阿南市指定給水装置工事事業者町別一覧表
令和4年6月29日現在
新野町
（有）喜久屋住宅設備工事店

779-1510 阿南市新野町東馬場19-5､19-6

兼任 俊子 0884-36-3020

阿水工業（株）

779-1510 阿南市新野町馬場53-8

中村 武友 0884-36-2015

中島設備

779-1510 阿南市新野町花坂48

中島 勝行 0884-21-6530

779-1401 阿南市内原町中分24-3

悦見 雅一 0884-26-0456

774-0044 阿南市上中町中原309

間谷 正信 0884-22-3629

771-5173 阿南市加茂町東だいご1

清瀬 康洋 0884-25-0045

(株)ウォーターサポート久積

779-1402 阿南市桑野町中野166-4

久積 修次 0884-26-0029

二宮水道

779-1402 阿南市桑野町中野54

二宮 浩史 0884-26-1087

ストウ水道工事店

774-0047 阿南市下大野町三条69

数藤 正明 080-2973-2055

青柳工業

774-0047 阿南市下大野町太平189

湯浅 雅則 0884-22-7927

774-0041 阿南市住吉町横見境71-1

藤野 久雄 0884-22-5583

内原町
（株）カミデンキ
上中町
大晃建設（有）
加茂町
清瀬鉄工
桑野町

下大野町

住吉町
藤野水道
宝田町
（株）四電工阿南営業所 774-0045 阿南市宝田町今市イシン坊26-1

関 雅憲

0884-22-0713

（有）阿南ガス

774-0045 阿南市宝田町川原85-4

川田 正三 0884-22-0668

福富工業（株）

774-0045 阿南市宝田町川原127-1

福富 正和 0884-22-0408

武市設備工業

774-0045 阿南市宝田町出口30

松田水道

774-0045 阿南市宝田町川原87-4

松田 秀美 0884-22-2810

松本設備

774-0045 阿南市宝田町井関66-1

松本 久雄 090-8692-1796

宝電機（有）

774-0045 阿南市宝田町中友110-3

新居 信男 0884-22-1621

橘産業（有）

774-0023 阿南市橘町幸野83

中西 利文 0884-27-0418

(有)柳本電機商会

774-0023 阿南市橘町西浜154-3

柳本 明男 0884-27-1152

武市 満

0884-44-5138

橘町

津乃峰町
（有）四宮水道工業所 774-0021 阿南市津乃峰町新浜62-19

吉川電設工業

774-0021 阿南市津乃峰町中分18

四宮 勢一 0884-27-1037
吉川 守

0884-28-0285

富岡町
ワイズ総合設備

774-0030 阿南市富岡町西仲町379-4

岸本 吉清 0884-22-4635

阿南市指定給水装置工事事業者町別一覧表
長谷設備企画

774-0030 阿南市富岡町滝ノ下39-4

長谷 信夫 0884-22-9292

（有）日向建設

774-0030 阿南市富岡町西池田20-3

高橋 美千代 0884-23-2340

中幸建設(有)

774-0048 阿南市中大野町南傍示506-25

中西 由美子 0884-22-7646

美馬建設

774-0048 阿南市中大野町南傍示156

美馬 徹也 0884-22-8420

（有）富士住宅

779-1245 阿南市那賀川町中島628-1

賀上 尊夫 0884-42-0233

那賀川電機商会

779-1114 阿南市那賀川町今津浦免許185-2

マツヤ電機(有)

779-1116 阿南市那賀川町小延316-1

佐野工業

779-1114 阿南市那賀川町今津浦有田津66-1 佐野 修弘 0884-42-2053

長尾水道店

779-1245 阿南市那賀川町中島1564-3

湯浅電機商会

779-1233 阿南市那賀川町大京原392-5

湯浅 克彦 0884-42-0306

三ツ井商店

779-1233 阿南市那賀川町大京原217-1

三ツ井 勇 0884-42-0225

中大野町

那賀川町
巽 義人

0884-42-0737

松本 賢一 0884-42-2228

長尾 一

0884-42-2403

深川建設(株)水道部 779-1236 阿南市那賀川町工地58

深川 順一 0884-42-0154

一田水道工事店

779-1242 阿南市那賀川町赤池161

一田 弘二 0884-42-0125

住設工業平岡

779-1232 阿南市那賀川町西原420-1

(有)大坂建材

779-1243 阿南市那賀川町上福井堂免54-6

大坂 利弘 0884-42-0237

柴山電気商会

779-1242 阿南市那賀川町赤池177-6

柴山 孝司 0884-42-0244

浜田電機

779-1242 阿南市那賀川町赤池102

浜田 良則 0884-42-1703

平田設備工業

779-1241 阿南市那賀川町三栗115-2

平田 治夫 0884-42-1827

大開建設(有)

