
佐用町指定給水装置工事事業者一覧（あいうえお順）
※住所変更等の届出がなく、所在地が不明の事業者については、掲載をしておりません。

名称（商号） 郵便番号 住　　所 連絡先 代表者
　町 内 事 業 者（市外局番は０７９０）
浅霧水道設備 679-5523 佐用町上月453-1 86-0604 浅霧陽平
(有)安東建設 679-5222 佐用町西下野200-2 77-0138 安東輝明
(株)上野組 679-5651 佐用町櫛田2073-1 88-0024 上野美智代
内海建設 679-5321 佐用町下石井1611-2 85-0343 内海安広
(有)オーシャン建設 679-5134 佐用町乃井野837 79-8400 古川洋介
(株)尾上組 679-5322 佐用町上石井385 85-0033 尾上浩隆
小原ポンプ 679-5301 佐用町佐用1645 82-3008 小原三千男
(有)鎌井設備工業 679-5213 佐用町東徳久1049 78-0482 鎌井清和
木南設備 679-5651 佐用町櫛田1180-2 88-0359 木南岩夫
栗山設備 679-5226 佐用町河崎762 77-0427 栗山昭利
上月プロパンガス共販(株) 679-5523 佐用町上月582-4 86-0034 藤本啓司郎
坂井設備工業 679-5523 佐用町上月553-2 86-0156 坂井　亮
(有)佐用公衆衛生社 679-5305 佐用町長尾900-5 82-2517 矢内哲治
佐用プロパンガス(株) 679-5301 佐用町佐用78-1 82-3001 井上満晴
三光プロパンガス(株) 679-5211 佐用町下徳久860-2 78-0043 花山安善
(株)末広建設 679-5133 佐用町三日月702-6 79-2256 古川　晃
(有)スエヒロデンキ 679-5523 佐用町上月516-22 86-0777 丸尾謙次
関山建材店 679-5301 佐用町佐用3412 82-2029 関山義章
(有)高見水道工務 679-5302 佐用町山脇651 82-3018 高見幸正
でんきはうす　ジョイ・アップ 679-5301 佐用町佐用2832-35 82-2163 銭亀弘行
東口設備 679-5314 佐用町大木谷1274-1 84-0526 東口英一
(株)中尾電化センター 679-5211 佐用町下徳久１０３１－２ 78-0789 中尾　純
(株)延原商店 679-5341 佐用町横坂638 82-2613 延原　諭
春井設備工業所 679-5301 佐用町佐用2870-3 82-2437 春井康浩
久森設備工業 679-5132 佐用町下本郷1416-1 79-2570 久森昌良
(株)福元水道設備 679-5301 佐用町佐用228-1 82-2423 福元義孝
舟引ポンプ店 679-5211 佐用町下徳久658-2 78-0607 舟引正明
(株)古川組 679-5134 佐用町乃井野1569-1 79-2044 古川　貢
三日月住建 679-5131 佐用町上本郷310-3 79-2293 坂口　豊
(株)宮本技建 679-5651 佐用町櫛田726 88-0385 宮本　操
(株)森崎組 679-5205 佐用町安川217 78-0056 森崎俊文
山内工業 679-5203 佐用町米田367 78-0578 山内一仁
(株)ユーテック 679-5205 佐用町安川205-1 78-1080 森崎祐輔
　町 外 事 業 者
アオバコンストラクション 678-0064 相生市青葉台8-21 0791-22-3112 高山亮大
(株)青山商会 671-2222 姫路市青山5-10-1 079-266-2157 井内　宏
(株)アクアライン 730-0012 広島市中区上八丁堀8-8 082-502-6644 大河内剛
今村産業(株) 672-8511 姫路市飾磨区恵美酒414 079-234-1122 今村純一
(株)イワクニ 671-2241 姫路市刀出134-4 079-266-7901 岩國　学
(有)小倉電工 671-4125 宍粟市一宮町西深394-2 0790-62-9038 小倉秀夫
(有)かねひら水道設備 671-1107 姫路市広畑区西薄田269-1 079-237-9392 金平博伸
上郡ガスセンター(株) 678-1232 赤穂郡上郡町竹万395-1 0791-52-3711 中谷更一
カメモト設備 671-1524 揖保郡太子町東保423-3 079-277-2462 亀本寿志
(株)関西エンジニアリング 672-8040 姫路市飾磨区野田町169 079-224-1944 阿曽一司
(株)クラシアン姫路営業所 672-8041 姫路市三条町2-23 079-231-5721 鈴木一也
香和設備工業(株) 679-5152 たつの市新宮町牧38-1 0791-78-0188 香山雅和
是川設備工業(株) 671-2233 姫路市太市中670 079-269-0054 是川邦昭
(有)坂井設備 671-2517 宍粟市山崎町生谷78 0790-62-5660 坂井　尚昭
㈱サンヨーテック 670-0954 姫路市栗山町１２６ 0792-23-4368 宮北　剛
(株)ＪＡドリーム 671-2573 宍粟市山崎町今宿101-1 0790-63-1855 市村幸太郎
清水設備 678-1202 赤穂郡上郡町野桑868 0791-54-0428 清水洋三
(株)水明堂 670-0887 姫路市北平野南の町15-46 079-281-5091 髙津大胤
(株)末元住宅設備 709-4236 美作市川北671-2 0868-75-0256 末元正幸
(有)セイワ 670-0064 姫路市東夢前台1-3-125 079-292-2125 大久保一生
(有)大平工業所 678-0232 赤穂市中広2122 0791-42-2391 矢野順三

