 玉 0863-31-5251 株式会社中央設備 岡山市北区 野殿西町 086-254-1511

浦川設備 玉野市 和田 0863-81-0652 株式会社アクタス 岡山市北区 万成東町 086-259-0008

有限会社新井建設 玉野市 和田 0863-81-7358 株式会社中村水道サービス 岡山市北区 山科町 086-201-0559

藤田設備 玉野市 日比 0863-81-0268 有限会社ヒラ工業 岡山市中区 今在家 086-275-7071

有限会社藤髙土木 玉野市 渋川 0863-81-0498 株式会社アクアリンク 岡山市中区 江崎 086-237-6701

有限会社ハチスイ 玉野市 八浜町大崎 0863-51-1062 起三工業株式会社 岡山市中区 雄町 086-238-6767

井上住設 玉野市 八浜町八浜 0863-51-3325 イーリス 岡山市中区 小橋町 086-277-0313

株式会社あおい設備 玉野市 南七区 0863-51-2728 株式会社菊地水道 岡山市中区 原尾島 086-207-2383

瀬戸内住設 玉野市 東高崎 0863-71-3667 株式会社藤原水道工業所 岡山市中区 平井 086-274-8155

株式会社杉本水道工業所 玉野市 用吉 0863-71-1248 株式会社水正工業 岡山市中区 円山 086-274-2188

株式会社合田建設 玉野市 用吉 0863-71-0921 株式会社水正設備 岡山市中区 円山 086-274-2191

株式会社イツワ建設 玉野市 用吉 0863-71-5273 株式会社旭栄 岡山市中区 湊 086-206-1200

常山工業有限会社 玉野市 広岡 0863-71-1305 和光設備株式会社 岡山市東区 大多羅町 086-943-1211

オオタ工業 玉野市 長尾 0863-31-4677 有限会社東伸設備 岡山市東区 九蟠 086-948-9770

株式会社リライフ 玉野市 長尾 0863-73-9017 雄町水道屋 岡山市東区 古都宿 086-278-5483

有限会社こくど設備 玉野市 迫間 0863-71-3665 有限会社あけぼの設備 岡山市東区 東平島 086-297-5227

おおの設備株式会社 玉野市 迫間 0863-33-3650 有限会社共立水道 岡山市南区 植松 086-485-2854

有限会社ヒノデ建設 玉野市 迫間 0863-71-6008 株式会社三宅設備工業所 岡山市南区 浦安西町 086-262-1014

うちのネコ 玉野市 迫間 0863-71-0167 赤坂管工株式会社 岡山市南区 浦安西町 086-263-0435

有限会社上久保設備 玉野市 槌ヶ原 0863-73-9393 有限会社カド設備 岡山市南区 浦安南町 086-264-0081

株式会社リガーデン 玉野市 槌ヶ原 0863-71-5451 株式会社共同設備 岡山市南区 大福 086-281-5556

サガラ総合設備 玉野市 槌ヶ原 0863-71-3729 光南工業株式会社 岡山市南区 新保 086-231-2155

ムラカミ工業 玉野市 西田井地 0863-41-1537 株式会社松栄設備 岡山市南区 新保 086-241-2071
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株式会社エバラ設備 岡山市南区 新保 086-250-7217 有限会社アクア・システム倉敷 倉敷市 新田 086-423-2181

