可児市指定給水装置工事事業者

（令和3年6月4日現在）

水道の漏水等の修理、新設、増改設等の工事は、可児市指定給水装置工事事業者で
施工してください。(順位は事業者届出指定順）
【市内広見地区】

事業者名

営業所名

住

所

山田金物管工部

可児市広見781番地1

電話番号
０５７４－６２－０２０１

㈱ 新興設備

可児市広見1936番地

０５７４－６２－４０３８

中部クリーン ㈱

可児市広見518番地

０５７４－６３－１２２１

㈱サンシュー

可児市広見3丁目5番地

０５７４－６２－１４１４

小池土木 ㈱

可児市広見五丁目77番地

０５７４－６２－１１７１

龍王ﾎｰﾑｻｰﾋﾞｽ㈱

可児市広眺ケ丘7丁目30番地

０５７４－２９－１０９８

岡本設備

可児市広見1619番地6

０５７４－６３－３４４３

【市内中恵土地区】

事業者名

営業所名

いさじ設備工業㈱

住

所

電話番号
０５７４－４２－９０１７

住

所

可児市中恵土1756番地1

【市内下恵土地区】

㈲ 前島設備

事業者名

営業所名
可児市下恵土258番地1

電話番号
０５７４－６２－５４６２

㈲ トータル

可児市下恵土5131番地

０５７４－６２－０４７７

【市内川合地区】

市原産業 ㈱

事業者名

営業所名
可児市川合2749番地9

住

所

電話番号
０５７４－６２－３９２６

セキスイ管工 ㈱

可児市川合2348番地1

０５７４－６２－６０１４

㈲ マルハ電気設備

可児市川合2254番地

０５７４－６２－０２８４

【市内今渡地区】

事業者名

営業所名
可児市今渡1852番地

電話番号
０５７４－６２－１５２１

可児市今渡1323番地4

０５７４－２５－２７８８

可児市今渡9番地10

０５７４－２７－４４０６

三品設備

可児市今渡733番地3

０５７４－６２－７３２２

北村設備

可児市今渡1805番地2

０５７４－６３－１３７０

㈱ アイギ

可児市今渡1619番地39

０５７４－６３－４４３７

吉田建設 ㈱
兼松ポンプ工業 ㈱
㈱ 冨士屋商店

可児営業所

住

所

【市内土田地区】
亀井ポンプ

事業者名

営業所名
可児市土田5409番地

住

所

電話番号
０５７４－２５－３７３０

㈲ 可児設備

可児市土田2548番地530

０５７４－２５－２３０５

小林工業 ㈱

可児市土田2060番地

０５７４－２５－２２５９

金子住設

可児市土田2546番地293

０５７４－２５－１１９５

テツ水どう舎

可児市土田3960番地3

０５７４－５８－１３１４

吉田工業㈱

可児市土田4267番地205

０５７４－２７－７９７０

【市内帷子地区】

事業者名

営業所名

住

所

山口住設

可児市長坂七丁目105番地

電話番号
０５７４－６５－８２３２

システム花井

可児市菅刈432番地2

０５７４－６９－０３３５

【市内春里地区】
㈱ 勝野設備

事業者名

営業所名
可児市長洞490番地

住

所

電話番号
０５７４－６５－４７４６

㈱中濃

可児市坂戸79番地2

０５７４－６２－３０８１

藤花舎

可児市清水ケ丘5丁目16番地

０５７４－６３－７９０６

【市内姫治地区】
㈱ 東濃設備

事業者名

営業所名
可児市今2280番地2

住

所

電話番号
０５７４－６５－４６７３

㈱ 丸亀工務

可児市下切3316番地2

０５７４－５０-７０８５

【市内平牧地区】

事業者名
住宅相談センター

営業所名
可児店

大森設備

住

所

可児市大森1428番地2

電話番号
０５７４－６４－１７１５

可児市大森1709番地

０５７４－６４－１４３５

【市内久々利地区】
㈱ 岩城

事業者名

営業所名
可児市柿下2番地1

住

所

電話番号
０５７４－６４－２３１５

奥村設備

可児市久々利891番地1

０５７４－６４－１２２８

