
中　区　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈱桐田商会広島営業所 十日市町二丁目10-1  231-1120 ㈱竹内工業 基町18-5-222 222-2250

㈱クラシアン 羽衣町2-21 249-6861 ㈲テクノ 吉島新町二丁目4-13 241-5410

三機工業㈱中国支店 大手町二丁目1-1  218-5602 ㈲パンネックス 十日市町二丁目6-19  232-6485

新まるせ工事㈱ 光南五丁目2-31 244-1101 ㈲ヒガキ工業 吉島新町二丁目15-11  243-3233

㈲清美工業所 基町18-4-2  221-0215 藤岡工業㈱ 南竹屋町1-5  243-6910

西部熱機㈱ 江波南二丁目16-20  291-7698 ㈱富士ハウス広島 舟入南一丁目10-20 293-3883

㈲大栄防水 南竹屋町3-1 243-5836 ㈱ベン・コーポレーション 大手町三丁目1-11 242-4590

ダイダン㈱中国支店 加古町2-22  241-4171 ㈱水野工業所 舟入幸町3-10  291-4520
大松工業㈱ 舟入幸町20-18  231-7228 ㈱宮本設備工業 光南一丁目11-17-101  247-0094

合同会社太陽住設 江波南三丁目4-11 233-5466

東　区

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

あおい住設 牛田早稲田一丁目24-7-318  578-4717 日成プラント㈱ 中山北町1-19  280-2712

㈱アサ・テクノ 戸坂惣田二丁目3-4  229-5311 平田設備㈱ 戸坂桜上町10-７ 220-2231

㈱朝日グリーン 牛田本町一丁目7-15  211-3969 ㈲ビルドカワカミ 温品一丁目1-26 280-2211

㈱荒川建設 福田六丁目2107-1  899-3172 広島啓発工業㈱ 温品二丁目14-26 508-6707

ＫＡＺ住宅設備 戸坂数甲一丁目3-27-101 090-6840-5066 ㈲増岡工業所 戸坂千足一丁目6-6 516-0023

興洋設備㈱ 馬木三丁目34-6-21  899-2501 松尾住宅設備 馬木八丁目2444-11  899-3978

㈱seek freeplanning 牛田新町二丁目4-29 836-5888 ㈱ミキテック 中山新町三丁目9-35 090-9412-3837

㈱新栄工業社 中山北町1-14  289-6211 ㈲森川工業 温品六丁目1-8  289-0536

新広設備㈱ 戸坂山根二丁目8-28 847-6251 山本設備工業㈱ 牛田本町一丁目10-18  221-0325

セキセイｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈲ 光町二丁目8-24  263-7110 𠮷岡工業 馬木七丁目2049-5 899-5286
タカノ住設㈱ 牛田本町三丁目2-12  222-2266 ㈲和田工業所 東蟹屋町20-4  261-0222

南　区

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈱アイエス設備 段原山崎二丁目12-25-501 521-5838 ニイヤマ設備㈱ 出島一丁目33-6  250-9770

