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地区別 地域別 指定番号 住　　　所 電  話 FAX

中津川 中津川 200 （有） エビス建築事務所 岐阜県中津川市中津川３２５０－２ 0573-65-5406 0573-65-5418

中津川 中津川 146 （有） コスモ設備コンサルタント 岐阜県中津川市本町２－１－１７ 0573-66-7920 0573-66-7940

中津川 中津川 83 近藤管工 岐阜県中津川市中川町４－４３ 0573-66-0203 0573-66-0203

中津川 中津川 228 旭総業 岐阜県中津川市新町6-18 090-7618-7158 0573-67-4660

中津川 中津川 72 （株） 成栄建設 岐阜県中津川市中津川９４８ 0573-65-2082 0573-65-2087

中津川 中津川 35 タグチ水道工業 岐阜県中津川市中津川１０２６－５ 0573-66-2421 0573-66-5038

中津川 中津川 192 （有） タケイ電器 岐阜県中津川市中津川２９７５－１ 0573-65-5377 0573-65-3188

中津川 中津川 145 （株） タモテック 岐阜県中津川市中津川２３６４－１８４５ 0573-62-1062 0573-62-1065

中津川 中津川 1 （株） 角田工業所 岐阜県中津川市小川町２－５６ 0573-65-5185 0573-66-1211

中津川 中津川 51 （有） 遠山電器 岐阜県中津川市中一色町３－３１ 0573-66-3187 0573-64-9337

中津川 中津川 191 （有） 菱小小木曽商店 岐阜県中津川市本町１－４－１２ 0573-66-5656 0573-65-7538

中津川 手賀野 15 （有） 岡庭設備燃料 岐阜県中津川市手賀野４５８－３ 0573-65-4557 0573-65-6330

中津川 手賀野 231 Hara S＆M Service 岐阜県中津川市手賀野１７４－６９ 0573-67-7607 0573-67-7606

中津川 手賀野 87 ミリオン電工 （株） 岐阜県中津川市手賀野６４７－６ 0573-66-5245 0573-66-5205

中津川 駒場 4 （株） 井口設備 岐阜県中津川市駒場１５５６－１３４ 0573-65-5545 0573-66-8117

中津川 駒場 3 酒井水道 （株） 岐阜県中津川市駒場１３２２－１ 0573-65-3632 0573-65-4384

中津川 駒場 204 水道屋のサカイ 岐阜県中津川市駒場４０２－１０５ 0573-66-9367 0573-66-9367

中津川 駒場 11 太陽プロパン （株） 岐阜県中津川市駒場１２９０－２ 0573-66-5757 0573-66-5758

中津川 駒場 36 （株） 中津電業社 岐阜県中津川市駒場１５０９－７８ 0573-66-6007

中津川 落合 5 恵曽水工 （株） 岐阜県中津川市落合７１５－１ 0573-69-4131 0573-69-4132

中津川 落合 37 中菱建材 （株） 岐阜県中津川市落合２８０５－１ 0573-69-3358 0573-69-4953

中津川 落合 31 冨士設備工業 （有） 岐阜県中津川市落合３１１－５ 0573-69-3363 0573-69-3814

中津川 落合 13 （株） みなとや 岐阜県中津川市落合８３７－５ 0573-69-3130 0573-69-4041

中津川 苗木 12 池戸設備工業 （株） 岐阜県中津川市苗木４５８７－３３ 0573-67-2243 0573-67-2560

中津川 苗木 107 伊東設備 岐阜県中津川市苗木４８２７－９０７ 0573-67-2622 0573-67-2622

中津川 苗木 166 エスエスケイ （株） 岐阜県中津川市苗木１８３５ 0573-64-8885 0573-64-8886

中津川 苗木 177 加地設備 岐阜県中津川市苗木４６１８－８７ 0573-67-2692