【市内瀬田地区】

事業者名

営業所名

ハラダ工業

住

所

電話番号
０５７４－６３－２４１８

住

所

可児市瀬田568番地1

【御嵩町】
㈲ 三嶋設備工業所

事業者名

営業所名

可児郡御嵩町中2229番地の3

電話番号
０５７４－６７－０１２５

㈲ 丸善設備工業

可児郡御嵩町比衣435番地

０５７４－６７－３５０７

土屋管工設備

可児郡御嵩町伏見928番地

０５７４－６７－０５１６

岐東管財 ㈱

可児郡御嵩町中切1205番地

０５７４－６７－０６４０

村瀬興業㈱

可児郡御嵩町中1132番地3

０５７４－６７－３４７６

みなみやま水道工事店

可児郡御嵩町御嵩1822番地581

０５７４－６７－７４９８

羽賀水道設備

可児郡御嵩町中947番地3

０５７４－６７－４３４１

森下電工 ㈲

可児郡御嵩町上恵土251-2

０５７４－６８－１１３７

㈱ 御嵩重機建設

可児郡御嵩町比衣433番地

０５７４－６７－３１９７

生駒設備

可児郡御嵩町顔戸1013番地2

０５７４－６７－４５８２

㈲ 新井組

可児郡御嵩町御嵩635番地の1

０５７４－６７－２７３１

(同)弘倫

可児郡御嵩町中1284番地2

０５７４－５８－１０７５

【美濃加茂市】
㈱ 中嶋設備

事業者名

営業所名

美濃加茂市森山町三丁目12番10号

住

所

電話番号
０５７４－２５－２７７５

マルワ ㈱

美濃加茂市牧野2875番地

０５７４－２４－１６５０

㈱ 和泉

美濃加茂市加茂野町加茂野191番地の1

０５７４－２８－５４１１

㈲ 米田住宅設備

美濃加茂市下米田町西脇546番地

０５７４－２５－５１４６

㈲ 安田管工

美濃加茂市蜂屋町中蜂屋836番地

０５７４－２６－５６１０

㈲ フジ住設

美濃加茂市下米田町小山339番地の11

０５７４－２５－１９８１

㈲ 兼松管工

美濃加茂市深田町三丁目12番26号

０５７４－２６－６７１８

昇永住宅設備

美濃加茂市新池町三丁目3番25号

０５７４－２６－４０１８

伊藤設備

美濃加茂市西町6丁目283番地

０５７４－２６－９４１４

㈱ 佐合木材

美濃加茂市古井町下古井450番地の1

０５７４－２６－３１１１

木下設備工業

美濃加茂市下米田町今308番地

０５７４－２６－９４１５

ワタナベ設備 ㈲

美濃加茂市川合町一丁目15番地11号

０５７４－２６－２８８９

ＯＳ設備

美濃加茂市本郷町1丁目1番7号

０５７４－２５－０８２１

㈱梅田

美濃加茂市加茂野町鷹之巣2126番地2

０５７４－５４－２３６７

㈱ マルタ管工

美濃加茂市加茂野町加茂野711番地8

０５７４－２５－０１２８

㈱ 井戸設備工業

美濃加茂市本郷町9丁目5番5号

０５７４－２６－１９６６

省美設備

美濃加茂市本郷町7丁目6番85号

０５７４－２６－３６０２

㈱ 日進建設

美濃加茂市下米田町為岡88番地

０５７４－２５－９８９５

㈱日衛産業

美濃加茂市加茂野町木野993番地

０５７４－４２－９９０７

㈱ヨロズ工業

美濃加茂市蜂屋町下蜂屋67番地4

０５７４－６６－２８３３

桂川電機産業㈱

美濃加茂市加茂川町二丁目1番2号

０５７４－２６－３２２５

【加茂郡】

氏名又は名称

営業所名

住

所

電話番号

㈱ フジイ設備

加茂郡白川町黒川2330番地の6

０５７４－７７－１６９４

㈲ 本郷

加茂郡東白川村越原1024番地5

０５７４－７８－２７０５

加茂水道工業 ㈱

加茂郡川辺町中川辺83番地の1

０５７４－５３－４５８４

泉水道工業所

加茂郡八百津町野上827番地1

０５７４－４３－３１５３

㈲ 藤井浴槽設備

加茂郡川辺町福島205番地の5

０５７４－５３－６８２９

㈱ 土谷組

加茂郡八百津町八百津3321番地の12

０５７４－４３－００５２

㈲ 泉水道

加茂郡坂祝町酒倉1835番地の5