安芸設備工業㈱ 丹那新町19-14  254-0811 ㈲日進設備 宇品御幸一丁目10-12  254-2885

淡路電気工事㈱ 宇品海岸三丁目5-21 250-1218 ㈲光 宇品西二丁目16-36  254-5533

㈲池田建設 宇品東二丁目6-14 253-7865 平本設備工業㈱ 向洋新町三丁目1-7  282-5693

栄価工業㈱ 仁保二丁目6-40  508-2050 ㈱ヒロエー 出島二丁目13-35  255-1212

㈱大方工業所 大州二丁目15-8  282-4301 広里工業㈱ 霞二丁目8-18  251-1706

㈱大畑設備 宇品東七丁目10-22 250-4363 広島ガステクノ・サービス㈱ 皆実町二丁目6-19 252-3061

㈱岡設備工業 仁保南一丁目3-29  283-6578 ㈱フジ設備 上東雲町26-12 286-4501

㈱兼正冷熱工業 霞二丁目7-13 254-0772 フジワラ設備 東雲三丁目1-23-305 236-7131

芸州住宅㈱ 大州一丁目1-19  282-3555 府中工業㈱ 上東雲町19-6  283-0531

山陽空調工業㈱ 大須賀町19-13  262-2351 馬越配管㈲ 皆実町四丁目5-27-13  252-1647

塩田工業㈱ 東雲二丁目14-6  281-9161 ㈱まない 宇品海岸三丁目8-48 236-8527

㈱ＳＥＩＷＡ 向洋新町一丁目14-14 890-3140 三浦技研工業㈱ 出島二丁目4-55  250-5515

世良設備 大州二丁目1-11-2 521-2604 ㈲宮迫工業所 東雲二丁目6-22 510-1525

㈱タイト設備 東雲一丁目23-15-102 215-4476 宮田建設㈱広島支店 出島一丁目33-46  251-8351

㈲中央管工 丹那町1-29  255-5005 ㈱宗政 南大河町38  253-2766

中央機器設備㈱ 東雲本町二丁目8-22  284-4101 もみじ工業㈱ 宇品海岸二丁目12-24 253-7133

㈱中電工 広島統括支社 皆実町一丁目9-35  253-7109 ㈲勇加設備 山城町11-22 252-8010
㈲中田設備工業 翠四丁目1-20  255-2611 ㈱横山工業所 比治山町1-10  264-2291

西　区（次頁あり）

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

アイビッグチェーン広島店 己斐上五丁目25-3 273-9566 シゲタ工業㈱ 南観音四丁目3-4  231-4977

彩住設㈱ 庚午中二丁目16-16 275-6434 ㈲商栄 己斐上三丁目40-7 507-8777

㈱アリキ 竜王町2-11  239-3611 ㈱上下水道センター 己斐本町二丁目16-10 507-7510

イーイング・コーポレーション㈱ 西観音町4-1 297-2022 ㈲伸栄住宅設備 南観音八丁目13-12 291-9004

㈱市橋工業 新庄町8-13 237-2236 ㈲新開住設センター 観音本町一丁目20-13  293-7103

㈱伊藤組 都町34-6 232-1628 ㈱隅重設備 大芝三丁目5-15-2 962-2825

井口設備 井口鈴が台三丁目4-22 208-0432 成菱設備工業㈲ 観音新町二丁目17-37 208-5001

上茂工業㈱ 山田町34-16  273-2456 ㈱第一工務店 観音本町二丁目8-10      292-3245

ウォーターポイント㈱ 庚午北四丁目2-13  272-2431 ㈱高原設備工務店 横川町二丁目16-15  231-2161

㈱栄創 高須台六丁目5-17 274-1994 ㈱高政商会 小河内町二丁目17-19 294-6881

㈲オー・エス 楠木町三丁目1-37  299-5665 宝設備㈱ 中広町一丁目18-18  233-0133

㈲大下設備工業 庚午中四丁目10-28  272-3054 ＴＡＫＥＹＡ㈱ 己斐本町二丁目15-29-103 942-2870

㈲沖田住宅設備 新庄町23-13  230-2211 ㈲タッククリエイト 山田新町一丁目13-7  507-5531

㈱オキユニテック 中広町三丁目15-13 208-5392 ㈱中国ネオ 庚午北二丁目6-28 507-7210

㈲金村建設 南観音四丁目5-33 232-3760 ㈱中電工エレテック広島・島根 草津東一丁目1-29 273-0330

㈲管興商会 山田新町一丁目25-28  273-4561 ＴＲＯコーポレット 己斐大迫二丁目1-15-201 275-6460

共栄工業㈱ 南観音一丁目3-2 231-8281 ㈱テイキン興業 小河内町二丁目3-19  233-2538

㈱ＫＥＩ設備． 田方二丁目3-5 090-7546-6381 寺澤設備 古江上二丁目770-6 576-2851

㈱サガ工業 楠木町二丁目2-27-101  237-6190 天満冷凍機㈱ 中広町三丁目25-19 232-8221
五月設備 己斐上三丁目14-2  275-2701 ㈲鳥取工業 井口明神三丁目11-1 208-5388

広 島 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 一 覧 表
                    Ｒ４．７．１現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



