岩出市下水道排水設備指定工事店一覧（令和3年4月16日時点）
工 事 店 名
1 株式会社 アイチ電器

住 所
岩出市 吉田380番地

電話番号
0736-62-1526

2 総合設備 榎

岩出市 尼ヶ辻40番地の1

0736-62-4389

3 オーヤシマ 株式会社（陶彩館）

岩出市 畑毛306番地の2

0736-69-3102

4 小上設備

岩出市 吉田382番地の23

0736-61-5592

5 株式会社 河井組

岩出市 根来440番地の2

0736-62-3711

6 株式会社 川嶋工業

岩出市 山816番地の19

0736-62-3017

7 啓城電気 株式会社

岩出市 高瀬141番地の3

0736-62-2031

8 粉河ガス(株)岩出営業所

岩出市 根来953番地の1

0736-63-0606

9 小谷設備

岩出市 根来162番地の43

0736-69-5590

10 有限会社 ゴトウハウジング

岩出市 吉田92番地の113

0736-79-3680

11 株式会社 小林設備

岩出市 清水399番地の1

0736-63-2567

12 株式会社 﨑山組

岩出市 根来480番地

0736-62-7000

13 有限会社 新崎商店

岩出市 高塚126番地

0736-62-2058

14 菅野住設

岩出市 山崎52番地の44

0736-62-7099

15 有限会社 杉建

岩出市 野上野9番地の2

0736-63-1314

16 株式会社 杉本組

岩出市 山田3番地の1

0736-62-3008

17 有限会社 曽根建設

岩出市 相谷126番地の5

0736-63-1343

18 株式会社 大志組

岩出市 岡田372番地の2

0736-69-1431

19 大東コンクリート 有限会社

岩出市 溝川55番地

0736-62-8855

20 株式会社 谷川組

岩出市 岡田381番地

0736-62-8000

21 株式会社 トーワ建設

岩出市 岡田948番地の1

0736-63-2615

22 鳥羽設備工業

岩出市 水栖145番地の5 山本ビル1F 0736-79-3217

23 平野ガス設備

岩出市 中黒442番地

0736-62-5779

24 株式会社 フクダ技建

岩出市 山633番地

0736-62-2714

25 株式会社 藤平組

岩出市 湯窪105番地

0736-62-2041

26 株式会社 プラトン

岩出市 根来1011番地の3

0736-63-2020

27 株式会社 ベスタ工業

岩出市 金池399番地の7

0736-61-4390

28 株式会社 堀田

岩出市 水栖159番地

0736-62-7113

29 誠設備

岩出市 岡田738番地の17

0736-63-1671

30 有限会社 増尾建設

岩出市 堀口118番地

0736-63-1072

31 増田建設

岩出市 森302番地の1

0736-62-4146

32 有限会社 松畑総合建設

岩出市 中島451番地の2

0736-62-8229

33 株式会社 丸善

岩出市 東坂本198番地

0736-63-1135

34 株式会社 宮本工務店

岩出市 岡田80番地

0736-62-2427

35 明匠建設

岩出市 東坂本73番地の21

0736-61-6296
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岩出市下水道排水設備指定工事店一覧（令和3年4月16日時点）
36 安居組

