
奈義町排水設備指定工事店一覧
　　　　　R5.3.8現在

地域 排水設備指定工事店名 〒 営業所住所 ＴＥＬ FAX

株式会社森藤工業 708-1314 勝田郡奈義町荒内西130-2 （0868）36-5864 （0868）36-6486

岡原建設 708-1312 勝田郡奈義町柿992 （0868）36-2847 （0868）20-1071

森安建設株式会社 708-1312 勝田郡奈義町柿4-1 （0868）36-3308 （0868）36-3376

有限会社富坂設備工業 708-1305 勝田郡奈義町行方395 （0868）36-4598 （0868）36-8328

トミデン 708-1305 勝田郡奈義町行方118-2 （0868）36-2453 （0868）36-3453

株式会社エーアンドエム 708-1307 勝田郡奈義町高円1920-1 （0868）36-2011 （0868）36-2014

株式会社芦田建設 708-1325 勝田郡奈義町滝本49 （0868）36-2660 （0868）36-6757

有限会社大内電器 708-1325 勝田郡奈義町滝本1614 （0868）36-5158 （0868）36-5858

有限会社三榮建装 708-1323 勝田郡奈義町豊沢595 （0868）36-2222 （0868）36-2324

有限会社スイチホームガス 708-1323 勝田郡奈義町豊沢255-1 （0868）36-3147 （0868）36-6664

小童谷設備 708-1313 勝田郡奈義町中島東995-1 （0868）36-3092

高取設備 708-1321 勝田郡奈義町宮内542 （0868）36-2534 （0868）36-2595

株式会社いざなぎ創林 708-1307 勝田郡奈義町高円1573-1 （0868）36-7890 （0868）36-7891

誠和設備 709-4331 勝田郡勝央町植月北2528 （0868）38-7030 （0868）38-7415

株式会社ミヨシ 709-4331 勝田郡勝央町植月北1510 （0868）38-2314 （0868）38-6418

水島建設株式会社 709-4335 勝田郡勝央町植月中2830-2 （0868）38-5168 （0868）38-6544

有限会社大谷工業 709-4316 勝田郡勝央町勝間田735-1 （0868）38-2002 （0868）38-2796

株式会社佐保建設 709-4316 勝田郡勝央町勝間田733-1 （0868）38-5363 （0868）38-6398

宮本建設株式会社 709-4303 勝田郡勝央町豊久田126-1 （0868）38-4543 （0868）38-2211

水島土建株式会社 709-4314 勝田郡勝央町東吉田43-2 （0868）38-4158 （0868）38-3239

有限会社春名材木店 707-0412 美作市古町1359-1 （0868）78-3776 （0868）78-4810

株式会社末元住宅設備 709-4236 美作市川北671-2 （0868）75-0256 （0868）75-1768

岡本電気水道工事株式会社 707-0036 美作市北原73-5 （0868）72-1314 （0868）72-6165

有限会社イマダ 707-0025 美作市栄町45 （0868）72-0253 （0868）72-6346

株式会社衣笠電水工業 707-0025 美作市栄町124-1 （0868）72-1433 （0868）72-1434

ハルナ設備 707-0021 美作市楢原中558-1 （0868）72-3770

有限会社横尾設備 707-0022 美作市楢原上521 （0868）72-1310 （0868）72-1365

佐藤建設株式会社 707-0004 美作市入田247-1 （0868）72-3434 （0868）72-6292

絹田建設株式会社 707-0121 美作市長谷内235 （0868）77-0564 （0868）77-0514

株式会社アズマ設備 707-0113 美作市真加部319-1 （0868）77-1601 （0868）77-1601

美作建設株式会社 707-0113 美作市真加部368 （0868）77-0523 （0868）77-0405

有限会社真殿製材所 707-0203 美作市真殿2932-2 （0868）77-2238

池田設備 701-2605 美作市奥1009 (0868)74-2903 (0868)74-2903

有限会社新生電気水道設備 708-0342 苫田郡鏡野町薪森原150-8 （0868）54-1183 （0868）54-1186

株式会社中西工業所 708-0366 苫田郡鏡野町馬場772 （0868）54-0063 （0868）54-3982

美津吉商事株式会社 708-0883 津山市一方194 （0868）23-2254 （0868）23-7820

末沢建設株式会社 708-1126 津山市押入1219-7 （0868）26-7373 （0868）26-1214

株式会社高橋ポンプ設備工業 708-1126 津山市押入566-1 （0868）26-1663 （0868）26-3898

株式会社勝山組 708-0002 津山市上河原517-6 （0868）22-4770 （0868）22-4941
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有限会社妹尾住宅機器 708-0002 津山市上河原236-6 （0868）23-3798 （0868）23-1950

