備前市下水道排水設備指定工事店一覧
指定工事店名

営業所所在地

アクア住設㈱

備前市新庄1246-2

かごはら設備
㈱伊知建興業

電話番号

指定工事店名

営業所所在地

電話番号

(0869)66-8274 中国水道工業㈱

岡山市北区今6-9-12

(086)241-1722

備前市福田795-9

(0869)66-6037 ㈱蜂谷開発

岡山市北区平野595-1

(086)292-2245

備前市香登本1061-1

(0869)66-0377 ㈱アルバ・エル

岡山市北区白石193-7

(086)253-7251

㈱甲矢組

備前市香登西44-1

(0869)66-8460 オカ設工業㈱

岡山市北区白石434-8

(086)243-0707

㈱紀井建設

備前市香登西745-1

(0869)66-7448 山陽技研㈱

岡山市北区青江4-8-1

(086)231-0248

二幸建設㈱

備前市香登西249-1

(0869)66-9131 ㈱きせき設備

岡山市北区宿本町9-9

(086)206-7490

㈱クレックスタツミ

備前市大内475-1

(0869)66-8813 ㈱榮往研

岡山市北区旭本町1-35

(086)223-3223

田島電水㈲

備前市大内668

(0869)66-9272 タカオカ設備

岡山市中区東山3-9-15

(086)271-0906

冨士建設㈲

備前市大内601

(0869)66-9277 ㈱水正設備

岡山市中区円山6-3

(086)274-2191

大饗工業㈱

備前市伊部2293-1

(0869)64-3039 ㈲ヒラ工業

岡山市中区今在家332-5

(086)275-7071

岸本設備㈱

備前市伊部1396-1

(0869)63-2008 ㈱成和設備工業所

岡山市中区藤崎685-7

(086)277-0878

太陽建設㈱

備前市伊部2407

(0869)64-3945 ㈱菊地水道

岡山市中区原尾島873-2

(086)207-2383

㈱中電工備前営業所

備前市伊部291-1

(0869)64-2648 対州工業㈱

岡山市東区楢原528-12

(086)297-2969

㈱マツスエ設備

備前市伊部260-1

(0869)63-2616 ライフライン

岡山市東区西大寺東2-4-53 (086)943-5583

大新工業㈲

備前市浦伊部782

(0869)64-3130 ㈱旭栄

岡山市東区浅越21

(086)943-7790

千代田建設工業㈱

備前市浦伊部323-1

(0869)64-2123 和光設備㈱

岡山市東区大多羅町310

(086)943-1211

㈲ミヤタ建設工業

備前市浦伊部1113-24

(0869)64-1298 ㈲東伸設備

岡山市東区九蟠1035-1

(086)948-9770

片上設備

備前市西片上1484

(0869)64-2618 ㈲あけぼの設備

岡山市東区東平島106

(086)297-5227

㈱小林工務店

備前市西片上1526

(0869)64-2608 ㈱全凌設備

岡山市東区福治803-3

(086)943-0111

寺見建設㈱

備前市西片上1390

(0869)64-2258 雄町水道屋

岡山市東区古都宿385-3

(086)278-5483

草加建設㈱

備前市東片上1595

(0869)64-2605 赤坂管工㈱

岡山市南区浦安西町115-5 (086)263-0435

コーシン

備前市東片上1142

(0869)64-3768 ㈲カド設備

岡山市南区浦安南町593

(086)264-0081

㈱茂山組

備前市東片上253

(0869)64-2392 光南工業㈱

岡山市南区新保397-15

(086)231-2155

大東建設㈱

備前市東片上1205-2

(0869)64-3421 岡山ホーム管工㈱

岡山市南区西市275-1

(086)243-8791

藤田建設㈱

備前市東片上28

(0869)64-3000 吉備水道設備

岡山市南区大福451-9

(086)281-0516

㈲武本工務店

備前市閑谷1592

(0869)67-0972 ㈲グランディー

岡山市南区藤田471-25

(086)296-7338

樫本建設工業㈱

備前市伊里中766-1

(0869)67-1264 ㈱岡山水道センター

岡山市南区豊成3-23-30

(086)239-8802

川田設備㈱

備前市麻宇那401

(0869)67-2434 ㈲三愛設備

岡山市南区福富西1-13-23 (086)264-3010

石野板金㈲

備前市穂浪3646-15

(0869)67-0633 イワタニ山陽㈱岡山支店 岡山市南区豊浜町3-34

(086)262-3245

㈲鳴坂重機工業

備前市穂浪675-5

(0869)67-2012 ㈱インテック共和

倉敷市東塚6-9-16

(086)455-5949

㈲フジワラ工務店

備前市穂浪445-7

(0869)67-0700 貝原水道㈱

倉敷市中庄1083-5

(086)462-5232

藤幸工業㈱

備前市鶴海2908-1

(0869)93-4334 ㈱船倉建設工業

倉敷市新田2477-1

(086)425-1132

㈲杭本工務店

備前市三石1606

(0869)62-0418 ㈲山二設備

倉敷市福田町浦田1947-1

(086)455-3219

㈲大丸建設

備前市三石1260

(0869)62-0209 浦川設備

玉野市和田1-12-16

(0863)23-4634

㈲タキイ住設

備前市三石991-10

(0869)62-0343 シンポー工業㈱

瀬戸内市邑久町山田庄197-1 (0869)22-2766

㈲アラタ

備前市日生町日生648-23

(0869)74-0457 あかつき設備

瀬戸内市邑久町尾張593-2 (090)3746-7557

東備建設㈱

備前市日生町日生241-110 (0869)72-3331 ㈲今𠮷工務店

瀬戸内市長船町磯上3343-1 (0869)26-4755

㈱星尾組

備前市日生町日生1658-1

(0869)72-0207 正宗設備

瀬戸内市長船町長船575-21 (0869)66-7733

森下設備㈲

備前市日生町日生1454-6

(0869)72-0361 行幸設備㈱

瀬戸内市長船町福里54-1

やました設備㈱

備前市日生町日生637-1

(0869)72-0558 ㈲かぶとや住設

瀬戸内市長船町八日市170 (0869)26-2117

㈲吉形工務店

備前市日生町日生1915-1

(0869)72-1476 ㈱しえのり

瀬戸内市長船町服部80-5

(0869)26-2708

㈱吉建

備前市日生町日生2175

(0869)72-0122 ㈱カサイ工業

赤磐市桜が丘西1-44-3

(086)955-6848

光明工業㈱

備前市日生町寒河1753-1

(0869)74-0944 ㈱末元住宅設備

美作市川北671-2

(0868)75-0256

㈲ハウジング山本

備前市吉永町吉永中865

(0869)84-3085 積和建設中国㈱ 岡山支店 都窪郡早島町早島4962-38 (086)480-1600

㈲藤原建設工業所

備前市吉永町吉永中824

(0869)84-2051 清水設備機器㈲

和気郡和気町尺所3-1

(0869)92-0260

㈲藤原住宅設備

備前市吉永町岩崎188

(0869)84-3466 浜田設備

和気郡和気町大中山166

(0869)93-0227

㈲溝田設備

備前市吉永町福満125

(0869)84-2461 神崎設備

和気郡和気町大中山186-5 (0869)93-1828

㈱泰輝

岡山市北区下中野711-120 (086)243-0051

㈲ムロタ設備工業

岡山市北区横井上94-1

㈱大設工業

岡山市北区下伊福上町2-2 (086)253-3266 合計 ９７店

(086)254-3378

(0869)24-7707