中津川 苗木 211 Yui設備コンサルタント 岐阜県中津川市苗木６７１２ 0573-67-2059 052-308-1885

中津川 苗木 219 クマザワ　SKY 岐阜県中津川市苗木３７３２－１６ 0573-65-6501 0573-65-3662

中津川 瀬戸 70 （有） ライフモア三井 岐阜県中津川市瀬戸１３８７－１４ 0573-65-2181 0573-65-2738

中津川 千旦林 21 （有） エイチ･エス鈴木商会 岐阜県中津川市千旦林１０１０－１１ 0573-68-3692 0573-68-6092

中津川 千旦林 73 川部設備 岐阜県中津川市千旦林１６２１－１３４ 0573-68-6490 0573-68-6490

中津川 千旦林 19 （有） マブチ設備 岐阜県中津川市千旦林１７０７－２４ 0573-68-3157 0573-68-5837

中津川 千旦林 173 （有） 森井建設 岐阜県中津川市千旦林１６３２－１５ 0573-68-5795

中津川 千旦林 201 （株） 幸匠功業 岐阜県中津川市千旦林４９８－１６ 0573-67-9790 0573-67-9790

中津川 茄子川 6 五十嵐工業 （株） 岐阜県中津川市茄子川２０７７－８ 0573-68-2161 0573-68-2197

中津川 茄子川 28 サン・ホーム・サービス 岐阜県中津川市茄子川１６１９－６ 0573-78-0173 0573-78-0173

中津川 茄子川 17 三和建設 （株） 岐阜県中津川市茄子川２０７７－１８４ 0573-68-3101 0573-68-3120

中津川 阿木 2 鍛冶忠 （有） 岐阜県中津川市阿木６－１ 0573-63-2030 0573-63-3247

中津川 阿木 169 （株） 佐々木工務店 岐阜県中津川市阿木９－２ 0573-63-2236

中津川 阿木 10 保母興産 （株） 岐阜県中津川市阿木８－１ 0573-63-2036 0573-63-3050

山口 山口 108 乙姫建設 （株） 岐阜県中津川市山口３０５８－１ 0573-75-4388 0573-75-3435

坂下 坂下 74 坂下建設 （株） 岐阜県中津川市坂下９５３－６ 0573-75-2214 0573-75-2019

坂下 坂下 56 ハラ建設 （株） 岐阜県中津川市坂下２４９６－２ 0573-75-2511 0573-75-4438

坂下 坂下 112 （有） 原設備 岐阜県中津川市坂下４２４０－１－１－２ 0573-75-2780 0573-75-2144

坂下 坂下 84 マルサンポンプ店 岐阜県中津川市坂下７４８－４ 0573-75-2303 0573-75-5076

加子母 加子母 119 島崎 （株） 岐阜県中津川市加子母２８１９－１ 0573-79-2384 0573-79-3262

加子母 加子母 30 （有） 土川設備工業 岐阜県中津川市加子母４４６９－５ 0573-79-2116 0573-79-2743

加子母 加子母 32 （株） 中島工務店 岐阜県中津川市加子母１００５ 0573-79-3131 0573-79-3214

加子母 加子母 132 ミナミ 岐阜県中津川市加子母４８５９－１ 0573-79-2410

加子母 加子母 66 （有） 安江設備 岐阜県中津川市加子母４４７１－５ 0573-79-3220 0573-79-3232

加子母 加子母 77 ヤマカ住設サービス 岐阜県中津川市加子母４３５０ 0573-79-2020 0573-79-2068

付知 付知 29 （有） 伊藤住設 岐阜県中津川市付知町３９７８－１ 0573-82-2156 0573-82-4756

付知 付知 18 （株） 加地工務店 岐阜県中津川市付知町６０５４ 0573-82-4131 0573-82-4388

付知 付知 98 こうのや水工 岐阜県中津川市付知町１０３８７ 0573-82-4463 0573-82-4877
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付知 付知 187 小南　雅規 岐阜県中津川市付知町１８１６ 0573-82-2905 0573-82-2905