西　区（前頁より）

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈲長谷川水道工業所 庚午中一丁目14-23  271-1851 ㈱マツダ管工 都町8-8  295-7755

㈱ハマノ設備工業 観音町3-6 942-0555 ㈲丸忠工業 己斐本町三丁目17-1 527-0808

ヒカリ建設㈱ 南観音八丁目7-3 291-6100 ㈱免出 己斐本町一丁目14-12  271-1555

㈲楸工業 己斐上三丁目31-16  527-0339 ㈲安本設備 福島町一丁目7-12  296-3381

㈲平岩設備工業 新庄町19-10  237-0575 ㈱山一管工 都町23-3  292-5560

広島工業㈱ 三篠町一丁目10-2  237-1111 ㈱ヤマテ工業 三篠北町13-4  230-1234

㈱弘中設備 横川新町5-1  232-5341 良栄設備工業 南観音一丁目1-10 293-9086

㈲フジイテック 楠木町一丁目2-11  292-5503 若山工業㈱ 己斐上二丁目56-15 274-1086
㈱ブルアーチ 井口五丁目15-25 208-1850 ㈱和興 南観音八丁目8-28  293-5585

安佐南区

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈱井川設備 長束六丁目10-30  875-3311 ㈱竹野工業 川内六丁目28-9-2 962-1709

