
指定工事店名 種別 所在地 電話番号 指定工事店名 種別 所在地 電話番号
日総工業㈱ 上･下 江北 36-3522 ㈱空研 上･下 広栄町 22-1777
㈱ヨシムラ 上･下 由良宿 37-2052 大和設備倉吉㈱ 上･下 和田東町 23-2211
㈲川口電機水道 上･下 由良宿 37-2488 中海工業㈱ 上･下 福庭町 26-4431
㈲キコー設備 上･下 亀谷 37-2051 ㈲長谷川商店 上･下 清谷町 27-6000
㈲中原設備商会 上･下 西園 37-3335 早田設備㈱ 上･下 和田東町 22-7571
アイワ設備工業㈲ 上･下 亀谷 37-4593 ㈱ベクト総業 上･下 井手畑 26-0739
㈲ナディア 上･下 瀬戸 49-6007 ㈲ユアー設備計画 上･下 和田 23-3699
住マイル設備 上･下 西園 37-3527 ㈲高橋設備工業所 上･下 八屋 26-3281
マキタ設備 上･下 国坂 09010138201 ㈱クラエー 上･下 鴨川町 27-0210
イソエ設備 上・下 江北 09082480587 ㈲美咲 上･下 西福守町 48-2900
晃進建設㈲ 上・下 国坂 36-4554 ㈲ソケット 上･下 旭田町 24-0277
飛川園芸 下水 大谷 37-3549 ㈱ウォーターワークス 上･下 福守町 27-0550
㈲斉尾建設 下水 下種 37-3234 ㈲河本建設 上･下 秋喜 28-3452
㈱北和 下水 由良宿 37-5585 タカハシ管工㈱ 上･下 西倉吉町 28-5485
オグラ建設㈱ 下水 江北 36-2632 ヨネダ設備商会 上・下 昭和町 22-3535
㈲ツバキ建設 下水 下種 37-3738 ㈱あさひほーむ 上・下 昭和町 23-7272
㈱伊藤建設 上･下 逢束 53-0251 成設備㈱ 上水 清谷町 26-8058
㈱ヘイセイ 上･下 徳万 53-0771 河野設備 上水 大立 28-5363
㈲足立水道設備 上･下 赤碕 55-1221 ベクトサービス㈲ 下水 河北町 26-7819
㈲信方水道設備 上･下 赤碕 55-7466 ㈲山口設備 上･下 森 43-1412
㈲西本機器水道 上･下 三保 52-2601 ㈱すばる住設 上･下 西小鹿 43-1298
加登脇建設㈱ 上･下 徳万 53-1314 オグラ管機㈲ 上･下 大柿 43-5633
㈲倉光建材店 上･下 浦安 52-2218 サトテック 上･下 大瀬 43-1003
㈲アイティ設備 上･下 逢束 53-6118 ㈱マツモト工務店 上･下 千代水 0857-31-4288

ナガタ設備 上･下 下伊勢 53-1968 ㈱オオヒロ 上･下 松並町 0857-26-1007

（同）ニシモト 上･下 浦安 09036375009 ㈲池原工業 上･下 勝見 0857-82-0794

㈲西本商会 上･下 浦安 52-2201 林設備 上･下 江津 0857-29-3168

㈱井木組 上･下 赤碕 55-0811 ㈲第一設備工業 上･下 商栄町 0857-24-4341

㈲田中水道 上･下 逢束 52-2053 ㈲谷口管工事 上水 浜坂東 0857-26-1803

馬野建設㈱ 下水 赤碕 49-2222 ㈱蒼進 上･下 千代水 0857-37-0510

(有）東伯土建工業 下水 中尾 52-2462 山陰冷暖設備㈱ 上･下 津ノ井 0857-51-7222

(株）フジックス 下水 赤碕 55-2323 米子 ㈱みたこ土建 上水 八幡 0859-39-7173

川口設備工業㈲ 上･下 田後 35-3962 松江 ㈲大設 上水 東津田町 0852-25-0017

㈲いるか設備 上･下 久留 35-5065 岡山 ㈱クラシアン 上水 岡山市（支社） 086-245-6471

㈲中本建設 上･下 宇野 35-3502
すいどうやくらもと 上･下 宇野 35-3298
㈱野崎設備工業 上･下 龍島 48-6520
㈲昇和設備 上･下 上浅津 35-4643
㈲戸羽建設 上･下 園 34-2788
滝本設備 上･下 藤津 32-2167
伯耆浄水 上･下 引地 41-2184
㈲北村設備 上水 上浅津 35-2244
㈲八幡建設 下水 園 34-3159

北栄町給水工事・排水設備工事指定工事店
（令和2年12月現在）
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上記の指定工事店以外は給水装置及び排水設備工事ができません
※種別 ●上水：給水工事のみ、●下水：排水設備工事のみ、●上･下：給水・排水設備工事が可能
《 お問い合わせ先：北栄町地域整備課（大栄庁舎） TEL 【上水】３７－３１１８ 【下水】・３７－３１１９ 》


