その 1

尾道市公共下水道排水設備指定工事店一覧表〔所在地別〕
指 定 工 事 店 名
田頭建設㈲
新居住設工業㈲
ヨシケン設備
渡辺設備工業㈱
㈱灰垣組
川岡設備工事
笹井設備
シンタカ建設㈱
水道工事の山根
向井電気産業
㈱大宝組
奥工業㈱
山陽工業㈱
㈲水ノ上設備工業
㈱佐藤工務店
㈱エイスイ
青空水道
㈲金坂工務所
㈱井上設備
岡本設備㈲
㈲西山サービス
㈱塩田
㈲高橋住宅設備
㈲尾道設備工業
純設備
㈱平谷工業所
太平設備㈱
石田工業
道久管工業市営業所
㈱守光ホームサービス
㈲金藤設備工業
森田設備㈲
谷尻建設㈱
㈱赤坂ボーリング
㈲サニー住設
渡成設備
㈲清水住宅設備
青山配工㈱
大門電機㈱
㈲小坂設備
向島水道工業㈱
㈲村上設備工業
㈲共和建材店
㈲戸田水道
水道の村上

所
在
地
( 尾 道 市 )
尾道市浦崎町２０８７番地の１
尾道市浦崎町４３５８番地の２
尾道市木ノ庄町木梨１０４９番地
尾道市久保町２２６４番地
尾道市栗原町８２３４番地
尾道市正徳町８番２号
尾道市正徳町１５番１２号
尾道市新高山三丁目１１７０番地の３８
尾道市新高山三丁目１１７０番２８４号
尾道市新高山二丁目２６３１番１５３号
尾道市新浜二丁目５番２７号
尾道市高須町８９７番地の１
尾道市高須町９０４番地
尾道市高須町２５３５番地の１
尾道市高須町３７３３番地の１
尾道市高須町４７５８番地８（２０５号室）
尾道市高須町５００９番地１
尾道市高須町５１１８番地
尾道市高須町５６４２番地の４
尾道市高須町５７５０番地
尾道市長者原二丁目１６５番地３９
尾道市長江一丁目１番４号
尾道市長江二丁目１番４号
尾道市長江三丁目２４番７号
尾道市西久保町１８番６－７号
尾道市西御所町２番２８号
尾道市東則末町１１番２６号
尾道市御調町市１８２番地１
尾道市御調町市２２０番地３
尾道市御調町大田７番地の１
尾道市御調町大塔７４番地
尾道市御調町津蟹４６４番地の３
尾道市御調町白太３１番地
尾道市御調町丸門田１４６７番地の１
尾道市美ノ郷町猪子迫６番地５
尾道市美ノ郷町本郷４１０６
尾道市美ノ郷町三成３５１番地の３９１
尾道市美ノ郷町三成８８２番地の１
尾道市美ノ郷町三成１０７０番地の２
尾道市美ノ郷町三成２７６１番地
尾道市向島町５７９番地の７
尾道市向島町４３１６番地の３
尾道市向島町５５８１番地６
尾道市向島町１６０６０番地９２
尾道市向島町６５０番地１

平成30年7月26日
電 話 番 号
０８４８－７３－３１３８
０８４８－７３－２１２０
０８４８－４８－０９６０
０８４８－３７－２１２６
０８４８－２３－５５１２
０８４８－２５－２３５２
０８４８－２３－７９６６
０８４８－４６－２５６５
０８４８－４６－３７９２
０８４８－４６－３８９５
０８４８－２３－２４５１
０８４８－４６－３８０７
０８４８－４６－１２１２
０８４８－２０－２６７８
０８４８－４６－０８２１
０８４８－３６－５３１５
０８４８－４６－８７４１
０８４８－４６－３９３９
０８４８－４６－４７５０
０８４８－４６－４６７７
０８４８－４０－０３８８
０８４８－３７－３１３５
０８４８－３７－２４７２
０８４８－３７－１６７３
０８４８－３７－１５１２
０８４８－２５－４８１１
０８４８－２３－３５１１
０８４８－７６－１７０６
０８４８－７６－０５９５
０８４８－７６－０５３８
０８４８－７６－０８８３
０８４８－７８－０２８０
０８４８－７６－０３１８
０８４８－７６－２２３８
０８４８－５１－４３４３
０８４８－４８－２１０８
０８４８－４８－４３９５
０８４８－４８－４８７７
０８４８－４８－１２６３
０８４８－４８－３３３０
０８４８－４４－０５４９
０８４８－４４－５５５７
０８４８－４４－０６９８
０８４８－４５－２５５８
０９０－８２４０－７９６５

