
　 　水道工事の申込は指定給水装置工事事業者へ

  家屋等の新築、改築、増築、改造、修繕による水道工事は、下記の指定給水工事事業
者を通じてお申し込みください。（「組」の表示がある営業所は常滑市水道組合加盟店）

常滑市水道指定給水装置工事事業者 (市 内 業 者） 

組合 　営　業　所　名 代表者名 〒  　住　　　　所 電　　話

1 組 （有）早川ポンプ店 早川和典 479-0866 大野町２丁目２２０ （0569）42-0575

2 組 （株）桶槽 新海明宏 479-0866 大野町９丁目１１２ （0569）42-1322

3 （有）輝水工業 貝本啓 479-0862 小倉町８丁目５８ （0569）42-5143

4 （株）ＭＫ管工事 森田哲二 479-0001 矢田字前天神６７ （0569）43-9190

5  山清水道 片山良次 479-0002 久米字東郷１１９ （0569）42-3566

6 （有）丸孝管工 竹内孝行 479-0003 金山字石田３２ （0569）42-2361

7 （有）菅野設備工業 菅野　元 479-0856 蒲池町５丁目１０-１ （0569）43-8332

8 （株）桑山水道 加藤久喜 479-0852 神明町６丁目１ （0569）42-5075

9  ＯＵＥ（株） 大上義貴 479-0853 本郷町３丁目２８３ （0569）43-7708

10 （株）丸秀商会 藤井勝英 479-0839 多屋町１丁目１５５ （0569）35-4364

11 組  北村ポンプ店 北村博司 479-0838 鯉江本町２丁目６ （0569）35-2531

12 組  (有)三信工業 渡辺信一郎 479-0836 栄町２丁目２５ （0569）35-5138

13 （株）知多ホーム　 村上忠弘 479-0838 新開町3-30　村上ビル３階 （0569）34-8187

14 （有）サンポウライフ 久田豊治 479-0833 泉町３丁目７７ （0569）34-8667

15  茶山設備工業 茶山　薫 479-0063 字萱苅口７-９ （0569）22-9990

16 （有）三洋設備工業 中野和也 479-0044 字乙田３３-１０ （0569）34-3845

17 組 （有)改元屋住宅設備 赤井孝光 479-0829 本町２丁目１３４ （0569）35-6701

18 （資）石亮組 杉江隆夫 479-0821 瀬木町２丁目１５-１ （0569）35-2255

19 組  富士管工 村上貴博 479-0827 保示町４丁目８７ （0569）34-2416

20 （有）鯉江設備 鯉江えつ子 479-0827 保示町５丁目１１２-１ （0569）35-2189

21  (株) マキノ 牧野良信 479-0021 大曽町３丁目１ （0569）36-0111

22 （株）ライフ 市田春人 479-0021 大曽町５丁目４５ （0569）34-9699

23 組  山本水道（株） 山本雅一 479-0822 奥条２丁目７－５ （0569）84-2626

24  中野建材 中野勝元 479-0828 市場町４丁目１７２ （0569）34-4968

25 （株）田中組 田中　巧 479-0824 白山町１丁目２１１-１１ （0569）35-6831

26 組 （有）岩田工業所 岩田　光 479-0814 阿野町１丁目５６ （0569）35-3641

27 （有）ナカノ 中野義人 479-0804 古場町２丁目３５ （0569）35-6660

28 組 （株）稲葉エネクス常滑充填所 稲葉　豊 479-0804 古場字高ノ城１２７ （0569）35-5200

29 （有）松田工務店 松田正弘 479-0819 苅屋町６丁目９６ （0569）34-7661

30  (有)敏建 小鈴敏之 479-0809 坂井字蛭沼４８－２ （0569) 37-1711

お問合せは水道課給水担当へ　℡ 0569- 35-5111
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常滑市水道指定給水装置工事事業者（市外業者）