井上建設工業㈱ 古市二丁目33-3  877-2195 ㈲竹野商店 長束西一丁目35-4  239-3276

㈲Ａ・Ｙ・Ａ設備 安東五丁目7-9 832-6005 ㈱田中組 古市二丁目20-1 877-1329

Ｈ．Ｒ．Ｃ 山本新町三丁目25-20 578-2321 ㈲中国空調工業 山本一丁目29-14 874-4854

ＳＡプランニング㈱ 東野二丁目18-15 879-0290 中和建設工業㈱ 上安二丁目52-24-4  878-7551

㈲ＳＤＮ 相田三丁目12-21 832-7700 ㈱佃ポンプ店 緑井六丁目25-32  877-1250

㈱ＮＳ設備 伴東二丁目53-16-12 215-6628 ㈱出崎設備 西原一丁目25-34-12 557-6834

エミーコーポレーション㈱ 大町東三丁目7-6-103 209-8877 ㈲デルタコンサルタント 西原一丁目22-13  850-1021

㈱エム・エス工業 大町西三丁目21-16-1103 557-7837 土井工業㈱ 山本新町二丁目16-6 205-4363

遠上設備工業 八木九丁目24-24-303 090-3633-1023 ㈲トミタ住設 大町西三丁目13-26 877-7447

㈲大宮設備工業 毘沙門台二丁目10-28 879-6467 伴設備 伴中央二丁目3-4-52 080-1635-9122

㈲岡本設備 高取南三丁目26-8  872-0703 ㈱Nagao設備 祇園二丁目42-3 874-1370

㈱カジハラ 長楽寺一丁目19-27-7 878-7890 ㈲中田設備 高取南一丁目9-34 878-5686

河内産業㈱ 大町東一丁目11-21  876-1611 中谷設備 長楽寺三丁目9-13 962-8237

㈲クレヨン 八木七丁目15-22 521-8873 ㈲長束水道工業所 山本三丁目17‐4 875-3344

㈱グローアップ 緑井四丁目8-9 846-6600 ㈱西原設備 高取南二丁目29-18 548-1324

㈱迫田工業 相田七丁目53-7-5 578-1891 ㈲西村工業 緑井四丁目21-28 879-5868

㈱佐東企業 八木七丁目9-2  873-3338 ニッカホーム西日本㈱広島安佐南営業所 西原五丁目2-1 850-3701

㈲佐藤商工 相田七丁目53-7-3  878-8950 日本美化設備工業㈱ 上安二丁目11-21  878-7925

サヨ総合設備㈲ 伴北六丁目4073-1  848-3182 橋本設備 長束五丁目17-3 209-6471

㈲山栄設備 八木八丁目1-9 873-7653 ㈱ＦｕＲＵＩＣＨＩ 古市二丁目16-17  877-1130

㈱サンテック 伴中央四丁目12-10  848-2311 プログレッソ 相田四丁目8-10 090-1332-7300

㈲ジィーエム 緑井八丁目2-25  831-2103 ホウジョウ設備 東原二丁目12-4-4 875-0020

シミズ設備工業㈲ 高取南一丁目3-33  872-3122 ホクエイ設備工業㈱ 緑井八丁目3-6  879-7704

㈱スエノブ 山本一丁目8-4  874-5343 ㈲正木設備 緑井七丁目28-13  877-2324

杉原ポンプ水道工業 川内一丁目6-18  877-1581 柳川建設㈱ 沼田町大字吉山3190-1 839-2010

積和建設中国㈱ 伴南一丁目4-31  849-6255 ㈱ゆめ空調 毘沙門台二丁目42-21 962-1030

ゼブラ工房 沼田町大字阿戸134 839-3773 ㈲ワイケイ技研 毘沙門台三丁目22-22  876-4240

㈱田尾設備 高取北三丁目2-11  878-0601 和光工業㈱ 山本新町二丁目3-5 090-3632-8154
㈱高川設備 八木九丁目27-27 555-5547 ㈲渡設備 上安一丁目13-23  872-9105

髙橋設備 西原四丁目6-20 875-9350

安佐北区

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈲安佐企業 亀山九丁目35-18 516-5116 ㈱竹野下組 可部三丁目38-6  815-2525

㈱旭山建設 白木町大字秋山2083-18  828-1355 ダン環境設備㈱ 上深川町244-1  840-1311

アライ設備 亀山八丁目14-15  815-2459 日成テック㈲ 三入東二丁目23番5号 818-5832

㈲オオモト 可部南五丁目15-13 881-0323 沼田建設㈱ 可部三丁目3-30 814-3148

㈲おばた設備 あさひが丘六丁目4-4  838-0410 ㈱ネクストプラン 可部八丁目11-19 516-6501

可部佃ポンプ㈱ 可部五丁目12-4  812-3148 ㈱花田工業所 大林町2437-3 810-5055

㈱川本設備 あさひが丘七丁目22-26 838-0171 ㈱ヒロキタ 亀山九丁目36-10  814-2767

㈲玖田設備工業 亀山四丁目3-5  812-0209 広島ｳｴｽﾄｳｫｰﾀｰ㈱ 安佐町大字久地253 837-0535

㈲河野鉄工所 白木町大字秋山2351  828-0508 藤田設備㈱ 安佐町大字筒瀬1337-1 838-3888

㈲迫田工務店 可部東五丁目25-22  815-0011 ㈲藤吉建設工業 安佐町大字飯室10921-424  835-2729

佐々木住設 白木町大字秋山1707-21 205-4531 フナモト 安佐町大字飯室3489-2 835-2044

㈱ジール 安佐支店 安佐町鈴張1882-1  835-2033 ㈱船本工業所 亀山五丁目5-20  812-3668

㈲清水設備工業 狩留家町1118-1  844-0025 松田住建㈱ 安佐町大字飯室6475-1 837-0053

ＳＨＯ－ＷＡ 落合南四丁目51-16 847-5626 ㈱水口組 深川七丁目40-16  842-0025

㈲白木建材 白木町大字市川吉井12-1  828-0793 森政組 可部町上町屋字定信1616-7 237-0713

シロヤマ住宅設備 三入東一丁目23-26  818-0169 ㈲山二管工設備 口田南六丁目23-9  842-0780

㈱新晃設備 深川二丁目42-13-1003 845-5860 ㈲山西設備 亀山七丁目2-31  814-4128

㈱新陽建設 小河原町560  844-1899 ㈱夢翔 上深川町304-6 562-2624

㈱曽根川施工 口田四丁目8-2  842-4103 吉井建設㈱ 口田南三丁目13-3  842-9808
㈱第一総合建設 亀山八丁目18-15  815-1229 ㈱レイト 口田四丁目23-17 847-5836

㈲ダイテック 深川五丁目25-11 841-6151



安芸区

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈱アイシンスマイル 矢野南四丁目19-3 847-6268 ㈲中国設備工業 畑賀町3802-12  827-1001

