
   (R４.10.１現在)

事業者名 代表者名 電話番号

株式会社　ギフトホーム 佐竹 壮夫 岐阜県 養老町 大坪559番地 0584-32-0768

西脇ポンプ　有限会社 西脇 久就 岐阜県 養老町 五日市541番地 0584-32-0655

東新工業　有限会社 松本 理一 岐阜県 養老町 鷲巣1618番地の17 0584-32-3713

中島水道設備 中島 洋治 岐阜県 養老町 釜段765番地 0584-37-2038

有限会社　大倉管工 大倉 健司 岐阜県 養老町 石畑1245番地の2 0584-32-0707

有限会社　若山ポンプ店 若山 仁志 岐阜県 養老町 飯田360番地 0584-32-3474

オール設備 日比 良美 岐阜県 養老町 小倉103番地の1 0584-32-0788

所設備工業　株式会社 所 寛治 岐阜県 養老町 西小倉206番地 0584-32-3226

有限会社　日比設備 日比 美智夫 岐阜県 養老町 高田1327番地の1 0584-32-0585

有限会社　大橋水道 大橋 元司 岐阜県 養老町 飯積116番地の1 0584-32-2985

有限会社　大橋設備 大橋  証紘 岐阜県 養老町 飯積108番地 0584-34-1800

株式会社　佐竹正設備 佐竹　和也 岐阜県 養老町 色目526番地 0584-34-1317

高木浴槽住設 高木 紀雄 岐阜県 養老町 石畑1487番地の4 0584-32-3171

渋谷設備　有限会社 渋谷 良信 岐阜県 養老町 根古地191番地 0584-37-2223

有限会社　中川設備工業 中川 芳久 岐阜県 養老町 宇田335番地 0584-34-1296

株式会社　リビングプラザ 大橋 豊彦 岐阜県 養老町 高田483番地の6 0584-32-0660

野原業務店 野原 弘雄 岐阜県 養老町 大巻1561番地 0584-37-2569

中部ポンプサービス株式会社 山本　譲 岐阜県 養老町 金屋155番地の6 0584-34-3392

株式会社　辺省 梶原　省己 岐阜県 養老町 蛇持426番地 0584-32-3410

株式会社　丹羽住設 丹羽 成一 岐阜県 大垣市 犬ヶ渕22番地 0584-74-5038

大垣設備　株式会社 矢橋　龍宜 岐阜県 大垣市 荒尾町1810番地の74 0584-91-1587

株式会社　源間水道設備工業所 鈴木 一弘 岐阜県 大垣市 禾森町4丁目1927番地の6 0584-82-1688

株式会社　大広商事 末松 卓見 岐阜県 大垣市 東前2丁目18番の3 0584-74-8811

今津管工　株式会社 今津 博勝 岐阜県 大垣市 友江2丁目20番地の1 0584-89-2730

林工業　株式会社 林 裕人 岐阜県 大垣市 馬場町2番地 0584-81-5316

豊和設備　株式会社 境 豊 岐阜県 大垣市 長松町1087番地の1 0584-91-1173

松井工業　株式会社 松井 康信 岐阜県 大垣市 築捨町5丁目86番地の1 0584-88-1911

美濃工研　株式会社 杉野 達和 岐阜県 大垣市 本今4丁目136番地1 0584-89-5720

ワタナベ設備工業　株式会社 渡辺 和重 岐阜県 大垣市 本今三丁目26 0584-78-1537

株式会社　児玉建設 児玉 佐武郎 岐阜県 大垣市 中野町2丁目66番地 0584-78-8777

加納水道設備　株式会社 加納 浩二 岐阜県 大垣市 三津屋町2丁目56番地 0584-74-3912

有限会社　サンエコール 馬渕 俊哉 岐阜県 大垣市 牧野町4丁目103番地11 0584-91-8618

日本リホーム 高塚 雅幸 岐阜県 大垣市 青墓町1-82 0584-92-1310

有限会社　山口屋 山口　泰嗣 岐阜県 大垣市 上石津町下多良631-2 0584-45-2581

有限会社　岐濃設備 樋口　滋樹 岐阜県 大垣市 青柳町1丁目203番地 0584-89-8668

株式会社　中村管工 中村　芳美 岐阜県 大垣市 木戸町1188番1 0584-77-6173

松信水道 松岡　信義 岐阜県 大垣市 池尻町1302 0584-71-3303

森川設備 森川　正和 岐阜県 大垣市 外渕2丁目148番地-9 0584-89-6704

児玉設備工業 児玉　佑亮 岐阜県 大垣市 荒尾町1569-1 0584-51-0239

