今 治 市 下 水 道 排 水 設 備 等 指 定 工 事 店 名 簿 （ 市 内 ）
工事店名

所

在

地

電話番号

工事店名

所

在

地

電話番号

工事店名

平成２９年６月３０日現在

あいうえお順

所

在

地

電話番号

工事店名

所

在

地

電話番号

有田水道

別名６４５番地の１

0898-32-4119 岡本組

朝倉南乙３２１番地４

0898-56-2864

重松電機

吉海町福田２３５６番地

0897-84-2126 明本設備

大三島町宮浦５５７２番地

0897-82-0711

秋山工業（株）

中寺１０４番地

0898-31-4079 （有）越智建設

朝倉上甲２１４４番地３

0898-56-1181

重松土建（株）

吉海町泊５００番地２

0897-84-2133 稲垣建材（有）

大三島町宮浦１５０番地

0897-82-0093

（株）芥川建材店

小泉４丁目６番５１号

0898-32-2727 （有）笠松電気水道工業所 朝倉下甲５８０番地５

0898-56-2173

西原電器店

吉海町八幡２８番地

0897-84-3801 大亀建築工房

大三島町肥海４０１２番地

0897-82-0522

浅海設備工業（株）

黄金町５丁目１番地５

0898-23-7613 （有）田窪組

朝倉下甲３５５番地２

0898-56-2020

（株）藤岡商店

吉海町幸新田１７２番地

0897-84-2219 （株）かんてれびでんき 大三島町宗方１４６５番地

0897-83-0737

今治音響電機商会

中浜町３丁目２番地の２７

0898-22-2388 日野設備

山口甲７６番地３

0898-56-2909

（有）藤田商店

吉海町幸新田４６１番地

0897-84-2994 マツバ

大三島町口総４２４９番地

0897-83-1083

（有）越智水道工業所

高部甲８２１番地２１

0898-41-9870 藤原建設（株）

朝倉下甲５１７番地

0898-56-2399

（有）藤田水道工業所

吉海町幸新田２２９番地

0897-84-4185 国貞建築

大三島町野々江６４０２番地

0897-83-0778

加藤建設（株）

喜田村７丁目２番１号

0898-48-2178 水機建設（株）

古谷甲８２番地２

0898-56-2327

(有)水口住設

吉海町仁江１２６６番地

0897-84-2427 （有）多和建設

大三島町肥海１０８５番地１

0897-82-1058

カマダ建築設備

矢田乙４０２番地１０

0898-52-3839 元岡建設（株）

朝倉南甲２７４番地

0898-56-2121

藤原設備

大三島町明日１７９２番地

0897-82-1450

喜多住設

国分２丁目５番２７号

0898-47-1230

菅法生建築

大三島町宗方１３７２番地

0897-83-0656

（有）近代設備工業

喜田村１丁目８番２１号

0898-47-5380

三島電業社

大三島町宮浦５５６７番地

0897-82-0118

（株）黒川設備

室屋町５丁目１番７号

0898-31-1958

（有）佐七屋

宮窪町宮窪２９６３番地１

0897-86-3728 八崎興業（株）

大三島町台２７３２番地

0897-82-1695

秋桜設備

桜井４丁目５番６号

0898-47-0512

（有）神野組

宮窪町余所国５４９番地１２

0897-86-2161

小西土建

新谷甲１９３７番地１６

0898-31-2913

成功開発（株）

宮窪町宮窪４１８２番地

0897-86-3537

（株）近藤工業所

常盤町７丁目３番４号

0898-23-2145 （有）石丸建設

玉川町中村甲２６２番地２

0898-55-2316

中川土建

宮窪町宮窪８７７番地

0897-86-2271

（株）﨑山建設

南日吉町３丁目１番３０号

0898-25-8788 （有）大南産業

玉川町別所甲２５８番地

0898-55-4727

（株）みづほ建設産業

宮窪町宮窪２７８０番地

0897-86-2025

（株）さくら工業

喜田村４丁目１３番５３号

0898-48-2221 越智勝建設（株）

玉川町鈍川丁１４７番地

0898-55-3090

村上土建（有）

宮窪町友浦１３７３番地

0897-86-3044

佐々木工業

波止浜１６２番地１７

0898-55-8239 （有）タナベ工業