０５７４－２５－７６７２

栄伸福井設備㈱

加茂郡川辺町中川辺2番地の2

０５７４－５３－２７０６

㈱ 榊間石油

加茂郡白川町黒川209番地

０５７４－７７－２１５１

㈲ ナカシマ

加茂郡東白川村神土581番地の16

０７５４－７８－２０２１

㈲ 三品住宅設備

加茂郡川辺町中川辺994番地の1

０５７４－５３－２２７７

柿の木設備

加茂郡白川町上佐見3643番地

０５７４－７６－２０９４

㈲ 三光水道

加茂郡八百津町上牧野118番地の1

０５７４－４３－１５３４

㈲ マルセ

加茂郡七宗町上麻生2402番地

０５７４－４８－１０３１

㈱ アクア東海

加茂郡白川町水戸野761番地

０５７４－７２－１７７８

長谷川水務店

加茂郡八百津町伊岐津志1775-2

０５７４－４３－０３６０

㈲ 木原ｸﾞﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ

加茂郡八百津町野上983番地の1

０５７４－４３－４４４７

吉田金六商店

加茂郡川辺町中川辺1702

０５７４－５３－２１０９

㈲ イトウ管工

加茂郡八百津町和知2917番地

０５７４－４３－０５３４

スミ設備

加茂郡白川町黒川1716番地2

０５７４－７７－１３５４

安田建設 ㈱

加茂郡白川町上佐見131番地

０５７４－７６－２０４６

マルホ設備㈱

加茂郡坂祝町大針541番地2

０５７４－２８－５０５９

片桐設備

加茂郡川辺町西栃井1335番地1

０５７４－５３－２７２３

㈲中島プロパン

加茂郡七宗町神渕12331番地

０５７４－４６－１０３５

【多治見市】

事業者名

営業所名

住

所

電話番号

東濃設備工業 ㈱

多治見市錦町四丁目57番地

０５７２－２３－３５０１

白山工業 ㈱

多治見市音羽町五丁目8番地

０５７２－２２－９４０１

㈱ 佐分利商会

多治見市笠原町1545番地

０５７２－４３－３９８８

㈱ 秀和

多治見市池田町五丁目100番地

０５７２－２２－３８９４

㈱ 池田産業

多治見赤坂町六丁目2番地の98

０５７２－４４－９６６６

㈱ 大和設備

多治見市大畑町四丁目86番地

０５７２－２２－５４３０

㈱ 丸三ポンプ工業所

多治見市前畑町四丁目82番地の1

０５７２－２４－０４３２

宮嶋電機商会

多治見市姫町一丁目11番地

０５７２－２７－６６１１

㈱ ミヤジマ住設

多治見市本町二丁目14番地

０５７２－２３－０８６７

㈲ ウチダ水工舎

多治見市北丘町四丁目17番地の160

０５７２－２７－６２３７

度会住設

多治見市明和町二丁目20番地の51

０５７２－２７－６９６９

コウケン㈱

多治見市市之倉町12-279-1

０５７２－２５－７６４１

㈲ ﾋﾞｰｴﾙｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄ

多治見市旭ヶ丘九丁目31番地の11

０５７２－２０－０３１１

㈲ 三輪工務店

多治見市白山町四丁目48番地の1

０５７２－２２－１７０３

ハヤシ設備

多治見市大原町七丁目100番地の3

０５７２－２９－２１８５

佐藤厨房

多治見市本町三丁目75番地の3

０５７２－２２－０４６７

㈲ クツカケ設備

多治見市平和町八丁目51番地

０５７２－２２－９５７２

宏洋 ㈲

多治見市上野町四丁目12番地

０５７２－２５－０９７３

㈲ ダイ・ハウス

多治見市根本町十丁目167番地の2

０５７２－２７－６６３０

伊藤設備工業 ㈱

多治見市宝町十一丁目3番地の2

０５７２－２４－０１２７

イソムラ設備

多治見市月見町1丁目34番地

０５７２－２６－８１２３

イナガキ工業 ㈱

多治見市赤坂町一丁目90番地の3

０５７２－２３－０３３５

㈲ 丸勝ポンプ

多治見市旭ヶ丘５丁目２４番地

０５７２－２７－２３２６

Ｐrecious(プレシャス)