779-1121 阿南市那賀川町黒地702

田村水道工事

779-1243 阿南市那賀川町上福井藤島96

田村 茂弘 0884-42-1269

(有)おおさかベスト

779-1245 阿南市那賀川町中島170-1

大坂 利幸 0884-42-0216

トヨタエンジニアリング(有)

779-1232 阿南市那賀川町西原443-5

豊田 弘美 0884-42-3331

(株)藤坂組

779-1233 阿南市那賀川町大京原820

藤坂 勝代 0884-22-0580

黒部電水

779-1122 阿南市那賀川町八幡石川原92-2

黒部 伸一 0884-42-1599

旭シンクロテック㈱阿南営業所

779-1243 阿南市那賀川町上福井南川渕21-6 泰地 勝利 0884-21-2322

スマイルでんき（株） 779-1119 阿南市那賀川町日向6-15

平岡 實

高島 豊

0884-42-1330

0884-42-2030

平田 敦資 0884-49-4531

羽ノ浦町
（有）ジャンボ児島

779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄新ノ池14-1

児島 雅樹 0884-44-2712

小島建設

779-1103 阿南市羽ノ浦町春日野150-25

小島 厚次 0884-44-3538

（有）松原設備工業

779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄原婦知11-1

松原 義輔 0884-44-2177

井上電気工業（有）

779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉日開元20-2

井上 徳一 0884-44-4228

竹治電機商会

779-1103 阿南市羽ノ浦町春日野1-515

竹治 裕彦 0884-44-2753

(株)タツミ

779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄梶島84-7

巽 久次

0884-44-2138
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尾崎商店

779-1101 阿南市羽ノ浦町中庄新ノ池54-7

尾崎 孔男 0884-44-2333

羽ノ浦プロパン奈良商店

779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉沢田45-3

吉田建機サービス

779-1109 阿南市羽ノ浦町古毛大須賀90-1

吉田 重行 0884-44-4141

ヨシダデンキ

779-1102 阿南市羽ノ浦町宮倉羽ノ浦居内73-7

吉田 敏弘 0884-44-2176

（株）アズマ四国

779-1106 阿南市羽ノ浦町岩脇ヌクミ51-4

吉岡 明治 0884-44-5638

774-0003 阿南市畭町新はり65-1

清水 博司 0884-22-3926

（有）宮本ポンプ

774-0013 阿南市日開野町西居内455-2

宮本 洋一 0884-22-0879

（株）藤原組

774-0013 阿南市日開野町宮原78-60

藤原 功規 0884-49-0100

（有）セイユウ

774-0013 徳島県阿南市日開野町宮原78-88

石田 誠二 0884-23-6555

奈良 一

0884-44-2175

畭町
清水水道設備
日開野町

福井町
（有）福水工業

779-1620 阿南市福井町吉谷136-34

原 嘉彦

0884-34-2724

見能林町
中野工業（株）

774-0017 阿南市見能林町林崎247

中野 慎一郎 0884-22-2430

（有）常盤電気

774-0017 阿南市見能林町志んじやく18-1

前田 秋雄 0884-22-9110

（有）吉崎建材店

774-0017 阿南市見能林町堤ノ内8-1

吉崎 義人 0884-22-2410

小川設備

774-0043 阿南市柳島町外萩25

小川 和也 0884-23-2248

高野電気

774-0043 阿南市柳島町蛭子面11

英建設（有）

774-0043 阿南市柳島町外萩64

中西 英文 0884-23-6789

779-1403 阿南市山口町舟子田13-3

新居 行長 0884-26-0733

加茂谷プロパン（有） 771-5172 阿南市吉井町地神南20-3

片山 茂俊 0884-25-0054

柳島町
高野 チカ子 0884-22-5628

山口町
新居設備工業
吉井町

領家町
（有）星光産業

774-0011 阿南市領家町土倉30-1

植松 丈夫 0884-22-7098

小松島市
岩戸建材金物センター 773-0022 小松島市大林町字岩戸56

細岡 康則 0885-37-0452

（有）大成工業