通番 組合 営業所名 代表者名 〒 住所 電話

1  水野設備 水野幹雄 470-2101 東浦町大字森岡字祖母懐６－８ （0562）84-0485

2  中川設備工業(株) 中川  進 470-2102 東浦町大字緒川字西釜池５-１５ （0562）34-9232

3 （有）セイワ設備工業 西　健市 470-2104 東浦町大字生路字西畑１３－１ （0562）84-4807

4 （有）山本水道設備 山本正文 470-2203 阿久比町大字板山字比沙田５７ （0569）48-0797

5  (株) 伊波設備 伊波龍太郎 470-2204 阿久比町大字宮津字西森下７番地３ （0569）48-4302

6 （有）浪岡設備 浪岡信行 470-2206 阿久比町大字横松字前田１５－１ （0569）48-1625

7 （株）マルヤマ 竹内辰幸 470-2211 阿久比町大字草木字伯父ヶ脇５ （0569）48-0927

8  (有）東丘 竹内義彦 470-2211 阿久比町大字草木字峯畑６３ （0569）48-5264

9  岩部建設（株） 岩部雅人 470-2345 武豊町字西門７４ （0569）72-1151

10  大岩水道 大岩　巌 470-2357 武豊町字向陽５－３８ （0569）74-1077

11  石黒建工(株) 石黒道明 470-2380 武豊町字平井二丁目５５番地 （0569）72-6105

12  美浜ガス（株） 浜田剛徳 470-2404 美浜町大字河和字亀ヶ坪９５－１ （0569）82-1525

13 (株)村上建工 村上義洋 470-2531 武豊町冨貴新田81番地１ （0569）89-9525

14 小林水道設備（株） 小林　久士 470-2546 武豊町字山起８５-２ （0569）89-8073

15 （有）ナガタ設備 永田裕貴 470-2553 武豊町四畝５０－２ （0569）73-7655

16  (有)旭屋 天木　勝成 470-3231 美浜町大字上野間字杉代４４－１ （0569）87-2850

17 （有）かじよし 竹本芳幸 470-3231 美浜町大字上野間字的場８-２ （0569）88-5061

18  (有)千賀設備店 千賀　隆 470-3233 美浜町大字奥田字東卯起９－２ （0569）87-0806

19 （有）管友 千賀洋二 470-3235 美浜町大字野間字冨具崎１９２ （0569）87-0631

20 （有）竹本設備 竹本秀明 470-3411 南知多町大字豊丘字大深１３５ （0569）65-0648

21 （株）大成設備工業 成田順子 472-0024 知立市宝町塩搔３５ （0566）82-2556

22  (株)光栄設備 菅原　朗 474-0011 大府市横根町箕手１４６－１４ （0562）48-3344

23 （株）花井組 花井宏基 474-0022 大府市若草町２丁目１７０ （0562）48-2268

24 （有）巧 國岡宣雄 474-0072 大府市北山町四丁目１５２－１０２ （0562）57-5730

25  コスモ水道設備（有） 星野賢志 475-0005 半田市横川町２丁目６７ （0569）28-6057

26  日星設備（株） 星野敬祐 475-0006 半田市南大矢知町３丁目１０１－２１ （0569）28-4141

27  ダイエー設備 石井栄作 475-0015 半田市大高町３丁目１０１－２６ （0569）28-5890

28 （有）高増設備工業 鈴木宏幸 475-0015 半田市大高町３丁目５ （0569）29-1698

29 （有）トービックス 伊東卓也 475-0023 半田市亀崎町４丁目１９３ （0569）29-2267

30 （株）神谷設備 神谷隆平 475—0037 半田市花田町１丁目６５ （0569）47-8581

31  衣浦水道工事（株）半田事業所 桑山和彦 475-0817 半田市東洋町２丁目１５ （0569）21-5183

32 （株）知多土木 坂田　篤 475-0828 半田市瑞穂町８丁目７番地８ （0569）31-0024

33 （株）高橋設備 高橋幸治 475-0836 半田市青山６丁目１５－２ （0569）84-3732

34  (有）マルカン住設 杉浦健二 475-0838 半田市旭町５丁目２５—８ （0569）23-2438

35  (株)サカエ水道設備 大橋栄二 475-0842 半田市東郷町３丁目１６-１ （0569）47-6802

36  松川設備工業（株） 松川明彦 475-0854 半田市協和町２丁目１１５ （0569）21-5087

37 （株）ケイズプランビング 河合恒夫 475-0921 半田市天神町６８番地の１ （0569）89-6940

38  本部住宅機器（株） 本部直人 475-0925 半田市宮本町３丁目２１１-１１ （0569）21-7294

39 （有）片桐浴槽店 片桐坂之 475-0925 半田市宮本町３丁目２０８番地の１ （0569）23-6280

40  大日設備工事(株) 沢田伸二 475-0928 半田市桐ヶ丘５丁目１０２-１５ （0569）21-6169

41 （有）山本設備 山本伸一 475-0936 半田市板山町１４丁目１０７ （0569）27-7835

42 （株）豊田メンテナンス 時見隆司 475-0961 半田市岩滑中町５丁目１２３番地 （0569）25-0404

43 （株）富士総合設備事務所 西川祥司 475-0964 半田市平井町三丁目１８番地の１ （0569）27-7898