多治見市小名田町西ケ洞１－１３７

０５７２－２３－１３１５

東鉄商事㈱

多治見市平和町1丁目163番地

０５７２－２２－８６４４

㈲サカエ工業

多治見市京町3丁目115番地

０５７２－２３－５８１９

㈱ナイキ

多治見市笠原町4351番地

０５７２－５６－１２８７

【可児市及び近隣以外の県内】

事業者名

営業所名

住

所

電話番号

五十嵐工業 ㈱

中津川市茄子川2077番地の8

０５７３－６８－２１６１

㈱ 長沼水道工業所

関市宝山町62番地

０５７５－２２－０２０５

丸共管工 ㈱

各務原市那加前洞新町四丁目89番地

０５８－３８３－４３３６

イワタニ東海㈱

羽島市新生町一丁目15番地

０５８－３９２－８９９８

㈱ 三戸建設

土岐市土岐口北町三丁目10番地

０５７２－５５－２６７５

美濃冷暖 ㈱

土岐市土岐口南町三丁目25番地

０５７２－５５－５３５２

安藤設備工業 ㈱

瑞浪市薬師町2丁目46番地

０５７２－６７－１１６１

石田水道 ㈱

各務原市鵜沼羽場町一丁目172番地の1

０５８－３８４－０３１２

石原設備

関市春里町三丁目1番5号

０５７５－２３－０２２９

㈲ 丸長設備工業

関市上白金1159番地の1

０５７５－２８－３２４３

㈲ マスヤ設備工業

関市中之保4468番地の2

０５７５－４９－３０２６

㈲ 早川水道工業

関市明生町五丁目1番6号

０５７５－２２－２８９５

㈲ 葵設備工業

土岐市土岐津町土岐口1372番地の90

０５７２－５４－６１６１

㈲ アテインムライ

関市春里町二丁目1番33号

０５７４－５４－３８３１

協栄設備工業 ㈱

岐阜市茜部中島一丁目62番地の2

０５８－２７１－２５７９

三和住宅設備 ㈱

関市倉知3027番地の1

０５７５－２４－０８８５

東海住宅設備 ㈱

土岐市泉町久尻32番地の8

０５７２－５４－３３８１

㈲ テクニカル水野

岐阜市北一色四丁目14番31号

０５８－２４７－３７２８

㈲ 早川水道

下呂市乗政885番地

０５７６－２６－２６８８

㈱ 猪野設備

土岐市土岐津町土岐口2255番地の197

０５７２－５４－３８３５

徳田鉄工 ㈱

土岐市妻木町2069番地1

０５７２－５７－８９１１

㈲ 安藤管工

瑞浪市陶町水上127番地

０５７２－６５－３０４０

㈱ 山中工務店

美濃市生櫛657番地の5

０５７５－３３－１５１０

㈲ 笹本設備

各務原市鵜沼朝日町四丁目165番地

０５８－３７９－５０６１

Ⅰ設備

瑞浪市和合町二丁目8番地

０５７２－６８－７７７３

㈱ 桐山

岐阜市岩崎3丁目2番地6

０５８－２３６－１０３０

㈱ 永井設計工務

土岐市泉町河合857番地の2

０５７２－５４－５７２７

鍛冶忠 ㈲

中津川市阿木6番地の1

０５７３－６３－２０３０

㈲ 西部設備

関市中之保3668番地1

０５７５－４９－３０３６

㈱ 井口設備

中津川市駒場1156番地の134

０５７３－６５－５５４５

㈲ 関口商店

中津川市福岡978番地の1の7

０５７３－７２－２２１７

大誠設備

土岐市下石町364番地の17

０５７２－５７－５８８０

㈲ 東海ｴｱｺﾝ設備ｾﾝﾀｰ

各務原市蘇原新栄町一丁目79番地の3

０５８－３８２－８４３３

ミリオン電工 ㈱

中津川市手賀野647番地の6

０５７３－６６－５２４５

㈱ 澤田管工

恵那市長島町中野358番地の6

０５７３－２５－３２６２

エスエスケイ ㈱

中津川市苗木1835番地

０５７３－６４－８８８５

錦設備

中津川市福岡1184番地

０５７３－７２－２９４７

㈱ 西武管商

岐阜市宇佐南3丁目5番18号

０５８－２６８－６４４０

㈲ 恵南住宅設備

恵那市明智町1641番地の1

０５７３－５４－２０９４

㈱ 大島電気工事

土岐市鶴里町柿野2474番地

０５７２－５２－２２６６

山田設備工業

関市下白金140番地

０５７５－２８－５９７５