773-0025 小松島市和田島町字平見150

西岡 千秋 0885-37-1226

脇谷設備工業

773-0024 小松島市間新田町字ヤケ木2-56

脇谷 良助 0885-38-0322

(有)広田設備

773-0017 小松島市立江町字清水146-1

廣田 健一 0885-37-1775

(有)平山設備

773-0012 小松島市田浦町字中西91-10

平山 昌夫 0885-32-6696

（有）川田設備

773-0010 小松島市日開野町字行地14-16

川田 孝浩 0885-33-0921

西岡設備

773-0025 小松島市和田島町浜塚117-1

西岡 健二 0885-37-1699
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（有）花住工務店

773-0031 小松島市和田島町字松田新田224-20

花住 好晴 0885-38-1779

（有）庄野水道工事店 773ｰ0013 小松島市前原町字茶園55

庄野 清

0885-32-1943

阪本水道店

773-0001 小松島市小松島町字北浜173

阪本 守

0885-32-3646

(有)津乃峰設備

773-0010 小松島市日開野町字時信53-3

小島 一洋 0885-33-3902

ブラザー無線電機㈱ 773-0005 小松島市南小松島町15-1

木村 幹男 0885-32-3150

(有)古川工業

773-0023 小松島市坂野町湊ノ下15-1

古川 睦紘 0885-37-0344

片山設備工業

773-0024 小松島市間新田町字ヤケ木76-58

片山 静雄 0885-38-0122

（有）三英設備

770-0012 徳島市北佐古二番町2-14

三原 英志 088-632-9350

（株）吉崎設備工業

770-8021 徳島市雑賀町西開72-2

（有）浜口設備工業

771-0142 徳島市川内町沖島301-6

濱口 初枝 088-665-2540

（株）谷口設備システム 770-0003 徳島市北田宮4丁目6-73

谷口 伸一郎 088-632-6314

徳島市
廣瀬 栄

桑原工業（有）

770-0863 徳島市安宅3丁目6-44

（有）久保住設

770-8040 徳島市上八万町西山851

久保 信也 088-644-2703

（有）吉原工業

770-0938 徳島市明神町二丁目1-9

吉原 卓哉 088-677-7225

フィート技建（株）

770-0815 徳島市助任橋3丁目25-1

高山 裕之 088-652-5692

（有）妙夏設備

779-3112 徳島市国府町芝原字東分56-1

（株）ササノ

770-0802 徳島市吉野本町4丁目29

篠野 義秀 088-654-5451

(有)小田商店

770-0023 徳島市佐古3番町5-22

小田 俊博 088-654-7161

（株）設備サービス

770-0801 徳島市秋田町5丁目22

松野設備

770-0872 徳島市北沖洲4丁目222-9

昭和水道(株)

770-8082 徳島市八万町川南120-10

山崎設備

770-8024 徳島市西須賀町西開2-43

山崎 孝信 088-669-2922

日の出工業(有)

779-3117 徳島市国府町日開999-2

山田 高章 088-642-1663

(有)中野水道

770-8077 徳島市八万町夷山280-1

中野 耕一 088-668-2252

(株)イースト

770-0046 徳島市鮎喰町二丁目20番地7

鎌田 文則 088-633-9990

（有）わかば第一水道 770-8007 徳島市新浜本町1丁目8-71

吉岡 厚

088-669-3350

阿部 功

上原 卓

088-653-7266

088-642-9955

088-683-3500

松野 武司 088-678-4639
森 宏之

088-668-2484

中嶋 幸則 088-663-1797

八洋住設(株)

770-0052 徳島市中島田町2丁目75-1

谷口 強

088-632-4031

小松設備(株)

771-0131 徳島市川内町大松230-5

笠井 宏章 088-666-1205

豊栄設備工業（株）

770-0044 徳島市庄町3丁目15-1

田村 茂人 088-632-0555

(有)橋本住設

771-0101 徳島市川内町旭野89-9

橋本 英和 088-612-7730

（株）鈴木設備

770-8040 徳島市上八万町上中筋864-1

鈴木 成季 088-668-7233

(有)中山設備

770-0047 徳島市名東町3丁目332-65

中山 邦正 088-632-7046

(有)大設工業

770-8006 徳島市新浜町2丁目1-56

辻本 善造 088-662-2414

大和設備工業(株)