寺町設備 寺町　仁志 岐阜県 大垣市 波須3丁目48番地 0584-81-1538

ユニオンテック　株式会社 安部　源太郎 岐阜県 岐阜市 中鶉1丁目30番地1号 058-274-5361

株式会社　クラシアン岐阜支社 鈴木　一也 岐阜県 岐阜市 六条北3-20-17　パピルス202 058-277-6273

真野工業株式会社　岐阜支店 真野　照子 岐阜県 岐阜市 東明見町19番地 058-272-8156

株式会社　浅乃設備 浅野　伸弘 岐阜県 岐阜市 東改田字再勝62番地1 058-214-4201

瀬古水道株式会社 瀬古　大司 岐阜県 岐阜市 吾妻町2丁目5番地 058-215-5445
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かじ忠　合同会社 佐藤　かおる 岐阜県 海津市 南濃町津屋2342番地の1 0584-55-2378

有限会社　カイネン 近藤　雅好 岐阜県 海津市 平田町今尾3066番地の3 0584-66-2040

有限会社　木村管工業 木村　清貴 岐阜県 海津市 南濃町境2872 0584-56-1416

株式会社　協和 中嶋　幹雄 岐阜県 海津市 海津町瀬古543番地1 0584-53-0995

中島管工 中島　英秋 岐阜県 海津市 平田町岡384番地1 0584-67-3373

藤田設備株式会社 藤田　憲 岐阜県 海津市 平田町高田979-2 0584-66-3550

株式会社　佐藤工業所 佐藤　正敏 岐阜県 安八郡 神戸町柳瀬574 0584-27-2489

安八工業所 西松　秀幸 岐阜県 安八郡 安八町中1498 0584-64-2263

有限会社　伊藤設備 伊藤　弘樹 岐阜県 安八郡 輪之内町福束2163番地 0584-69-2575

有限会社　小塚工業 小塚　誓治 岐阜県 安八郡 輪之内町四郷2258 0584-69-3601

株式会社　テクノス 鍔田　剛年 岐阜県 安八郡 安八町善光90番地2 0584-63-0312

株式会社　安田管工事 安田　豊司 岐阜県 安八郡 神戸町西座倉347番地2 0585-35-2600

近藤工業　有限会社 近藤　竜也 岐阜県 不破郡 垂井町地蔵2丁目59番地 0584-22-5653

鹿野管工　株式会社 鹿野　憲彦 岐阜県 不破郡 垂井町2311番地の20 0584-22-0694

株式会社　タワダ 南　紅二 岐阜県 不破郡 垂井町表佐1536番地の1 0584-22-0355

株式会社　マツオカ 松岡 正俊 岐阜県 池田町 池野446番地 0585-45-2164

河村工業 河村 憲昭 岐阜県 池田町 願成時259番地2 0585-45-5527

有限会社　荘川設備 小滝　昭典 岐阜県 羽島市 正木町曲利909番地3 058-391-6297

マルヒコ株式会社 岩田　泰和 岐阜県 羽島市 足近市場12 058-391-3319

株式会社　野村住設 野村　康志 岐阜県 羽島市 竹鼻町狐穴1068番地 058-392-4655

有限会社　吉田商店 吉田　憲弘 岐阜県 本巣市 十四条588番地 058-324-4826

株式会社　鈴健設備 鈴木　敏弘 岐阜県 各務原市 蘇原申子町2丁目57番地1 058-383-2117

株式会社　アクアテクノス 縄野　公士郎 愛知県 あま市 篠田虱掛2番地8 052-503-1131

株式会社　エイト 浅井　清孝 愛知県 名古屋市 中川区横前町58番地 052-462-9950

有限会社　位田水道 位田　美樹 三重県 三重郡 菰野町竹成2597番地7 059-396-0523

株式会社　タカオ設備 大屋　貴雄 三重県 桑名市 多度町多度853 0594-49-2712

株式会社　イースマイル 島村　禮孝 大阪府 大阪市浪速区 敷津東3-7-10　ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 06-6631-7449

株式会社　クリーンライフ 元村　祐次 大阪府 吹田市 広芝町6番10号 06-6821-6133

株式会社　アクアライン 大垣内 剛 広島県 広島市中区 八丁堀8番8号第1ｳｴﾉﾔﾋﾞﾙ6F 082-502-6644

株式会社　キンライサー 森　崇伸 東京都 港区 虎ノ門1丁目3番1号 03-5157-2400
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