㈱ 山口工務店

美濃市1335番地

０５７５－３３－３１３１

イケダ設備

土岐市妻木町3009番地43

０５７２－５７－８４７７

安藤設備

土岐市泉町大富939番地の10

０５７２－５４－９４９６

松村工業 ㈱

岐阜市薮田東１丁目６番５号

０５８－２７１－３９１２

㋑電気工事店

恵那市明智町1408－１

０５７３－５４－３１２３

㈲ 馬瀬水道

下呂市馬瀬中切1402番地

０５７６－４７－２６０７

関メンテナンス

関市十六所１５番地１５２

０５７５－２３－１８８２

吉田設備㈱

土岐市妻木町1895番地の1

０５７２－５７－２４２７

Ｓ・Ａ・Ｎライフ㈱

岐阜市高田3丁目９番６号

０５８－２４０－３０２４

㈱ 浅乃設備

岐阜市東改田字再勝62番地１

０５８－２１４－４２０１

㈱鐘芳商会

下呂市萩原町萩原1487番地1

０５７６－５２－１４１７

㈱飛躍

恵那市長島町中野字六反田464番17

㈱堀内工業

関市下白金364番地1

０５７５－２８－２８８０

㈱日創

岐阜県本巣市温井97番1

０５８－３２４－８０７１

㈱鈴建設備

各務原市蘇原申子町2丁目57番地1

０５８－３８３－２１１７

㈲東海プロモア

岐阜市前一色一丁目10番15号

０５８－２００－０５９６

㈱シンシア

瑞浪市西小田町一丁目155番地の2

０５７２－６８－０５５５

㈲アイカリビングサービス

羽島郡笠松町円城寺894番地1

０５8－２１８－３０２０

０９０－７６７４－３２４０

【県外】

事業者名

営業所名

住

所

電話番号

㈱ 石原水道

海部郡蟹江町大字須成字市場1331番地

０５６７－９５－０５１６

㈱ 金沢設備

愛知県一宮市木曽川町里小牧字渡瀬24番地

０５８６－８６－４０４８

㈱ 城東設備

愛知県犬山市大字前原字北中根3番地2

０５６８－６５－１２２７

㈱ 水野設備

愛知県犬山市字巾廻り30番地の2

０５６８－６７－２５３４

㈱ 伊勢志摩産業

三重県伊勢市村松町1368番地13

０５９６－３７－５６６６

㈱ クラシアン

横浜市港北区新横浜1丁目2番地1

０５８－２７７－６２７３

㈲ 東陽設備工業

愛知県瀬戸市品野町四丁目200番地

０５６１－４１－０９２７

㈱ レクト

大阪市西区立売堀一丁目7番12号9F

０６－６５３２－２０２２

㈱ イースマイル

大阪市中央区瓦屋町三丁目7番3号 ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ

０６－７７３９－２５２５

善勝 ㈲

愛知県津島市元寺町2丁目40番地

０５６７－２２－５２００

名古屋サービス
三菱電機システムサービス㈱ ステーション
名古屋市東区矢田南5-1-14

０５２－７２３－８５６０

㈱アクアライン

広島県広島市中区上八丁堀8番8号 第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F

０８２－５０２－６６４４

大阪府吹田市内本町三丁目28番10号

０６－６１５５－５５７０

名古屋市西区野南町57番地

０５２－５０３－１１３１

㈱イトウ

愛知県犬山市羽黒栄四丁目3番地1

０５６８－６５－７２０８

前田工業

愛知県犬山市もえぎヶ丘一丁目26番地

０５６８－９０－２８６３

ミズウィズ

愛知県尾張旭市緑町緑ケ丘123番地75

０１２０－５４２－２０８

㈱Ｎ-Ｖｉｓｉｏｎ

広島県広島市中区鶴見町8丁目57号

０８２－２７５－５２２７

㈱タカギ

北九州市小倉南区石田南二丁目4番1号

０９３－９６２－０９４１

㈱エイト

名古屋市中川区横前町58番地

０５２―４６２―９９５０

水道サービス アクア

愛知県瀬戸市萩殿町1丁目33番地 ｺﾝﾌｫｰﾄ瀬戸E-101

０５６８－３６－８６５５

㈱Good performance

名古屋市港区小碓二丁目176番地

０１２０－９４７－９４３

㈱西日本設備
㈱アクアテクノス

名古屋営業所