その 2

尾道市公共下水道排水設備指定工事店一覧表〔所在地別〕
指 定 工 事 店 名
㈲おおたか住設
島谷設備
㈱アリックス
㈲赤松宏望商店
㈲髙垣設備
㈲高垣商会
㈲ニッカン
㈲マルサン設備
因島配管工業㈱
㈲光和工業所
㈲マサキ工業
内海エンジニアリング㈱
ハラダ設備㈱
広島ガス住設㈱上下支店
㈱有伸
細川管工
㈱フォンス真田
㈱芦田水道工業所
志和住設㈱
藤岡設備工業㈱
さとう住設
カネサ住設㈱
㈲土井設備
粟根建設㈱
㈲土井商事
丸田設備㈲
㈲クリーン住設
イワタニ山陽㈱
㈱森剛
西本工事所
日産興業㈱
㈲山本産業
松井商事㈲
㈱水工房リアル
サンスイ設備工業㈲
㈲西原建設
㈲青山工事店
㈲西岡設備

所
在
地
尾道市向東町８８５６－１
尾道市向東町３５１１番地７
尾道市向東町1４７０３番地２７
尾道市百島町１２７４番地
尾道市門田町２２番４１号
尾道市門田町２９番１号
尾道市吉和町５１２４番地２
尾道市因島重井町２６５０番地
尾道市因島田熊町１１７８番地
尾道市因島田熊町１１９１番地２
尾道市因島三庄町１６１７番地２２
尾道市瀬戸田町沢２２６番地の６
( 府 中 市 )
府中市鵜飼町５９４番地の８
府中市上下町上下１８６９番地２
府中市上下町深江７１０番地５
府中市僧殿町甲３５５番地
府中市高木町１９０番地の１
府中市高木町６８５番地
府中市中須町１６７０番地
府中市中須町１７５番地の１
府中市中須町６６１番地
府中市中須町７３９番地の２
府中市府中町１０番地の２３
府中市府中町１０３番地の１２
府中市府中町１９０番地の５６
府中市本山町５３０番地の２７１
( 三 原 市 )
三原市青葉台７番１７号
三原市長谷五丁目５番１１号
三原市糸崎三丁目１番１５号
三原市糸崎四丁目９番４３号
三原市古浜一丁目２番２０号
三原市城町三丁目１番１号
三原市新倉二丁目６番３６号
三原市中之町三丁目１８番３号
三原市皆実一丁目１３番２６号
三原市皆実二丁目５番２５号
三原市皆実四丁目１２番２４号
三原市宮浦三丁目８番２号

平成30年7月26日
電 話 番 号
０８４８－４４－４３８３
０８４８－４４－２１８２
０８４８－４４－５５３５
０８４８－７３－２８１０
０８４８－２４－３２１２
０８４８－２３－９６４６
０８４８－２４－１８３７
０８４５－２５－１４１０
０８４５－２２－０９１３
０８４５－２２－２０８１
０８４５－２２－８７８０
０８４５－２７－３４５７
０８４７－４５－３５９９
０８４７－６２－３１６６
０８４７－６２－２３５５
０８４７－４１－７３２６
０８４７－４５－２５３１
０８４７－４５－７５７２
０８４７－４６－３５６８
０８４７－５２－２１１２
０８４７－４４－６２７０
０８４７－５２－５３６５
０８４７－４１－２３８８
０８４７－４５－４４２７
０８４７－４３－６６４４
０８４７－４１－６８２２
０８４８－６４－８４７１
０８４８－６０－９１２３
０８４８－６３－０４１５
０８４８－６２－４５９２
０８４８－６３－７０００
０８４８－６４－０５８２
０８４８－６６－１９０１
０８４８－６４－４１３２
０８４８－６４－８３４１
０８４８－６１－５３７３
０８４８－６２－７０３３
０８４８－６４－８２８７

その 3

尾道市公共下水道排水設備指定工事店一覧表〔所在地別〕
指 定 工 事 店 名
㈱三和管工
㈲丸髙設備
㈲スヤマ設備
㈱松永ホームサービス
㈱井口工業
㈲能宗住設
㈲広川工業
㈲佐藤住設
㈱サン設備工業
㈲藤和設備
貝原水道㈱福山営業所
小畠工業㈱
右近水道
㈲種本水道工業所
㈱大造産業
㈱日野設備
㈱グローバル
アシナ環境管理センタ－㈲
㈲ライフコバヤシ
㈲八尾設備
㈲サプライおおむら
セトアクア工業株式会社
M 設計工房㈱
葦陽設備工業㈱
㈱尾熊設備
㈲三和設備
山陽住販㈱
(有)サンヨーシステム
ダイシーサービス㈱
㈲コンプリート・エフ
㈲佐藤工業
㈲フラット平櫛電機
㈲田中設備工業所
中根電機工業㈱
㈲厨房設備センター
㈲水呑水道
㈱豊田工業所
㈲井上設備工業所
グッドライン
津田工業㈱
高尾設備
㈱ティ・エム
三宝工業㈱
㈱甲山プロパン
マルヰチ㈱