玉川町八幡甲２４７番地２２

0898-55-4026

小計

三久設備

大新田町５丁目２番２７号

0898-31-5962 （有）玉川設備

玉川町法界寺甲３１５番地

0898-55-2272

（有）三和冷熱

黄金町３丁目１番地７

0898-22-3011 （有）藤山建設

玉川町鈍川乙４８番地

0898-55-3056

Ｇ１総合設備

阿方甲６１１番地４

0898-32-5783 松本設備工業

玉川町大野甲１５５番地１１

0898-55-2326

あさひや建設（株）

伯方町木浦甲４４１番地の１

0897-72-2850

四国ガス産業（株）今治支店 共栄町５丁目１番３号

0898-32-2961 求和建設（株）

玉川町高野甲３０９番地２

0898-55-2159

（有）浅海工務店

伯方町北浦甲２１６０番地２

0897-73-0747

四国環境整備興業（株） 国分１丁目１番１８号

0898-48-1600 森建設（株）

玉川町龍岡上甲３６３番地

0898-55-2427

アローズ水道（有）

伯方町有津甲８８９番地の１

0897-72-0538

（株）篠宮工業所

南鳥生町２丁目２番２９号

0898-31-0353 龍岡設備（有）

玉川町龍岡上甲５９番地第２

0898-55-4466

伊予建設工業（株）

伯方町木浦甲３９４２番地の第１

0897-72-2600

（有）清水組

北高下町３丁目４番４号

0898-22-8080 渡部建設（株）

玉川町畑寺甲４８８番地１

0898-55-4100

織田デンキ

伯方町木浦甲４５２５番地６

0897-72-1390

スイシン設備

波止浜７９番地１

0898-41-5759

上窪工務店

伯方町叶浦甲１２６６番地１

0897-72-0334

（有）水成工業

阿方甲４８９番地４

0898-23-7139

（有）菅設備商会

伯方町木浦甲１６５０番地の２

0897-72-0163

千設備工業

国分４丁目２番５４号

0898-47-2435

（株）サンワ

伯方町木浦甲３４５８番地の５

0897-72-1515

（有）高野水道工業所

小浦町１丁目１番１号

0898-41-6584

（有）白雪建設

伯方町北浦甲３５１番地の２

0897-72-0366

田口水道工業所

常盤町８丁目３番４号

0898-22-6596

（株）せんば

伯方町北浦甲１３５２番地

0897-73-1331

（株）タクボ設備

立花町三丁目３番１８号

0898-31-0227 アオノ商会

波方町養老甲９０５番地１

0898-41-8716

玉良時計電機店

伯方町木浦甲１２２６番地１

0897-72-1512

（株）丹下水道ポンプ工業所 南日吉町１丁目３番３３号

0898-22-3098 鎌田電気水道（株）

波方町岡甲２６３番地５

0898-52-2021

（有）とらや鉄建

伯方町北浦甲２５１８番地

0897-73-0002

忠生工業

旦甲４４６番地１

0898-55-8123 木村叶商店

波方町小部甲８０７番地１

0898-52-2414

（株）野間組

伯方町有津甲８２９番地の３

0897-72-1688

（有）ツナテック

立花町２丁目９番２７号

0898-23-8562 （株）﨑山組

波方町波方甲１９１３番地１

0898-41-9290

伯方建設（株）

伯方町北浦甲１０２１番地

0897-73-0031

（株）富田水道工業所

八町西４丁目１番１２号

0898-23-6116 （株）伸和コーポレーション 波方町郷乙４１５番地３００

0898-41-8763

伯方工務店

伯方町北浦甲２０３６番地

0897-73-1316

長井工業（株）

東村４丁目５番２０号

0898-47-2121 （有）須賀田建設

波方町養老乙２２９番地８

0898-43-0175

冨士建設（株）

伯方町木浦甲２７４８番地

0897-72-2982

（株）長井商会

常盤町４丁目７番地８

0898-32-2929 （有）森建設

波方町樋口甲１０８６番地１

0898-41-8662

渡辺住宅設備

伯方町伊方甲１８６３番地２

0897-73-0605

野田エンジニア

宮下町３丁目甲１７０６番地２

0898-35-3939 （有）渡部電機水道工業所 波方町波方甲１６１８番地５

0898-41-9565

（有）乃万設備