令和2年2月3日現在



佐用町指定給水装置工事事業者一覧（あいうえお順）
※住所変更等の届出がなく、所在地が不明の事業者については、掲載をしておりません。

名称（商号） 郵便番号 住　　所 連絡先 代表者

令和2年2月3日現在

竹内水道設備 671-3225 宍粟市千種町下河野318 0790-76-3296 竹内将人
(有)竹田工業所 670-0965 姫路市東延末2-156 079-223-0608 竹田義幸
千種設備 671-3202 宍粟市千種町黒土144 0790-76-2124 平田吉秀
(株)塚本陶器 671-2572 宍粟市山崎町山崎120 0790-62-1561 塚本英人
テラマエ設備工業(株) 679-2153 姫路市香寺町田野825-1 079-232-7171 浅田修一
テラモトコンストラクション(株) 678-0004 相生市池之内1013 0791-24-0066 寺本順一
土居電設 707-0417 美作市下町194-1 0868-78-4482 土居眞澄
(有)徳岡興産 675-0004 加古川市神野町福留1-63 079-439-6316 徳岡雄司
西田(有) 671-1107 姫路市広畑区西蒲田626-1 079-237-2919 西田和弘
㈱西原管工設備 678-1185 赤穂市東有年１２２２ 0791-49-3324 西原教雄
(株)日産設備 675-0019 加古川市野口町水足515-3 079-424-3981 和田久雄
(株)ハミング 671-2555 宍粟市山崎町金谷481 0790-62-3774 光岡　聡
(有)春名材木店 707-0411 美作市古町1359-1 0868-78-3776 春名健一
(株)播新設備 679-4332 たつの市新宮町馬立114-8 0791-75-0318 乾　昭治
(有)富士工業所 678-0175 赤穂市北野中136-1 0791-48-7838 高橋勝己
美樹工業(株) 670-0965 姫路市東延末2-50 079-281-5151 岡田尚一郎
三木商事(株) 672-8017 姫路市木場十八反町27 079-245-7233 三木篤幸
みすみ工業(株) 678-0056 相生市那波東本町5-47 0791-25-4687 三住　嬰
ムツミ商事(株) 671-2222 姫路市青山4-24-8 079-266-6232 島津秀伸
宮藤設備 671-2564 宍粟市山崎町青木428 0790-62-4479 宮藤尚慶
㈱明和工務店姫路営業所 670-0826 姫路市楠町８３ 0792-24-1545 井原満男
(有)山崎設備 671-2570 宍粟市山崎町加生57-5 0790-62-1879 竹野清彦
ヤマサ設備工業(株) 671-1227 姫路市網干区和久387-5 079-273-5011 福尾比呂志
山本鑿泉水道(株) 670-0032 姫路市龍野町6-36 079-294-9385 山本繁之
(株)山本設備 678-0164 赤穂市目坂795-5 0791-48-0689 山本真一
ゆかり設備工業 671-2515 宍粟市山崎町五十波311-6 0790-62-3922 木庭彰規
横野住宅 671-4138 宍粟市一宮町西安積288-1 0790-72-1801 横野英治
吉田工業(有) 671-1136 姫路市大津区恵美酒町1-25-2 079-237-5278 吉田秀明
(株)リライフ 672-8002 姫路市北原288-1 079-287-8745 廣谷和祥
ハリマ設備工業(株) 671-1231 姫路市網干区大江島101 079-273-0025 山中賢作