付知 付知 54 坪井住設 岐阜県中津川市付知町１１７８４－３ 0573-82-3984 0573-82-5058

付知 付知 92 にしお設備 岐阜県中津川市付知町１０７８９－１ 0573-82-4774 0573-82-4774

付知 付知 64 早川住設店 岐阜県中津川市付知町６８５０－３ 0573-82-3930 0573-82-3930

付知 付知 90 （株） 早川設備土木 岐阜県中津川市付知町９９７１－５ 0573-82-2626 0573-82-2985

付知 付知 59 （有） 深谷設備 岐阜県中津川市付知町３８２３－２ 0573-82-3646 0573-82-4475

付知 付知 115 （株） 吉村石油店 岐阜県中津川市付知町７６６６－２ 0573-82-2161 0573-82-3141

付知 付知 180 （株） ワタル水道 岐阜県中津川市付知町６２５０－１ 0573-83-1036

福岡 福岡 16 （株） アイワ設備 岐阜県中津川市福岡１０２７－１ 0573-72-5050 0573-72-5588

福岡 福岡 123 （株） 岡山工務店 岐阜県中津川市福岡６８５－１ 0573-72-2100 0573-72-2140

福岡 福岡 43 志津建設 （株） 岐阜県中津川市下野１１８ 0573-72-3131 0573-72-3750

福岡 福岡 78 （有） 関口商店 岐阜県中津川市福岡９７８－１７ 0573-72-2217 0573-72-5253

福岡 福岡 139 東濃建設 （有） 岐阜県中津川市福岡５４２ 0573-72-3724 0573-72-5870

蛭川 蛭川 85 磯部設備 岐阜県中津川市蛭川１６４８－１ 0573-45-2540 0573-45-2540

蛭川 蛭川 42 西山建設 （株） 岐阜県中津川市蛭川２４５５－２ 0573-45-2129 0573-45-3199

蛭川 蛭川 208 　 丸田屋商店 岐阜県中津川市蛭川２１７９－５ 0573-45-2030 0573-45-2069

蛭川 蛭川 91 山田商店 岐阜県中津川市蛭川１１２０－４ 0573-45-2052 0573-45-3321

蛭川 蛭川 218 （株） LIFE　LINE　SYSTEM　 岐阜県中津川市蛭川２１５５－８ 0573-22-9895 0573-22-9896

市外 恵那市 194 あんしんホームガス （株） 岐阜県恵那市明智町４７４－２ 0573-54-4586 0573-54-4587

市外 恵那市 175 梅村設備 岐阜県恵那市山岡町田沢２７８０－１ 0573-56-2333

市外 恵那市 111 江頭水道 岐阜県恵那市笠置町毛呂窪１５２８－６ 0573-27-3930 0573-27-3930

市外 恵那市 22 （株） 奥山水道設備工業 岐阜県恵那市大井町２１９４－３４ 0573-25-3307 0573-25-9109

市外 恵那市 167 （株） 可知工務店 岐阜県恵那市大井町２４１５ 0573-26-3453

市外 恵那市 124 （有） 可知水道 岐阜県恵那市長島町中野３９６ 0573-26-1388 0573-25-2986

市外 恵那市 151 （有） 加藤重機 岐阜県恵那市長島町中野１０４３－１ 0573-25-5023 0573-25-5023

市外 恵那市 156 くらしの東栄 岐阜県恵那市大井町２０８７－８ 0573-26-0810

市外 恵那市 75 （有） 恵南住宅設備 岐阜県恵那市明智町１６４１－１ 0573-54-2094 0573-54-4224

市外 恵那市 46 （株） 澤田管工 岐阜県恵那市長島町中野３５８－６ 0573-25-3262 0573-26-4551

市外 恵那市 190 （株） 秀建工業 岐阜県恵那市大井町字観音寺２６９５－４２４ 0573-26-1490 0573-25-7477

市外 恵那市 82 田口建設 （株） 岐阜県恵那市長島町久須見１７９５ 0573-28-1479 0573-28-2477