44  知多設備（株） 酒井健太郎 475-0975 半田市彦州町１丁目２２８－３ （0569）22-1199

45 （株）日東土木 蟹井敏幸 476-0013 東海市中央町５丁目２４ （052）603-2501

46  岡本水道工業 岡本  俊 478-0000 知多市新知字東屋敷９６ （0562）32-0755



常滑市水道指定給水装置工事事業者（市外業者）

通番 組合 営業所名 代表者名 〒 住所 電話

47 （株）村瀬組 村瀬　諭 478-0001 知多市八幡字堀切５７ （0562）33-2511

48  丸朝（有） 早川  浩 478-0001 知多市八幡字汐海道１８ （0562）33-0750

49  東海ガス（株） 花井弘光 478-0001 知多市八幡字荒古前３３－１ （0562）33-5168

50  住宅設備リヴィアス 菅野　駿 478-0012 知多市巽が丘１丁目２５２ （0562）35-2228

51 （株）たつみ 佐藤  充 478-0013 知多市南巽が丘２丁目１９３ （0562）34-9203

52 （株）阿知波設備 阿知波久晴 478-0016 知多市梅が丘１丁目１８ （0562）55-2569

53 （株）佐藤実業 佐藤　達洋 478-0021 知多市岡田字海渡６６ （0562）55-3231

54  (有)長島管工 長島利弘 478-0021 知多市岡田字越地２８－１ （0562）55-3858

55  桶猶（有） 鬼頭安治 478-0036 知多市新舞子字大口２０６－１０ （0562）42-0447

56 （有）岩田建設 岩田正喜 478-0042 知多市長浦２丁目６０－１ （0562）54-0722

57 タッグジャパン（株） 岩﨑　達也 478-0053 知多市清水が丘1-908-3 （0562）51-1467

58  阿南設備  阿南勝彦　 478-0054 知多市巽が丘４丁目３３６ （0562）77-5292

59 （有）竹内管工店 竹内義知 478-0065 知多市新知東町２丁目１９－４ （0562）55-2002

60  武田機工(株) 武田佳希 444-0011 岡崎市欠町字金谷３－１ （0569）26-5120

61  杉江建設工業（株） 杉江大三 444-0055 西尾市市子町大宮西７９番地１ （0563）65-8570

62  (株)アイラス 鈴木孝明 444-0702 西尾市寺部町田中６８番地1 （0563）62-3379

63 （株）畔柳組 畔柳共広 444-0813 岡崎市羽根町字中田５番地１１ （0564）51-4405

64  石川管工（株） 石川敏明 448-0045 刈谷市新富町５丁目５０７ （0566）21-0585

65  中央プランテック（株） 水野泰一 448-0803 刈谷市野田町馬池３-１８ （0566）23-5731

66 （株）三重物産　名古屋出張所 加治圭一 451-0021 名古屋市西区天塚町２－２２ （052）523-3260

67  藤間工業（株） 藤間鋼太郎 451-0041 名古屋市西区幅下一丁目１０番３０号 （052）387-8801

68  三機工業（株）中部支社 朝倉和昭 453-0002 名古屋市中村区名駅二丁目４５－７ （052）582-5522

69  (株)佐藤総合設備 佐藤智裕 453-0825 名古屋市中村区沖田町３５２番地 （052）461-8606

70 （株）エイト 浅井清孝 454-0917 名古屋市中川区横前町58番地 （052）462-9950

71 　双伸工業(株) 横井宣正 454-0917 名古屋市中川区横前町８１ （052）412-4221

72  (有)中川メンテナンスサービス 中川秀郎 455-0072 名古屋市港区須成町一丁目１番地 （052）665-2788

73 （株）大安設備 小阪　司 455-0821 名古屋市港区高木町３丁目３３番地２ （052）382-2857

74 （株）パイプマン名古屋 菊地伴和 455-0877 名古屋市港区六軒家1431 （052）398-5225

75  DAISUI(株) 大矢浩二 456-0064 名古屋市熱田区古新町２丁目９１番地 （052）681-6019

76  ニッカホーム中部(株) 成田友輝 458-0033 名古屋市緑区相原郷１－２６０９ （052）899-3580

77  大信設備（株） 林  武敏 458-0833 名古屋市緑区青山二丁目５６-２ （052）623-6101

78  閑林工業（株） 閑林憲之 460-0003 名古屋市中区錦一丁目８－３９ （052）231-8777

79 （株）愛知テクノス 伊藤敦將 460-0003 名古屋市中区錦三丁目１０番１４号 （0569）89-0815

80 （株）ミニミニハウジング 青柳　洋一 460-0003 名古屋市中区錦三丁目16番27号 （052）937-0101

81 （有）東海維持管理興業 田端浩之 460-0011 名古屋市中区大須四丁目7番3号 （052）684-6271

82  北嶋工業（株） 中﨑　尚 460-0012 名古屋市中区千代田五丁目１６－５ （052）261-6441

83  (株)愛北製作所 荒深正臣 462-0855 名古屋市北区石園町三丁目11番地 （052）508-7177

84  積和建設中部（株） 阿部光三 463-0034 名古屋市守山区四軒家２丁目６０９ （052）772-2411

