下水道指定工事店一覧表（市外）
地区別

指定店名

住所

電話番号

米原市

山東さく泉工業

米原市朝日1330

0749-55-0959

米原市

創流

米原市磯1298-3

0749-52-0945

米原市

ＪＵＮ／純設備

米原市入江280-2

0749-50-7102

米原市

山崎住宅設備

米原市入江259-15

0749-52-1565

米原市

㈲白谷木材

米原市上野784

0749-58-0960

米原市

近江設備

米原市宇賀野31-16

0749-53-4976

米原市

西山建設 ㈲

米原市梅ヶ原827

0749-52-0225

米原市

福住リフォーム山口

米原市柏原1405-7

0749-57-1328

米原市

椙山左官設備店

米原市枝折508

0749-54-0531

米原市

中川建設㈱

米原市志賀谷895-1

0749-55-2719

米原市

㈱定豊

米原市下多良86-13

0749-52-6337

米原市

伊吹電業㈱

米原市春照230-1

0749-58-1025

米原市

㈱電化のミヤザキ

米原市杉沢820-7

0749-55-2479

米原市

㈲Ｈｏｒｉｉ

米原市天満757

0749-55-3415

米原市

アカオ設備

米原市長岡904-3

0749-55-0110

米原市

㈲カワバタ電機

米原市長岡1729-1

0749-55-0362

米原市

㈱コトウ

米原市長岡3162

0749-55-0001

米原市

田中建築

米原市長岡1586

0749-55-0347

米原市

㈱マルモト

米原市長岡1181-1

0749-55-0028

米原市

世一工務店

米原市高番572-3

0749-56-0143

米原市

㈲関西パイプライン

米原市野ー色478-7

0749-55-8177

米原市

さかい㈱

米原市野一色367-44

0749-55-4004

米原市

スポットおーみ

米原市能登瀬1144-1

0749-54-0667

米原市

㈲清水エンジニアリング

米原市番場1794-4

0749-54-0484

米原市

㈲石河電機

米原市本郷365-1

0749-55-0231

米原市

㈲アスカ設備

米原市村居田789

0749-55-1512

米原市

フジ・テック

米原市弥高417

0749-58-0477

彦根市

㈱ほり

彦根市稲里町1632

0749-43-2151

彦根市

ハウジング光正㈱

彦根市大堀町965-11

0749-26-2666

彦根市

アーネスト設備

彦根市大薮町715-41

0749-24-3811

彦根市

関西住設㈱

彦根市大藪町3035

0749-22-2593

彦根市

コジマテック

彦根市岡町1

0749-23-7806

彦根市

㈲小林設備工業

彦根市川瀬馬場町883-5

0749-28-1048

彦根市

㈱中島商事

彦根市川瀬馬場町735

0749-25-0334

彦根市

㈱勝田商会

彦根市京町1丁目3-13

0749-24-3211
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電話番号

彦根市

㈲南エンジニアリング

彦根市清崎町749-1

0749-28-4056

彦根市

一圓テクノス㈱

彦根市小泉町78-10

0749-22-7974

彦根市

㈱北庄

彦根市小泉町672-5

0749-24-6523

彦根市

小林建設

彦根市小泉町260-6

0749-26-8065

彦根市

㈱新栄管工業

彦根市小泉町919

0749-22-2479

彦根市

西川設備

彦根市甲崎町21

0749-43-3582

彦根市

㈲ワイ・ケー・エム設備

彦根市後三条町263

0749-22-1407

彦根市

㈱ノセヨ

彦根市地蔵町112-1

0749-30-2038

彦根市

結城設備

彦根市下岡部町6-1

0749-43-8360

彦根市

共和電気工事㈱

彦根市正法寺町725-14

0749-24-0725

彦根市

大喜鉄工㈱

彦根市新海町1288

0749-43-2935

彦根市

ヒロセツ

彦根市芹川町1456-8

090-1445-7003

彦根市

河口電気工業㈱

彦根市高宮町1739-1

0749-22-1255

彦根市

中善建材工業㈱

彦根市高宮町2148

0749-22-4507

彦根市

㈱ハヤシ

彦根市高宮町1608-1

0749-23-1101

彦根市

丸橋建設㈱

彦根市高宮町137-1

0749-24-3760

彦根市

㈱国領設備

彦根市田附町212

0749-43-5785

彦根市

フジタカ工業

彦根市鳥居本町1872-71

0749-22-1898

彦根市

徳真工業

彦根市中薮2丁目3-21

0749-27-0200

彦根市

㈱森音

彦根市西今町726-1

0749-26-3938

彦根市

ｱ･ｱ・ﾝ ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱彦根営業所 彦根市西沼波町72‐1

0749-23-8811

彦根市

㈱七福建設

彦根市野田山町833-1

0749-26-6166

彦根市

㈲清水住宅設備

彦根市野田山町382-1

0749-27-3173

彦根市

㈱コテラ

彦根市原町368-1

0749-22-0833

彦根市

橋村設備

彦根市原町698-27

0749-26-6898

彦根市

㈱ヒグチワークス

彦根市日夏町3624‐1

0749-28-7030

彦根市

土川設備

彦根市平田町730-1

0749-20-9148

彦根市

㈱スミダ商会

彦根市船町2-6

0749-22-1047

彦根市

喜多嘉和㈱

彦根市古沢町685

0749-23-8800

彦根市

北川産業㈱

彦根市古沢町685

0749-23-3309