所
在
地
( 福 山 市 )
福山市曙町一丁目３番９号
福山市曙町二丁目１３番２２号
福山市芦田町大字福田３６６番地の２
福山市今津町三丁目８番５１号
福山市駅家町大字万能倉１３９９番地
福山市駅家町大字坊寺１７０番地の１５
福山市沖野上町四丁目１７番２０号
福山市卸町７番１１号
福山市神島町７番１号
福山市春日町二丁目７番１６号
福山市春日町二丁目９番２９号
福山市霞町三丁目６番１６号
福山市神村町３０９９番地１５
福山市川口町四丁目１９番３号
福山市光南町三丁目９番２３号
福山市新市町大字下安井２９７番地
福山市新市町戸手１８９番地の１
福山市新市町戸手１１３９番地１
福山市瀬戸町長和１０７８番地
福山市瀬戸町大字長和１２４７番地の７
福山市瀬戸町長和１６０７番地
福山市瀬戸町山北４２５番地の１
福山市高西町二丁目５番２１号
福山市千代田町一丁目１３番１７号
福山市坪生町三丁目１６番２０号
福山市沼隈町大字草深１９９２番地の４
福山市東川口町三丁目２番６号
福山市東川口町三丁目２番６号
福山市引野町三丁目３４番１９号
福山市藤江町３７１番地２
福山市本庄町中一丁目５番１２号
福山市松永町一丁目４７番地
福山市松永町二丁目１９番３６号
福山市松永町四丁目４番２３号
福山市松永町六丁目１９番４８号
福山市水呑町３３２３番地の３
福山市御幸町大字森脇１番地の１
福山市御幸町中津原１９４５
福山市明王台四丁目７番２５号
福山市柳津町二丁目１４番２号
福山市柳津町二丁目１５番１６号
福山市柳津町四丁目３番１９号
福山市山手町１５７９番地の４
( 世 羅 町 )
世羅郡世羅町大字甲山５番地
世羅郡世羅町大字西上原５９７番地

平成30年7月26日
電 話 番 号
０８４－９５４－３３９７
０８４－９５３－９０１９
０８４－９５８－３１１３
０８４－９３４－５５１１
０８４－９７６－２１７１
０８４－９７６－５７１５
０８４－９２６－６７０６
０８４－９５４－６９５９
０８４－９５９－２６７０
０８４－９４１－１２３３
０８４－９８２－７７３７
０８４－９２２－０３２３
０８４－９３４－７５１７
０８４－９５３－１１７５
０８４－９２３－３３３９
０８４７－５１－４３１７
０８４７－５２－５０６０
０８４７－５２－６５２５
０８４－９５１－６３３５
０８４－９５２－００５７
０８４－９５２－２２８９
０８４－９５２－３７３９
０８４－９３９－６５２５
０８４－９５３－４３２５
０８４－９４７－０６６２
０８４－９８７－２５１７
０８４－９５３－６０１１
０８４－９２２－８３１３
０８４－９４１－１３７４
０８４－９３５－９０１０
０８４－９２４－８１１９
０８４－９３３－４８３７
０８４－９３３－５５５５
０８４－９３３－２１６１
０８４－９３４－１６４５
０８４－９５６－３９０１
０８４－９５５－０２８８
０８４－９８２－７４０３
０８４－９５２－３１５５
０８４－９３３－５３１０
０８４－９３４－３６３４
０８４－９３３－３８１０
０８４－９５２－０９４１
０８４７－２２－２１１１
０８４７－２２－１１０１

その 4

尾道市公共下水道排水設備指定工事店一覧表〔所在地別〕
指 定 工 事 店 名
㈱たつもと
山本自動車工業㈱
㈲淀瀬建材
てらかわ産業
㈱岩城
㈲柴﨑工業
CLOVER
積和建設中国㈱
㈱理構設備
㈱広島水道センター
㈱アサ・テクノ

所
在
地
( そ の 他 )
三次市甲奴町本郷２０９６番地
神石郡神石高原町上２６１７番地
東広島市河内町中河内１４６１番地の２
東広島市西条町郷曽２３８３番地５
東広島市西条町田口２９３１番地２９
東広島市西条町土与丸１１５１番地の２
東広島市八本松町飯田４９５番地４
広島市安佐南区伴南一丁目４番３１号
広島市佐伯区皆賀三丁目１４番２号
広島市西区己斐本町２丁目１６番１０号
広島市東区戸坂惣田二丁目３番４号

平成30年7月26日
電 話 番 号
０８４７－６７－２３２４
０８４７－８５－２２３７
０８２－４３７－１１５３
０８２－４２５－１３５９
０８２－４９０－４０７２
０８２－４２４－３７６６
０８２－４２３－９６０８
０８２－８４９－６２５５
０８２－９２１－６６１１
０８２－５０７－７５１０
０８２－２２９－５３１１