㈱アルキワークス 中野二丁目37-38 892-0439 西谷設備 畑賀町3756-5  827-1176

イワタニ山陽㈱ 中野一丁目7-2  892-3111 ㈲伏岡建設 中野六丁目1-7 894-8787

㈲Ｋ・Ｌ・Ｓ 矢野南一丁目16-13-703 888-8598 やぶねハウビン㈱ 矢野東一丁目1-17  888-3388

㈲米谷設備工業 船越四丁目5-19  822-5715 ㈱友栄 船越六丁目1450-1 827-1032

㈱佐々木設備工業 矢野東七丁目2-11 209-0644 ㈲ユキ住宅設備 矢野西一丁目8-3-15  888-5382

㈲瀬野川設備 中野一丁目11-4  892-4330 ㈱義光建設 中野五丁目23-8 893-2700
㈲瀬野建材 瀬野一丁目12-18 894-8887 ㈲渡辺設備工業所 矢野東一丁目1-15  888-0600

代本設備工業㈱ 阿戸町216-10 820-8454

佐伯区

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

藍原設備㈲ 三宅六丁目182 923-3608 ㈱清水土建工業 五日市中央四丁目7-42 921-2558

石本設備㈱ 隅の浜二丁目5-8 942-6907 ㈲相互建設 八幡一丁目17-21 928-2850

㈱五日市設備 千同三丁目587-1  922-2402 ソーワ工業㈲ 五日市中央五丁目18-23  923-1595

出本設備工業 薬師が丘四丁目15-4 929-2110 ㈱タイキョク 八幡東三丁目19-11-9  927-5727

㈲上野建設 湯来町大字伏谷878 0829-86-0916 千代田設備 藤の木二丁目13-3 080-3390-8647

㈱ウッドタウンゆき 湯来町大字麦谷368-1 0829-83-0850 ツボイ建設 湯来町大字麦谷954-2 0829-83-0884

㈱エイコー 八幡東三丁目19-11-8 208-0191 ㈲寺西設備 五日市駅前二丁目6-30  921-3531

㈲オクダ設備 五日市町大字石内1130  928-0498 ㈲寺西ポンプ工業 五日市三丁目6-21  921-0440

㈲小田秀工業 五月が丘三丁目9-27  941-2648 永井住建㈱ 八幡五丁目14-4  928-7121

関西設備工業㈱ 五日市町美鈴園38-9  921-3281 ㈲中西組 湯来町大字多田2039 0829-40-6018

㈲北村工業 藤の木四丁目16-11 928-8176 ㈱西日本工業 五月が丘五丁目2-14  941-0272

㈲協栄商会 五日市町下河内59-2 929-6955 日本冷熱工業㈱ 五日市七丁目8-19  921-2131

清政設備サービス 八幡一丁目22-8-3  928-7613 ㈱長谷川ホーム 利松一丁目4-15  928-8949

㈱クリンプロ 湯来町伏谷137-7 0829-40-5977 平中住環境設備 五日市町大字上河内75-1 927-9273

ケイエム環境設備 五日市駅前一丁目3-12  921-6317 広島ガス湯来販売㈱ 湯来町大字伏谷口1847-1 0829-83-0420

㈱ＫＮＫ 八幡東三丁目20-6 927-8447 ㈱丸共 五日市中央四丁目15-17  922-5188

㈱工社ケイエム 千同三丁目65  924-3550 向井工務店 湯来町大字白砂476 0829-86-2775

寿総業㈱ 美の里二丁目2-20  922-5145 山根水利工業㈲ 千同二丁目13-47  921-0754

坂本工業㈱ 五日市町大字上河内289-4  927-0173 湯来建材㈱ 湯来町大字伏谷1590 0829-86-1007

佐古建設㈱ 湯来町大字和田4 0829-83-0244 湯来電化 湯来町大字多田2621-2 0829-85-0402

㈲佐々木組 五日市中央七丁目4-25  923-1166 ㈱儀光工業 利松一丁目6-27 090-9738-2614
サツキ設備 五月が丘一丁目6-1 941-0518 ㈱ワイ・エス・エス 五日市七丁目14-15 923-6606