85  ＧＲＯＷＴＨ（株） 小嶌貴満 463-0051 名古屋市守山区小幡太田１５番２０号 （052）797-9188

86 （有）富田設備 冨田隆文 463-0069 名古屋市守山区新森西2003番地 （052）791-4676

87  (株)三東 杉浦健吾 464-0025 名古屋市千種区桜ヶ丘２２６ （052）782-2322

88  協立設備工業(株) 宇津山弘 464-0073 名古屋市千種区高見一丁目１８番９号 （052）751-2004

89 （株）前田工業 前田　進 464-0095 名古屋市千種区天満通二丁目８番地 （052）721-5368

90  ダイトー（株） 木村　徹 464-0858 名古屋市千種区千種三丁目１－９ （052）732-5821

91  中部土木（株）本社 難波陽一 465-0092 名古屋市名東区社台三丁目１２５ （052）777-3311

92  (株)エブリデイピープル 瀬浪　篤 465-0093 名古屋市名東区一社３－１３８ （052）747-5512



常滑市水道指定給水装置工事事業者（市外業者）

通番 組合 営業所名 代表者名 〒 住所 電話

93 （株）フジコー 藤本　明 467-0066 名古屋市瑞穂区洲山町１丁目５７番地１ （052）853-2717

94 （有）伊勢神工業 安藤光生 467-0068 名古屋市瑞穂区内方町２丁目４４－２ （052）841-5282

95 （株）レックスコーポレーション 坂野和弘 467-0803 名古屋市瑞穂区中山町３丁目13番地 （052）841-1382

96 （株）日伸商会 永山雅規 467-0841 名古屋市瑞穂区苗代町１９番９号 （052）824-6776

97  (株)シンセイ工業 小瀬木進 470-0101 日進市三本木町廻間１１１-４７ （0561）65-3850

98  山田設備 山田良雄 470-1152 豊明市前後町仙人塚１７６０－３９ （0562）93-4473

99  (有)ステップ 有村和男 488-0859 尾張旭市桜ケ丘町３－１５ （0561）55-4533

100  (株) 光設備 西川義章 496-0005 津島市神守町下町１３１-１ （0567）31-7662

101 （株）山新設備 山田知広 496-0026 津島市唐臼町西島３３ （0567）31-0427

102  善勝（有） 吉田　訓 496-0034 津島市元寺町２丁目４０ （0567）22-5200

103 （株）菅原設備 菅原直樹 496-0034 津島市元寺町３丁目２１－２ （0567）24-1743

104  (有)ユニバース 森　鎮雄 496-8017 愛西市大野山町郷東２７－１ （0567）37-1009

105  (有)まるば工業白退社 馬場洋一 497-0002 あま市七宝町遠島大切戸１４８４－６ （052）442-7820

106 （有）岡田工業 岡田之秀 497-0050 海部郡蟹江町学戸４丁目６ （0567）95-8683

107 (株)キンライサー 森　崇伸 105-8485 東京都港区虎ノ門1-3-1 （03）5157-2400

108  (株)みやかわ 宮川孝子 130-0002 東京都墨田区業平４-１４-１５Megビル２F （03）5819-9141

109 　 （株）サンリフレホールディングス 栗原 将 150-0011 東京都渋谷区東一丁目26番20号東京建物東渋谷ビル12F （03）6427-5381

110  (株) クラシアン 鈴木一也 222-0033 神奈川県横浜市新横浜１-２-１   0120-500-500

111  アクアテック設備 和田　学 501-5114 岐阜県郡上市白鳥町那留２２ （0575）82-5785

112 （株）三戸建設 三戸文男 509-5126 岐阜県土岐市土岐口北町３-１０ （0572）55-2675

113  (株)三重水道センター 徳竹隆夫 510-0012 三重県四日市市大字羽津４６３６-２ （059）364-0299

114  (有)加藤設備管工 加藤賢次 512-8061 三重県四日市市広永町７０-３ （059）366-2545

115 （株）シンエイ 木原朗広 540-0035 大阪市中央区谷町二丁目４－３アイエスビル９階 （06）6944-7797

116 （株）イースマイル 島村礼孝 542-0066 大阪市中央区瓦屋町３-７-３ ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ （06）7739-2525

117  (株)西日本設備 三角武史 564-0032 大阪府吹田市内本町3－28－10 （06）6155-5570

118 （株）クリーンライフ 元村祐次 564-0052 大阪府吹田市広芝町6番10号 （06）6821-6133

119 ノーリツリビングクリエイト（株） 平野　直樹 564-0053 大阪府吹田市江の木町21-1 （06）6338-2535

120  (株)アクアライン 大垣内剛 730-0012 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

121 （株）N-Vision 中村信幸 730-0045 広島県広島市中区鶴見町8-57 （082）275-5227

122 (株)タカギ 髙城壽雄 802-0836 福岡県北九州市小倉南区石田南2－4－1 （093）533-6131