市外 恵那市 199 田代水道 岐阜県恵那市岩村町２８１－２ 0573-43-2887 0573-43-2887

市外 恵那市 202 （株） 飛躍 岐阜県恵那市長島町中野４６４－１７ 090-7674-3240

市外 恵那市 133 （有） ツゲ設備 岐阜県恵那市大井町２７１１－７８ 0573-26-4101 0573-26-4130

市外 恵那市 198 （有） 東濃コスギ住建 岐阜県恵那市明智町東方６７３－２－１ 0573-54-3766 0573-54-4624

市外 恵那市 58 （株） 西尾管工業 岐阜県恵那市長島町久須見１０９２－７ 0573-25-2296 0573-25-5020

市外 恵那市 196 西尾営繕 岐阜県恵那市岩村町２２９ 0573-43-4529 0573-43-4529

市外 恵那市 213 林設備 岐阜県恵那市武並町竹折１６９２ 0573-28-3306 0573-28-3306

市外 恵那市 171 堀井電気商会 岐阜県恵那市串原中沢５１５０ 090-2264－3662

市外 恵那市 185 （株） 山岡ハウジング 岐阜県恵那市山岡町上手向１２１９ 0573-56-2419 0573-56-2579

市外 恵那市 125 ヤマモトエナジー販売 （株） 岐阜県恵那市大井町１２１３－１ 0573-26-2151 0573-29-2127

市外 可児市 189 （株） アイギ 岐阜県可児市今渡１６１９－３９ 0574-63-4437 0574-63-4434

市外 可児市 183 市原産業 （株） 岐阜県可児市川合２７４９－９ 0574-62-3926 0574-62-6083

市外 川辺町 174 （有） 藤井浴槽設備 岐阜県加茂郡川辺町福島２０５－５ 090-1623-3964

市外 岐阜市 209 （株） 浅乃設備 岐阜県岐阜市東改田字再勝６２－１ 058-214-4201 058-214-4202

市外 岐阜市 224 (有) 東海プロモア 岐阜県岐阜市前一色１-１０-１５ 058-200-0596 058-200-4028

市外 下呂市 128 今井設備工業 （株） 岐阜県下呂市少ケ野６４１－１ 0576-25-2811 0576-25-4770

市外 下呂市 101 （株） 鐘芳商会 岐阜県下呂市萩原町１４８７－１ 0576-52-1417 0576-52-1485

市外 下呂市 188 （株） スミヨシ設備 岐阜県下呂市萩原町羽根１０８ 0576-52-1678 0576-52-2055

市外 下呂市 135 （株） 高瀬鐵工 岐阜県下呂市森８２６－２３ 0576-25-2517 0576-25-2489

市外 下呂市 220 （株） ナンピ 岐阜県下呂市森１６９５－４ 0576-24-1772 0576-25-5531

市外 下呂市 127 （有） 早川水道 岐阜県下呂市乗政８８５ 0576-26-2688 0576-26-2988

市外 下呂市 195 （有） 馬瀬水道 岐阜県下呂市馬瀬中切１４０２ 0576-47-2607 0576-47-2627

市外 下呂市 130 （有） 村上設備 岐阜県下呂市萩原町宮田１８３２－５ 0576-55-0678 0576-55-0898

市外 下呂市 225 （有） 森水道工業所 岐阜県下呂市湯之島３２４－５ 0576-25-2256 0576-24-1504

市外 下呂市 221 （株） 世歩設備 岐阜県下呂市森３３５２－７ 090-5115-1719

市外 白川町 53 （株） フジイ設備 岐阜県加茂郡白川町黒川２３３０－６ 0574-77-1694 0574-77-2186

市外 白川町 179 （株） 冨士屋商店 岐阜県加茂郡白川町河岐７２０ 0574-72-1090 0574-72-1332

岐阜県
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市外 関市 215 （株） オザキ 岐阜県関市小瀬字庄西６５８－２ 0575-23-1372 0575-23-1367