㈲島村設備工業 千同二丁目8-12  922-0592

市　外（次頁あり）

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈱大竹環境保全 大竹市東栄一丁目2-8 0827-52-5355 ㈲吉本ガス産業 竹原市竹原町3526-29 0846-22-3682

㈲成亜総合設備 大竹市本町一丁目8-2 0827-52-2501 アイシン工業 廿日市市宮内2784-10 0829-38-1039

大成テクノ㈱ 大竹市南栄三丁目1-11 0827-45-1900 ㈲相野水道工事 廿日市市物見西二丁目9-5 0829-50-5052

㈲浜崎工業所 大竹市西栄三丁目18-14 0827-52-3365 ㈲イワザシ住設 廿日市市原甲74 0829-20-2388

井戸設備工業㈱ 呉市広塩焼二丁目15-21 0823-74-7085 ㈱Ａ＆Ｃ 廿日市市大野中央三丁目3-5 0829-55-0383

大西工務店㈱ 呉市下蒲刈町下島3713-1 0823-65-2607 ㈱栄商 廿日市市佐方二丁目8-1 0829-30-7031

㈱オガワ総合建設 呉市倉橋町629 0823-53-0530 エース工業㈲ 廿日市市平良一丁目12-4-8 0829-31-1551

織田設備 呉市梅木町5-15 0823-38-8789 栄光セツビ 廿日市市上平良38-1 0829-38-7003

呉設備工業㈱ 呉市二河峡町5-15-201 0823-21-7598 ㈲金島設備 廿日市市宮園上四丁目6-4 0829-39-6851

㈲呉風呂センター 呉市長ノ木町1-31 0823-21-4233 ㈱コマツ住宅設備 廿日市市宮内2784-18 0829-39-2435

㈲ケイエヌコーポレーション 呉市中央三丁目7-20-201 0823-22-1980 ㈱竹内 廿日市市梅原一丁目4-39 0829-55-0231

㈱コヤマソービ 呉市三和町5-18 0823-22-1769 ㈲内藤設備 廿日市市四季が丘九丁目2-13 0829-38-2118

㈲佐古設備 呉市押込一丁目11-7 0823-34-1541 ㈲中野工事 廿日市市陽光台五丁目8-14 0829-38-5618

㈲せとうち設備 呉市東惣付町6-40 0823-25-1440 廿日市上水道工事所 廿日市市串戸二丁目17-40 0829-31-1081

㈲土博 呉市広古新開一丁目9-4 0823-71-2030 浜田設備 廿日市市平良二丁目6-10 0829-32-0390

ドヒハウス㈱ 呉市本町3-19 0823-22-5475 ㈲ひらの住設工業 廿日市市梅原一丁目1-16 0829-55-2701

㈲長代設備 呉市仁方本町一丁目2-20 0823-79-0224 ㈲広島綜合設備 廿日市市阿品三丁目15-18 0829-36-4181

㈲永濵工業 呉市押込西平町18-7 0823-34-0071 富士整備㈱ 廿日市市大野原一丁目4-31 0829-55-0214

㈱中山設備工業 呉市広本町一丁目8-18 0823-69-4657 向井住設 廿日市市大野3302-10 0829-56-5502

㈲原田設備 呉市天応東久保一丁目1-10 0823-38-8659 ㈲森本ボーリング工業 廿日市市玖島2592-3 0829-74-0153

㈲ヒロシ工業 呉市広小坪一丁目45-1 0823-76-0270 ㈲友和管工 廿日市市永原325-2 0829-74-2152

広島ガス呉販売㈱ 呉市阿賀南七丁目1-56 0823-73-1234 アワタ工業㈱ 東広島市西条町田口2940-15 082-425-1679

真鍋設備工業㈱ 呉市東中央四丁目4-34 0823-22-6551 いのもと産業㈱ 東広島市西条中央三丁目8-11 082-423-8340

㈱吉川設備 呉市焼山中央六丁目12-20 0823-33-6588 ㈱今岡住設 東広島市西条町西条東918 082-423-2514
㈱脇田水道 呉市広文化町4-46 0823-73-5273 ㈱岩城 東広島市西条町田口2931-29 090-7773-4488