株式会社津山ガスセンター 708-0002 津山市上河原171-1 （0868）23-5211 （0868）23-2771

松岡設備 708-0002 津山市上河原403-1 （0868）31-2557 （0868）31-2558

マルセツ工業 708-0801 津山市上横野1991-2 （0868）27-3156 （0868）27-3156

有限会社宮岡設備 708-0801 津山市上横野157-2 （0868）27-0821 （0868）27-0732

有限会社あおやぎ住宅 709-3915 津山市加茂町青柳882 （0868）42-3382 （0868）42-4448

株式会社平井組 709-3921 津山市加茂町公郷1616 （0868）42-2158 （0868）42-3391

株式会社美作開発 709-3921 津山市加茂町公郷1617 （0868）42-7020 （0868）42-7021

有限会社雅水道設備 709-3933 津山市加茂町行重1970 （0868）42-3445 （0868）42-3439

株式会社中電工　津山営業所 708-0841 津山市川崎字中河原1957-3 （0868）26-0111 （0868）26-6629

東部水道工業株式会社 708-0841 津山市川崎554-26 （0868）26-1718 （0868）26-6624

株式会社イーテック 708-0842 津山市河辺1126-2 （0868）35-2407 （0868）35-2403

有限会社中塚電器 708-0842 津山市河辺1035-5 （0868）26-1828 （0868）26-1746

田村工務店株式会社 709-4624 津山市桑上21-1 （0868）57-2456 （0868）57-2618

タカラ産業株式会社 708-0843 津山市国分寺118-4 （0868）26-0155 （0868）26-3637

株式会社中島設備 708-1123 津山市下高倉西823-4 （0868）29-1490 （0868）29-3533

有限会社田渕管工 708-0012 津山市下田邑489 （0868）28-1144 （0868）28-5520

有限会社ヨコベ設備 708-1113 津山市田熊917-2 （0868）29-0072 （0868）29-4730

清原電気水道工業株式会社 708-0854 津山市中原65-1 （0868）26-4931 （0868）26-4814

株式会社ユーホーム 708-1222 津山市西中329-1 （0868）36-4372 （0868）36-4498

全管工株式会社 708-0836 津山市林田町8-1 （0868）22-6553 （0868）22-6563

有限会社津山技研空調 708-0814 津山市東一宮1233-3 （0868）27-7177 （0868）27-2200

株式会社平田工業 708-1212 津山市安井242-3 （0868）29-7857 （0868）29-7857

株式会社平田コーポレーション 708-1212 津山市安井287 （0868）29-1406 （0868）29-3658

成好設備工業株式会社 708-0004 津山市山北621-17 （0868）22-4146 （0868）22-4148

株式会社　和企画 708-0007 津山市総社439-1 (0868)32-8753 (0868)32-8754

津山設備株式会社 708-0001 津山市小原281-1 (0868)24-5550 (0868)24-8322

有限会社松本防災工業 708-0862 津山市横山583-3 （0868）32-1788 （0868）32-1789

津山サービス株式会社 708-0002 津山市上河原232-16 (0868)22-6569 (0868)23-4035

美咲町 はちまる設備 708-1543 久米郡美咲町書副650-2 080-6322-5384

真庭市 有限会社タカタ配管工業 719-3201 真庭市久世1984-1 （0867）42-1556 （0867）42-1308

山陽技研株式会社 700-0941 岡山市北区青江4-8-1 （086）231-0248 （086）222-7824

株式会社中村水道サービス 700-0847 岡山市北区山科町70-6 （086）201-0559 （086）201-0569

株式会社上下水道センター岡山営業所 700-0942 岡山市南区豊成3-23-30 (0862)39-8802 (0862)39-8803

早島町 積水ハウス建設中国四国株式会社岡山支店 701-0304 都窪郡早島町早島4962-38 （086）480-1600 （086）480-1900

倉敷市 株式会社船倉建設工業 710-0038 倉敷市新田2477-1 （086）425-1132 （086）425-1182
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