住 所
岩出市 岡田281番地

電話番号
0736-62-2589

37 有限会社 安村組

岩出市 安上606番地の1

0736-62-1196

38 友喜総合設備工業

岩出市 中島901番地の14

0736-61-3260

39 湯峯建設 株式会社

岩出市 東坂本370番地

0736-62-2759

40 株式会社 ワイエー

岩出市 根来1025番地の1

0736-69-1257

41 株式会社 和歌山水質管理センター

岩出市 西国分618番地の5

0736-62-3556

42 株式会社 赤路電気水道

紀の川市 田中馬場153番地の1

0736-77-0006

43 明渡設備

紀の川市 貴志川町神戸564番地の11

0736-64-1422

44 株式会社 池テック

紀の川市 打田1295番地の2

0736-77-6833

45 大西電設 株式会社

紀の川市 粉河410番地の7

0736-73-3235

46 オクニシ設備

紀の川市 桃山町黒川567番地

0736-67-0139

47 株式会社 キシュウ産業

紀の川市 名手市場1251番地の6

0736-75-4851

48 酒井水道

紀の川市 貴志川町井ノ口1021番地の8

0736-64-4589

49 サカイハウス 株式会社

紀の川市 南中270番地の1

0736-77-0100

50 笹田組

紀の川市 藤崎341番地

0736-75-3805

51 株式会社 伸光

紀の川市 貴志川町丸栖645番地の3

0736-64-3147

52 中沢電気設備工業

紀の川市 名手市場128番地

0736-75-2277

53 株式会社 仁井田電機

紀の川市 桃山町神田126番地の2

0736-66-1052

54 株式会社 林工業所

紀の川市 桃山町元409番地の4

0736-66-0079

55 有限会社 三谷商会

紀の川市 西大井142番地の1

0736-77-3168

56 宮本設備工業

紀の川市 中井阪284番地の3

0736-77-7838

57 宮本電設

紀の川市 平野850番地

0736-75-3273

58 有限会社 山田電業社

紀の川市 桃山町市場175番地

0736-66-0035

59 株式会社 山中総合設備

紀の川市 貴志川町井ノ口1286番地

0736-64-2052

60 株式会社 青木実業

和歌山市 中島476番地

073-474-8403

61 有限会社 アクアテック

和歌山市 杭ノ瀬243番地の12

073-474-1475

62 設備設計 あずま

和歌山市 大谷806番地の39

073-451-9851

63 有田住宅設備 株式会社

和歌山市 北出島17番地の1

073-471-5045

64 有限会社 石橋工務店

和歌山市 中島603番地の6

073-474-0777

65 有限会社 石本宅研工業 和歌山営業所 和歌山市 土入109番地の8

090-3273-5807

66 有限会社 上山商店

和歌山市 鳴神1216番地

073-471-0808

67 株式会社 Ｍ＆Ｍ建設

和歌山市 園部1204番地の12

073-462-7332

68 株式会社 かじもと

和歌山市 東長町6丁目15番地

073-423-2428

69 カネイ設備工業 株式会社

和歌山市 築港3丁目6番地

073-423-3208

70 鎌田工業所

和歌山市 延時46番地の8

073-452-1721

工 事 店 名
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工 事 店 名
71 有限会社 亀井設備

住 所
和歌山市 出島207番地

電話番号
073-471-2573

72 紀州住機建設 株式会社

和歌山市 岩橋1632番地の1

073-472-7289

73 株式会社 木地由ナショナル建材社

和歌山市 広瀬通丁2丁目8番地

073-424-7151

74 希和設備

和歌山市 岩橋968番地の6

073-499-6656

75 株式会社 近畿住設

和歌山市 新中島120番地の34

073-471-6685

76 株式会社 熊田工業

和歌山市 和歌川町5番地の12

073-444-8518

77 国土建設 株式会社

和歌山市 手平4丁目6番70号

073-426-5669

78 小谷設備

和歌山市 岩橋859番地

073-473-1409

79 株式会社 小藪設備

和歌山市 中之島1341番地

073-435-0238

80 根田建設 株式会社

和歌山市 小倉585番地

073-477-1218

81 酒井設備

和歌山市 和歌浦東2丁目7番36号

073-444-5871

82 株式会社 サニコン

和歌山市 松江北5丁目1番28号

073-454-3255

83 三協技工社

和歌山市 内原872番地の5

073-444-6466

84 三協建設 株式会社

和歌山市 本脇239番地の15

073-454-2487

85 株式会社 三田設備工業

和歌山市 朝日436番地の5

073-479-2603

86 三和興業 株式会社

和歌山市 船所108番地の9

073-451-8763

87 株式会社 周和設備

和歌山市 打越町2番26号

073-419-1165

88 株式会社 白井商会

和歌山市 木広町4丁目15番地

073-424-6295

89 株式会社 白玉建設

和歌山市 府中1149番地の1

073-461-8581

90 株式会社 セキド水道設備

和歌山市 吉原1210番地の2

073-479-1151

91 泉南設備工業 株式会社

和歌山市 善明寺583番地1（1-A)

090-3676-8835

92 相互設備

和歌山市 今福5丁目4番地の62

073-435-0401

93 大栄設備

和歌山市 加納10番地の7

073-472-3547

94 株式会社 大昌商会

和歌山市 南田辺丁50番地

073-422-9424

95 泰平水道設備

和歌山市 布施屋433-2

073-477-3306

96 太陽建設 株式会社

和歌山市 小松原6丁目5番18号

073-433-0313

97 太陽設備

和歌山市 新通5丁目35番地

073-494-8272

98 株式会社 崇翔

和歌山市 杭ノ瀬157番地の17

073-474-9325

99 タカヒロ設備

和歌山市 湊540番地の16

073-433-2562

100 拓建設

和歌山市 木の本868番地の12

073-456-4047

101 竹内工業

和歌山市 西浜3丁目9番31号

073-445-3197

102 竹本設備

和歌山市 神前8番地の18

073-473-0865

103 株式会社 辻住設

和歌山市 直川1175番地の1

073-462-6229

104 辻本設備

和歌山市 杭ノ瀬243番地の16

073-473-4080

105 東洋住宅設備

和歌山市 井ノ口306番地の1

073-477-7170
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工 事 店 名
106 有限会社 東和水道工業所