宅間甲１２７３番地６

0898-32-4017

（株）日淺

立花町２丁目３番９号

0898-32-4133

桧垣水道工業所

四村１３８番地

0898-32-5562

（株）あさみ

上浦町甘崎２１６８番地

0897-87-2250

桧垣設備

国分６丁目４番２６号

0898-47-4495

甘崎

上浦町甘崎４４９番地

0897-87-3959

聖設備

東村甲３８０番地４

0898-47-1184 （株）大西水道商会

大西町脇甲８５６番地

0898-53-2271

岡山左官

上浦町盛１９７９番地

0897-87-4203

ふじわら

高部甲５５２番地４

0898-41-6388 大山工業（有）

大西町九王甲２１１６番地３

0898-53-3866

（有）越智巧商店

上浦町井口６６５６番地

0897-87-2015

ベース・クリエート（有）桜井甲１０８３番地２

0898-48-4899 越智設備工業所

大西町紺原甲４７０番地２

0898-53-3545

越智鉄工所

上浦町井口５９０１番地２

0897-87-3660

（有）松木設備工業所

松木２７番地７

0898-47-2634 （株）片上組

大西町脇甲９２８番地

0898-53-4028

金子農機具店

上浦町瀬戸１１９２番地

0897-87-2265

丸石設備工業（株）

中寺１００８番地１

0898-22-7732 木元工業所

大西町脇甲４３番地１

0898-53-2555

上浦鉄工

上浦町井口８８５３番地

0897-87-2898

丸山住宅設備

五十嵐甲９８番地４

0898-33-0960 西越建設（株）

大西町宮脇甲６８１番地１

0898-53-3674

上浦電業

上浦町瀬戸２３９０番地

0897-87-3348

（有）室町工業

四村２９４番地３

0898-31-6315 双和油圧工業（株）

大西町九王甲１４５２番地１

0898-53-3365

菅左官

上浦町盛１９２４番地１

0897-87-2219

（有）矢野設備

郷六ケ内町２丁目２番１６号

0898-23-6884 （有）藤吉工業

大西町九王甲１２４４番地５

0898-53-4525

國政左官

上浦町盛２５８８番地

0897-87-3503

（株）山内工業

本町７丁目３番３５号

0898-32-1983

大西町宮脇甲１２０１番地

0898-53-2897

（株）号ヤ組

上浦町瀬戸３２６３番地の１

0897-87-2331

（株）山本工業所

東門町１丁目２番地３

0898-22-8111 宗雪設備

大西町九王甲７４６番地５

0898-53-2477

近藤工機

上浦町井口５３５３番地５

0897-87-2040

（株）山本農機商会

延喜甲２９８番地１

0898-23-1010

三洋建設（株）

上浦町井口２４６７番地の３

0897-87-2028

吉井設備工業所

松本町２丁目４番地の８

0898-23-6182

島津建材店

上浦町盛２８０６番地

0897-87-2603

（株）リビング武田

常盤町１丁目４番地の１

0898-23-0148

高宮工務店

上浦町盛２４０７番地

0897-87-2096

（株）渡辺建設

東村３丁目１番３号

0898-48-6138

中山左官

上浦町井口５８０８番地

0897-87-3221

小計

５５店

小計

小計

小計

浩

設備
小計

小計

７店

８店

１１店

小計

１１店

計

１５８店

６店

１７店

８店

１０店

菅司左官

河原田水道工業

菊間町池原１０８１番地

0898-54-2594

藤原建築

上浦町甘崎１４２６番地

0897-87-2359

菊間水道建設（有）

菊間町池原９１９番地

0898-54-2099

堀本工務店

上浦町井口５７６７番地１２

0897-87-4191

寺井建材（株）

菊間町浜７８２番地

0898-54-2003

曲渕建築

上浦町甘崎８７８番地

0897-87-3320

長井建材（株）

菊間町浜５４９番地

0898-54-2032

（有）ライフテック神原 上浦町井口６０２０番地

松田工業（株）

菊間町池原９１４番地

0898-54-3390

小計

小計

５店

小計

0897-87-2030

２０店

今 治 市 下 水 道 排 水 設 備 等 指 定 工 事 店 名 簿 （ 市 外 ）