市外 多治見市 81 （株） 池田産業 岐阜県多治見市赤坂町６－２－９８ 0572-44-9666 0572-44-9667

市外 多治見市 229 イソムラ設備 岐阜県多治見市月見町１丁目３４番地 0572-26-8123 0572-26-8145

市外 多治見市 79 イナガキ工業 （株） 岐阜県多治見市赤坂町１－９０－３ 0572-23-0335 0572-23-0341

市外 多治見市 80 宏洋 （有） 岐阜県多治見市上野町４－１２ 0572-25-0973 0572-25-0973

市外 多治見市 134 （株） 秀和 岐阜県多治見市池田町５－１００ 0572-22-3894 0572-22-2823

市外 多治見市 157 （株） 大和設備 岐阜県多治見市大畑町４－８６ 0572-22-5430 0572-24-3236

市外 多治見市 205 東濃設備工業 （株） 岐阜県多治見市錦町４－５７ 0572-23-3501 0572-24-1074

市外 多治見市 193 中日本産業（多治見営業所） （株） 岐阜県多治見市弁天町２－１４ 0572-24-7089 0572-24-5026

市外 多治見市 203 （有） ビーエルシステムサポート 岐阜県多治見市旭ヶ丘９－３１－１１ 0572-20-0311 0572-20-0312

市外 多治見市 99 （株） 丸三ポンプ工業所 岐阜県多治見市前畑町４－８２－１ 0572-24-0432 0572-24-2033

市外 多治見市 44 （株） ミヤジマ住設 岐阜県多治見市本町２－１４ 0572-23-0867 0572-24-2454

市外 土岐市 178 （有） Aoi 岐阜県土岐市土岐津町土岐口１３７２－９０ 0572-54-6161 0572-54-8678

市外 土岐市 197 イケダ設備 岐阜県土岐市妻木町３００９－４３ 0572-57-8477 0572-57-8682

市外 土岐市 184 （株） 大島電氣工事 岐阜県土岐市鶴里町柿野２４７４ 0572-52-2266 0572-52-2140

市外 土岐市 24 東海住宅設備 （株） 岐阜県土岐市泉町久尻３２－８ 0572-54-3381 0572-54-8098

市外 土岐市 106 永井設計工務 岐阜県土岐市泉町河合８５７－２ 0572-54-5727 0572-54-1263

市外 土岐市 168 美濃冷暖 （株） 岐阜県土岐市土岐口南町３－２５ 0572-55-5352

市外 羽島市 232 （有） アイカリビングサービス 岐阜県羽島郡笠松町円城寺894-1 058-218-3020 058-218-3021

市外 東白川村 155 桂川設備店 岐阜県加茂郡東白川村越原９１３－１ 0574-78-2561

市外 東白川村 136 （有） 本郷 岐阜県加茂郡東白川村越原１０２４－５ 0574-78-2705 0574-78-3141

市外 瑞浪市 60 安藤設備工業 （株） 岐阜県瑞浪市和合町１－８３ 0572-67-1161 0572-67-1162

市外 瑞浪市 181 景山設備 岐阜県瑞浪市陶町猿爪７０４ 0572-65-2640 0572-65-4078

市外 瑞浪市 33 （有） 加納設備 岐阜県瑞浪市明世町戸狩３０１－１ 0572-67-3714 0572-67-3992

市外 瑞浪市 230 （株） シンシア 岐阜県瑞浪市西小田町１丁目１５５番地の２ 0572-68-0555 0572-68-0266

市外 瑞浪市 212 鈴村住設サービス 岐阜県瑞浪市南小田町１－６７ 0572-68-7623 0572-68-7623

市外 瑞浪市 142 （有） 古田設備 岐阜県瑞浪市釜戸町１０６９－２３０３ 0572-63-2673 0572-63-3460

市外 御嵩町 186 みなみやま水道工事店 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１８２２－５８１ 0573-67-7498 0573-67-7499

市外 美濃加茂市 144 （株） 和泉 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野１９１－１ 0574-28-5411 0574-28-5455

市外 美濃加茂市 138 マルワ （株） 岐阜県美濃加茂市牧野２８７５ 0574-24-1650 0574-24-1651

市外 美濃加茂市 207 ㈱ 中嶋設備 岐阜県美濃加茂市森山町３丁目１２番１０号 0574-25-2775

市外 美濃加茂市 217 (有) 米田住宅設備 岐阜県美濃加茂市下米田町西脇５４６番地 0574-25-5146 0574-25-0282

市外 美濃加茂市 223 ㈱ 井戸設備工業 岐阜県美濃加茂市本郷町９丁目５番５号 0574-26-1966 0574-27-3381

市外 飯田市 206 飯田工業 （株） 長野県飯田市羽場坂町２３５０－４ 0265-22-6346 0265-52-6098

市外 大桑村 27 （株） 晃仙設備 長野県木曽郡大桑村野尻１９３ 0264-55-2371 0264-55-2291

市外 大桑村 95 （有） 平田管業店 長野県木曽郡大桑村大字殿１－２ 0264-55-3053 0264-55-3216

市外 南木曽町 39 （有） 志泉設備 長野県木曽郡南木曽町吾妻３６６３ 0264-58-2763

市外 港区 227 （株） キンライサー 東京都港区虎ノ門一丁目３番１号 03-3157-2400 042-518-9669

市外 大阪市 210 （株） イースマイル 大阪府大阪市中央区瓦屋町３－７－３ 06-7739-2525 06-7739-2526

市外 大阪市 216 (株) 西日本設備 大阪府吹田市内本町３－２８－１０ 06-6155-5570 06-6155-5571

市外 大阪市 226 (株) クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町６－１０ 06-6821-6133 06-6821-3137

市外 広島市 214 （株） アクアライン 広島市中区上八丁堀８番８号　第一ウエノヤビル６F 082-502-6644 082-502-4660

市外 広島市 222 （㈱） N－Vision 広島市中区鶴見町８－５７ 082-275-5227 082-275-5228

市外 横浜市 170 （株） クラシアン 横浜市港北区新横浜三丁目１番地９ 045-473-1581 045-473-1332
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