株式会社至道工業 岡山市南区 新保 086-241-3308 カネサワ工業 倉敷市 玉島阿賀崎 086-526-0377

合田産業株式会社 岡山市南区 洲崎 086-262-0608 有限会社アイ設備工業 倉敷市 玉島阿賀崎 086-525-3114

株式会社倉地住設 岡山市南区 妹尾 086-281-5739 有限会社那須設備 倉敷市 玉島上成 086-523-1567

建水工業株式会社 岡山市南区 千鳥町 086-263-6354 株式会社ユキケン 倉敷市 玉島乙島 086-526-8385

株式会社エイス住宅設備 岡山市南区 豊成 086-263-0312 小林ミシン電機商会 倉敷市 玉島黒崎 086-528-1116

株式会社上下水道センター岡山営業所 岡山市南区 豊成 086-239-8802 有限会社早島設備 倉敷市 茶屋町 086-420-0077

株式会社岡山水道センター 岡山市南区 豊成 086-239-8802 株式会社プランテック倉敷 倉敷市 茶屋町 086-428-5558

株式会社河相配管 岡山市南区 中畦 086-298-1905 有限会社穂髙 倉敷市 茶屋町 086-428-6390

岡山ホーム管工株式会社 岡山市南区 西市 086-243-8791 有限会社三藤 倉敷市 茶屋町早沖 086-428-5227

株式会社ストリィーム 岡山市南区 西市 086-239-0058 開盛配管有限会社 倉敷市 中島 086-466-1010

有限会社新日工業 岡山市南区 西市 086-243-4487 有限会社アクアライフ 倉敷市 中庄 086-462-2688

有限会社大森設備 岡山市南区 西紅陽台 086-282-9331 貝原水道株式会社 倉敷市 中庄 086-462-5232

株式会社中電工岡山統括支社 岡山市南区 浜野 086-230-7345 有限会社菅野設備 倉敷市 中庄 086-464-3133

大平水道株式会社 岡山市南区 東畦 086-282-3255 株式会社オオウチ 倉敷市 西阿知町西原 086-466-3313

有限会社開明設備 岡山市南区 東畦 086-281-7010 株式会社藤田水道 倉敷市 西岡 086-435-2060

有限会社三竿設備 岡山市南区 彦崎 086-362-1137 株式会社孝進設備 倉敷市 西田 086-441-9449

籔下設備 岡山市南区 福田 086-263-7295 三和設備有限会社 倉敷市 西富井 086-427-0205

株式会社ハジメ設備 岡山市南区 福田 086-362-7966 株式会社浜設備 倉敷市 浜町 086-421-3234

有限会社竹内工業 岡山市南区 福富中 086-265-6193 株式会社ナカダ 倉敷市 林 086-485-2774

有限会社三愛設備 岡山市南区 福富西 086-264-3010 株式会社インテック共和 倉敷市 東塚 086-455-5949

有限会社田中設備工業 岡山市南区 藤田 086-296-2543 有限会社プラマー連島 倉敷市 東塚 086-456-5071

有限会社グランディー 岡山市南区 藤田 086-296-7338 株式会社大同設備工業 倉敷市 福島 086-424-1116

有限会社大鷹設備 岡山市南区 藤田 086-296-6686 有限会社山二設備 倉敷市 福田町浦田 086-455-3219

有限会社タカヤセツビサービス 岡山市南区 藤田 086-238-0343 明信設備株式会社 倉敷市 二子 086-489-6001

有限会社烏城 岡山市南区 箕島 086-239-7030 朝日設備工業株式会社 倉敷市 水島東弥生町 086-448-0613

株式会社山和 岡山市南区 宮浦 086-267-9155 三共設備工業株式会社 倉敷市 南町 086-424-3055

株式会社フジクリエイト 倉敷市 黒崎 086-463-6000 株式会社昭栄設備 倉敷市 吉岡 086-424-5239

ウォータークラフト中田 倉敷市 児島赤崎 086-473-6684 有限会社石井設備 笠岡市 尾坂 0865-65-2549

株式会社アクアコーポレーション 倉敷市 児島小川 086-474-0015 株式会社ないとう住設 赤磐市 桜が丘西 086-958-3920

株式会社ウィンロード 倉敷市 児島上の町 086-454-5506 積水ハウス建設中国四国株式会社岡山支店 早島町 早島 086-480-1600

株式会社富士水道 倉敷市 児島稗田町 086-472-4344 株式会社ホーム電化設備 早島町 前潟 086-482-2929

中田電工株式会社 倉敷市 笹沖 086-430-4505 ＹＯＫＯＴＡせつび 矢掛町 東三成 0866-84-8440

株式会社蔵設備 倉敷市 下津井吹上 086-478-5807

株式会社児島配管 倉敷市 下津井吹上 086-479-9015

株式会社中水設備 倉敷市 新田 086-425-5522

株式会社船倉建設工業 倉敷市 新田 086-425-1132