工事店名
（株）愛水

所

在

地

電話番号

新居浜市久保田町２丁目１番４５号

0897-34-1313

（有）新栄住設

新居浜市神郷２丁目５番１号

0897-45-0149

（株）明和

新居浜市宇高町１丁目１番３３号

0897-33-0808

（株）山岡

新居浜市新須賀町２丁目９番５号

0897-34-8800

工事店名

所

在

地

（有）リフォーム・エヒメ 新居浜市久保田町２丁目１番４５号 0897-34-1224

小計

５店

亀川設備工業（株）

西条市高田４９３番地３

0898-64-5880

（株)松和

西条市樋之口１３２番地４

0897-56-2025

田中設備工業所

西条市国安８５５番地５

0898-66-3674

東予住宅設備（有）

西条市北条１２５２番地８

0898-64-3266

東予タカラ住設

西条市丹原町長野１６９５番地

0898-68-4230

（株）ニコー住宅設備

西条市丹原町今井５２５番地６

0898-68-7667

（有）松尾設備

西条市氷見丙９５２番地

0897-57-7433

（株）マルイ設備工業

西条市福武甲１１９４番地の２

0897-56-4205

西条市中野甲５５９番地

0897-55-6243

(有) 山本設備工業
小計

９店

くるしまホームサービス 松前町大字永田３２４番地１
小計

（株）アクア

松山市桑原７丁目５番２３号

（有）和泉水道工業所

089-984-7378

１店

089-932-9810

089-945-1275
ｊｏｉｎｔ 松山市高浜町１丁目１４４２番地７ 089-916-6227

Ｗａｔｅｒ

松山市竹原４丁目９番１３号

愛媛日化サービス（株） 松山市保免西２丁目３番１１号

089-971-2230

（有）小椋設備工業

松山市竹原４丁目９番９号

089-947-0440

（有）河原設備

松山市木屋町２丁目４番地７

089-924-4670

共友工業 (株)

松山市久万ノ台１８３番地３

089-923-7078

恒和設備工業（株）

松山市北梅本町６３７番地

089-975-3315

（有）酒井設備

松山市井門町１３４３番地１０

089-957-4380

（株）坂本重機建設

松山市食場町甲１６７番地５

089-977-0332

（有）山陽商会

松山市井門町１４７５番地６

089-956-6107

（有）テラモト

松山市安城寺町１３２番地４

089-926-7550

（有）土居設備

松山市森松町４６１番地３３

089-956-5237

新崎住宅設備（株）

松山市井門町８１番地５

089-957-5413

新山水道工業（有）

松山市保免中１丁目２番８号

089-971-8063

兵頭水道（株）

松山市福音寺町５６４番地７

089-947-0571

藤田設備

松山市高岡町７３３番地２１

089-973-2295

（株）平成工業

松山市余戸南１丁目２２番５２号

089-995-8008

（株）松本設備

松山市東方町甲２３２９番地１

089-963-5760

マルイチ電水工業

松山市北梅本町１８９１番地

089-975-1604

（株）三枝工業

松山市安城寺町５２３番地３

089-997-8374

（株）みずき

松山市井門町６８４番地４

089-908-7320

宮内水道設計

松山市食場町乙１０２番地９２

089-977-7200

モリエンジニア

松山市余戸中２丁目１５番２３号

089-965-1236

（有）八倉水道工業所

松山市立花６丁目４番２３号

089-945-8484

（株）ユメイ

松山市平田町４３９番地５

089-989-9772

（有）芳之内設備

松山市勝岡町３０番地７

089-979-4467

小計

２７店

計

４２店

市内・市外

合計

２００店
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工事店名
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所

在

地
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所

在

地
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