彦根市

テラダ電設

彦根市松原2丁目12-16

0749-22-8040

彦根市

㈲奥村エンジニアリング

彦根市柳川町210

0749-43-7180

東近江市 ㈱水谷工業

東近江市市辺町2620-36

0748-20-5950

東近江市 ㈲植田設備

東近江市愛東外町581-2

0749-46-1749

東近江市 上谷設備

東近江市伊庭町109-6

0748-42-1427
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東近江市 ㈲真和設備

東近江市猪子町66

0748-42-3737

東近江市 坂井水道工業㈱

東近江市東沖野3丁目9-4

0748-22-0368

東近江市 ㈲田井中燃料住設

東近江市垣見町1562

0748-42-9811

東近江市 広田設備

東近江市勝堂町1113-2

0749-45-8098

東近江市 村防工業㈱

東近江市上平木町1850-1

0748-22-6611

東近江市 湖栄設備工業所

東近江市佐野町874-3

0748-42-7750

東近江市 秀心設備工業

東近江市下羽田町424-2

0748-24-2477

東近江市 ㈲杉浦電機

東近江市種町660-49

0748-42-5303

東近江市 ㈲ニシカワ

東近江市鯰江町145-7

0749-46-0026

東近江市 アースマーシ㈲

東近江市野村町234

0478-22-4445

東近江市 中島商事㈱

東近江市宮荘町61-5

0748-48-2301

東近江市 ㈱水研設備

東近江市山路町792-5

0748-42-0308

愛荘町

愛知電機工業㈱

愛知郡愛荘町愛知川1262

0749-42-3088

愛荘町

㈲西村設備

愛知郡愛荘町島川1105

0749-42-2961

愛荘町

大丸エナウィン㈱

愛知郡愛荘町長野380

0749-42-2480

愛荘町

堤設備商会

愛荘町目加田941

0749-37-2325

愛荘町

㈲前川電気工業

愛知郡愛荘町目加田1007

0749-37-3728

愛荘町

金利水電㈱

愛知郡愛荘町安孫子710

0749-37-2265

日野町

㈱みずほ

蒲生郡日野町別所195

0748-52-8800

日野町

㈱今井工業

蒲生郡日野町大字里口18

0748-52-2458

甲良町

ＳＥ電設

犬上郡甲良町尼子1929

0749-38-3436

甲良町

㈲タナカ

犬上郡甲良町尼子2013-4

0749-38-2188

甲良町

辻産業㈱

犬上郡甲良町尼子2446-2

0749-38-2190

多賀町

㈲山崎設備

犬上郡多賀町大君ヶ畑414-10

0749-49-0855

多賀町

㈱コザイ工業

犬上郡多賀町久徳532

0749-48-0185

多賀町

道明電気

犬上郡多賀町富之尾2032-2

0749-47-1800

多賀町

増田電気商会

犬上郡多賀町久徳474-1

0749-48-0545

近江八幡市 藤井設備

近江八幡市安土町内野695

0748-46-3651

近江八幡市 和樂設備

近江八幡市安土町石寺1182

090-8757-8384

近江八幡市 ㈱ゆたか設備

近江八幡市安土町上豊浦918-4

0748-46-8080

近江八幡市 ㈲ウシヤマ設備

近江八幡市安土町下豊浦663-1

0748-46-2951

近江八幡市 ツジソト㈱

近江八幡市音羽町7-1

0748-33-3261

近江八幡市 ㈱坂野設備工業

近江八幡市金剛寺町104-9

0748-26-0843

近江八幡市 志賀設備工業㈱

近江八幡市桜宮町169

0748-33-6002

近江八幡市 山脇設備

近江八幡市鷹飼町南4丁目5-20

0748-34-3991
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近江八幡市 ㈱サンテック

近江八幡市出町168

0748-32-3212

近江八幡市 ㈱小島工業

近江八幡市牧町367-2

0748-32-7878

高島市

石田設備

高島市勝野町1801-3

0740-36-0694

高島市

㈲エイム

高島市新旭町安井川1247

0740-25-6061

高島市

湖西創建

高島市新旭町旭1549-42

0740-25-5697

野洲市

㈱シミズ設備

野洲市五之里108

077-587-3524

野洲市

㈱山本管工

野洲市冨波乙11-１

077-587-2256

栗東市

㈱山村設備

栗東市川辺655-21

077-553-0480

栗東市

㈱丸屋建設

栗東市辻474-2

077-552-4394

栗東市

㈲奥井水道

栗東市坊袋148-1

077-552-0401

甲賀市

松﨑管工

甲賀市甲南町池田1474-39

0748-60-6242

甲賀市

中村管工

甲賀市水口町宇田874-8

0748-62-7215

守山市

㈱ジャスティス

守山市今浜町5057-2

077-585-7653

守山市

株式会社 エヌアール

守山市金森町140-20

077-581-3295

守山市

仁工業

守山市立入町18-65

077-576-9600

守山市

㈱ハシモト

守山市守山6丁目18-33

077-582-4750

草津市

佐山水道工業㈱

草津市草津町1457

077-563-5423

草津市

㈲いそだ設備

草津市志那中町7-1

077-568-4747

大津市

㈲ウッディーアート

大津市一里山5丁目22-6

077-547-5055

大津市

㈲八茂工業

大津市本堅田2丁目7-37

077-572-1313

大津市

㈱幸栄

大津市下坂本1丁目19-3

077-578-6725

大津市

㈱大谷設備工業

大津市森２丁目6-10

077-546-4888

福井県

ミノルエンジニアリング㈱

福井県敦賀市昭和町1丁目17-10

0770-23-8988