770-8077 徳島市八万町夷山20-2

岩田 浩輔 088-668-2811
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（株）ＳＫＳ

770-8033 徳島市方上町舟戸川16-3

播磨 一十三 088-612-9115

柳生企工(株)

770-8024 徳島市西須賀町東開33-10

柳生 憲二 088-669-3195

(株)ミヨシハウジング 771-4261 徳島市丈六町新居田45-4

松浦 大地 088-669-5526

鳴門市
(有)サトー

772-0035 鳴門市大津町矢倉字裏34-5

佐藤 高志 088-685-5209

（株）チカダ

779-0315 鳴門市大麻町市場字川縁16

近藤 好修 088-689-0401

平岡工業所 （株）

772-0035 鳴門市大津町矢倉字西の越18-12

平岡 幸雄 088-676-3600

朝日工業（株）

776-0013 吉野川市鴨島町上下島167

岡田 昌熹 0883-24-1998

(株)ビオトープ設備システム

779-3403 吉野川市山川町前川75-15

奥屋敷 孝幸 0883-42-6789

（株）三栄設備

776-0005 吉野川市鴨島町喜来60-6

来見 良英 0883-24-5006

多田電機水道

776-0033 吉野川市鴨島町飯尾550-326

多田 光男 0883-24-8541

吉野川市

阿波市
(有)原コーポレーション 771-1507 阿波市土成町吉田字城根木92-1

原 尚広

088-695-2806

板野郡北島町
(有)山田設備

771-0204 板野郡北島町鯛浜字川久保25-3

山田 章二 088-698-9311

板野郡藍住町
勝和興業（有）

771-1224 板野郡藍住町東中富字西安永146-5

谷口 勝

088-692-7733

（有）オオウラ設備

771-1230 板野郡藍住町富吉字中新田46-3

大浦 茂

088-692-6482

（有）徳栄

771-1224 板野郡藍住町東中富字西安永91-7 横手 正人 088-692-4102

（株）KONDO

771-1270 板野郡藍住町勝瑞字西勝地5-8

近藤 康弘 088-641-1920

徳元設備

771-1211 板野郡藍住町徳命字元村18-1

徳元 崇了 088-692-9815

板野郡上板町
谷設備

771-1302 板野郡上板町七條字西元原7-6

谷 仁志

088-637-6307

名西郡石井町
（有）多田設備

779-3233 名西郡石井町石井字石井1581-23

多田 和由 088-674-6846

石井設備

779-3234 名西郡石井町石井字白鳥321番地

石井 宏治 088-679-1922

勝浦郡勝浦町
(有)野神設備

771-4301 勝浦郡勝浦町大字沼江字叶原13-2

野神 智

0885-42-4526

海部郡美波町
（有）江本商店

779-2305 海部郡美波町奥河内字寺前187-5

江本 竜哉 0884-77-0683

775-0203 海部郡海陽町大里字松原14-6

山本 康史 0884-73-0746

７６１-０４９２ 香川県高松市三谷町136

石橋 雄二 ０８７-８８９-８１１１

海部郡海陽町
山本電気設備
香川県高松市
（株）カナック

阿南市指定給水装置工事事業者町別一覧表
香川県丸亀市
徳島水道サービス

763-0071 香川県丸亀市田村町1622-1

大川哲加郎 0120-93-1152

愛媛県松山市
㈱ニッシン設備

791-1105 愛媛県松山市北井門2丁目14-7

日野 伸司 089-907-2531

542-0066

大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目7-3 イースマイルビル

島村 禮孝 06-7739-2525

(株)アクアライン

730-0012

広島県広島市中区上八丁堀8-8 第1ウエヤノビル6F

大河内 剛 082-502-6644

（株）MIZU SAPO

730-0844 広島県広島市中区鶴見町8-57

中村 信幸 082-533-8080

222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2-1

鈴木 一也 045-473-8181

大阪府大阪市
（株）イースマイル
広島県広島市

神奈川県横浜市
（株）クラシアン