市　外（前頁より）

会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話 会　　社　　名 所　　在　　地 電　　話

㈱カシワ設備 東広島市八本松町正力1439 082-436-3931 神野建設㈱ 安芸郡府中町青崎中17-12 288-5595

ＣＬＯＶＥＲ 東広島市八本松町飯田495-4 082-428-4089 設備ヨコイチ 安芸郡府中町緑ヶ丘6-28 285-4730

㈱ケーシ－エル 東広島市西条中央六丁目31-38 082-424-3363 ㈲谷崎工建 安芸郡府中町浜田一丁目6-3     281-5085

㈲甲陵ハイテック 東広島市河内町中河内293-1 082-437-0560 Ｔ－コンストラクション㈱ 安芸郡府中町山田三丁目6-7 288-7987

㈲柴﨑工業 東広島市西条町土与丸1151-2 082-424-3766 長谷川管工 安芸郡府中町大須四丁目2-45 282-5341

㈲タイトー工業 東広島市黒瀬切田が丘一丁目26-18 0823-82-0352 日の丸環衛工業㈲ 安芸郡府中町鹿籠二丁目17-12     281-8693

太陽住宅設備㈱ 東広島市西条町田口189-17 082-425-4150 ㈲平田住宅設備工業 安芸郡府中町本町一丁目3-2     282-6701

㈱高西工業 東広島市西条町御薗宇1665-3 082-422-4411 ヒロプランニング 安芸郡府中町桜ヶ丘5-12     285-5644

㈱中央設備 東広島市西条町寺家4724 082-422-2471 ㈲府中管工 安芸郡府中町八幡四丁目7-23     285-7700

㈲中国ホット・ウォーター 東広島市黒瀬町乃美尾770 0823-83-1533 ㈲森本組 安芸郡府中町桃山一丁目16-23     284-2533

㈱東豊建設 東広島市豊栄町安宿5015-5 082-432-2108 ㈲横田工業所 安芸郡府中町浜田一丁目4-1-16     890-0250

㈲東洋総合住設 東広島市八本松町原10526-14 082-429-2271 ㈲井川ポンプ店 安芸高田市甲田町高田原1010-3 0826-45-2143

二家本総合設備 東広島市高屋町稲木673-2 082-439-0046 大上産業㈱ 安芸高田市八千代町下根2582-4 0826-52-3111

㈲日谷住研 東広島市豊栄町鍛冶屋492-4 082-432-2659 ㈲オキタ設備 安芸高田市吉田町吉田748-1 0826-42-0053

㈱フジタニ設備 東広島市西条町下三永1132-2 082-426-0224 ㈲川本工務店 安芸高田市吉田町上入江2068 0826-43-1757

㈱三井開発 東広島市八本松町原4792 082-429-3231 ㈱佐々木電機 安芸高田市向原町坂720-1  0826-46-2076

光元設備工業㈱ 東広島市西条町寺家7959-3 082-422-5438 ㈱シガ設備工業 安芸高田市吉田町常友131-3 0826-43-1122

㈲村岡工業 東広島市西条町田口189-318 082-425-0699 ㈱住吉 安芸高田市甲田町高田原1373-2 0826-45-4712

㈱吉田設備 東広島市高屋町中島801-8 082-434-6988 ㈱高田環境 安芸高田市吉田町吉田1489-14 0826-42-2028

㈲リトルテック 東広島市高屋町高屋堀1083 082-491-1610 高橋電機 向原 安芸高田市向原町坂143-1 0826-46-2118

㈲三基工業 安芸郡海田町南本町4-14     823-8122 ㈱武田建設 安芸高田市吉田町常友1520 0826-42-0562

㈲新生工業 安芸郡海田町大立町6-25     823-7116 ㈱武田電設 安芸高田市高宮町佐々部33-3 0826-57-1690

㈲髙田設備 安芸郡海田町蟹原二丁目10-17     822-0580 テラド設備 安芸高田市吉田町吉田185-24 0826-42-3683

㈲乗重設備 安芸郡海田町昭和町1-21     823-3326 広島ガス高田販売㈱ 安芸高田市吉田町常友669 0826-42-3331