住 所
和歌山市 六十谷1238番地の18

電話番号
073-462-4609

107 有限会社 友渕建設工業

和歌山市 北島100番地の14

073-451-0483

108 ドリーム

和歌山市 梅原104番地の29

073-456-2134

109 株式会社 中澤工業

和歌山市 新留丁66番地 105号

073-433-0001

110 中筋建設 株式会社

和歌山市 鳴神1035番地

073-473-8225

111 中村設備工業 株式会社

和歌山市 市小路194番地の1

073-455-7455

112 有限会社 西岡水道店

和歌山市 杭ノ瀬78番地

073-471-0137

113 バンドー設備工業 株式会社

和歌山市 小野町2丁目17番地

073-431-1491

114 平岡ポンプ水道店

和歌山市 平岡283番地

073-461-3914

115 株式会社 藤宗設備

和歌山市 鳴神757番地の30

073-474-5519

116 株式会社 藤本水道

和歌山市 新中島155番地の3

073-473-0857

117 有限会社 プランワカノ

和歌山市 有本222番地の18

073-436-8844

118 古山住設 株式会社

和歌山市 榎原13番地の5

073-452-8971

119 前田設備

和歌山市 冬野1542番地の6

073-479-0365

120 松谷設備

和歌山市 杭ノ瀬247番地

073-471-7896

121 南出水道店

和歌山市 川辺451番地の3

073-462-3360

122 モリノ住設

和歌山市 新中島131番地

073-473-2543

123 ヤスキ水道工業 株式会社

和歌山市 直川936番地の3

073-462-7718

124 保田建設 株式会社

和歌山市 田尻508番地の6

073-444-0083

125 保田設備工業 株式会社

和歌山市 福島571番地の8

073-454-1818

126 株式会社 山崎設備

和歌山市 毛見135番地の19

073-448-6860

127 唯水道

和歌山市 吐前772番地

073-460-8186

128 湯川設備

和歌山市 鳴神915番地の16

073-473-4439

129 ワイエム建業

和歌山市 六十谷44番地の9

073-488-5931

130 和歌山配管工事 株式会社

和歌山市 太田23番地

073-471-0059

131 和平工業

和歌山市 杭ノ瀬150番地の3

073-472-8897

132 太田工業

海南市 大野中437番地の6

090-3720-4782

133 奥田設備

海南市 野上新467番地

073-494-3284

134 有限会社 カメガワ住宅設備

海南市 岡田9番地の4

073-482-9544

135 株式会社 成祐設備工業

海南市 名高451番地の29

073-463-4685

136 有限会社 中谷商店

海南市 七山719番地の53

073-488-0919

137 株式会社 中村工業

海南市 名高450番地

073-482-2771

138 株式会社 キタグチ

かつらぎ町

妙寺463番地の3

0736-22-0236

139 紀北大西電設 株式会社

かつらぎ町

西飯降1番地の7

0736-22-2491

140 株式会社 紀北環境衛生センター

かつらぎ町

丁ノ町2237番地の7

0736-22-4468
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141 林水道

住 所
有田川町 角106番地の1

電話番号
0737-52-6076

142 水口水道

有田川町 庄33番地の25

0737-52-2149

143 株式会社 上野設備

橋本市 恋野2662番地の3

0736-34-2180

144 株式会社 岡水道設備

橋本市 高野口町小田678番地

0736-42-2589

145 こばやし設備

橋本市 高野口町伏原498番地

0736-42-4012

146 大和管工設備

橋本市 高野口町名古曽547番地の1 0736-43-1354

147 株式会社 まえだ住宅設備

橋本市 神野々1145番地の1

0736-33-0683

148 小椋リビングクリーン 株式会社

紀美野町 下佐々70番地の2

073-489-3041

149 阪南土建 株式会社

紀美野町 田246番地の2

073-498-9007

150 栗林水道工業所

九度山町 九度山563番地の3

0736-54-3753

151 有限会社 ワケン住設

田辺市 新万23番25号

0739-24-5927

152 洞住設

日高川町 老星10番地の3

0738-70-0251

工 事 店 名
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