㈱ホームテクノ 安芸郡海田町国信一丁目3-40 823-5011 ㈲ＦＵＬＬ　ＨＯＵＳＥ 安芸高田市甲田町下甲立1052-3 0826-45-4285

宮坂建設㈱ 安芸郡海田町昭和中町2-40     822-3316 ㈲矢賀谷農機商会 安芸高田市吉田町吉田1277 0826-45-2229

㈲新井設備 安芸郡坂町植田四丁目12-2     885-1982 ㈱和田組 安芸高田市高宮町房後125-20 0826-57-1314

㈲後藤設備工業所 安芸郡坂町坂西四丁目1-13 885-0149 ㈱キヨナガ設備 三次市十日市西四丁目9-13 0824-68-0273

髙塚設備 安芸郡坂町横浜中央二丁目1-1 847-6740 ㈱エネポート 山県郡北広島町海応寺354 0826-83-1333

㈲エコー設備 安芸郡熊野町出来庭三丁目6-30 854-5783 ㈲大地 山県郡北広島町阿坂3751-2 0826-84-0919

㈱康和設備 安芸郡熊野町出来庭八丁目6-7 855-1606 坂井住設 山県郡北広島町川戸5820 0826-72-5643

佐々木設備 安芸郡熊野町平谷三丁目15-4-2 855-1170 ㈲千代田住宅設備 山県郡北広島町有田1547 0826-72-2132

西部メンテナンス 安芸郡熊野町川角三丁目1-3 854-9085 斉藤工業㈲ 山県郡安芸太田町加計4968 0826-22-0713

㈲竹之内土木 安芸郡熊野町中溝三丁目1-5 　  854-1301 中本建設㈱ 山県郡安芸太田町坪野947-4 0826-23-0505

㈱和工房 安芸郡熊野町平谷二丁目13-13 847-2494 広島ガス第一プロパン㈱ 山県郡安芸太田町加計3281-2 0826-22-0376

広島水道ガス㈱ 安芸郡熊野町出来庭四丁目17-37     854-5588 ㈱貞広住設 岩国市元町四丁目14-16 0827-22-0466

㈱小田設備工業 安芸郡府中町柳ヶ丘76-40 258-2860 シマヤ設備㈱ 岩国市錦見四丁目16-23 0827-41-3705

建装工業㈲ 安芸郡府中町石井城二丁目11-28 282-1240 東洋設備工業㈲ 岩国市牛野谷町三丁目40-21 0827-32-3882

㈲髙野工業 安芸郡府中町石井城一丁目5-12     281-6600 ㈱フジモトダブリューリミテッド 岩国市今津町一丁目6-25 0827-28-4447

小若設備 安芸郡府中町山田四丁目16-18 284-0407 ㈱マサ・エンジニアリング 岩国市川西四丁目5-97-1 0827-41-3112

㈲サンヱイ工業 安芸郡府中町浜田一丁目3-6 286-1024

水 洗 化 工 事 に つ い て の 問 い 合 わ せ 先
　●　くみ取り便所の改造、し尿浄化槽の廃止、貸付金制度、その他の詳しいことについての問い合わせは、

　　◎　広島市中区南千田東町７番１号 広 島 市 下 水 道 局 管 理 部 管 理 課 電話　（０８２）２４１－８２５７

　　◎　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号 広島市安佐南区農林建設部地域整備課 電話　（０８２）８３１－４９６３

　　◎　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号 広島市安佐北区農林建設部地域整備課 電話　（０８２）８１９－３９５０

　　◎　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号 広島市安芸区農林建設部地域整備課 電話　（０８２）８２１－４９４１

　　◎　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号 広島市佐伯区農林建設部地域整備課 電話　（０８２）９４３－９７５６

　●　下水道受益者負担金についての問い合わせは、

　　◎　広島市中区国泰寺一丁目６番３４号 広島市下水道局施設部計画調整課 電話　（０８２）５０４－２４０６

　●　下水道使用料についての問い合わせは、

　　◎　広島市中区南千田東町７番１号 広 島 市 下 水 道 局 管 理 部 管 理 課 電話　（０８２）２４１－８２５８


