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平成31年度石橋浄水場完成予想図
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　水道の職員と名乗り、水道水の水質調査を行った後、浄水器などを販売しようとする業者の目
撃情報が寄せられています。稲沢市では、浄水器などの販売やあっせんはいたしておりません。
水道に関することで訪問があった場合は、身分証の提示をお求めください。

水道の職員を装う不審者にご注意ください！ ！

何か不審な点がございましたら 
水道業務課までご連絡ください。 0587-21-2181水道業務課

　水道事業を広く知っていただく為に、今年度も市内の小学生を対象に施設見学を実施したり、
消費生活展に参加したりしました。

今回は、水道事業の
経営状況を紹介するよ。

　上は、現在事業を進めている石橋浄水場耐震化
事業の完成予想図です。平成26年に着手しました
1・2号配水池及びポンプ棟の耐震工事が平成29年
1月に完成しました。石橋浄水場の配水池（1～4号）
に蓄えられた水道水は地震が来ても安全に保つこと
ができるようになりました。
 今後は、石橋浄水場内の自家発電機室の設置など
を行い、事業の完了は平成31年度となります。

貯水槽の管理は
大丈夫ですか？

　アパート、マンションなどの建物で、いったん貯水槽で
水道水を受水し、各戸へ給水している場合、貯水槽以降の
給水施設は、設置者自らが管理することとなっています。
　設置者は、毎年点検を行い安全で清浄な水の確保に努
めてください。 
　貯水槽の管理を怠ると、水質の悪化、貯水槽や高架水
槽の亀裂、警報装置の不具合、配管の破損、また使用水量
の増加等、トラブルの原因となる可能性があります。

点検のポイント

石橋浄水場施設見学（7月）

稲沢市消費生活展（10月）

越流管
防虫網が破れて
いないこと。
排水管と直接連結
されていないこと。

マンホール
蓋が防水密閉で
施錠していること。

内部
壁面の汚れがない
こと。

残留塩素
残留塩素が検出され
るか確認しましょう。

通気管
防虫網が破れて
いないこと。

本体
亀裂・破損・漏水
箇所がないこと。

周辺
清潔であり、ゴミ等が
置かれていないこと。

排水管と直接連結
されていないこと。

水抜き管完成した
　1・2号配水池
　　内部

上下水道庁舎

石橋浄水場

石橋第二浄水場



水道事業は健全に運営しています。
水道水の原価はどのくらいなの？平成２７年度収支はこのようになりました。

運転資金(現金)と借入金(借金)の状況

　県内との比較

運転資金(現金)と借入金（借金）の推移

水道料金はお客様からいただいた料金で成り立っています。

単位(億円)

(年度末)

※県内の30市及び3企業団
※お客さまが使用した水道水1㎥当たりに掛かった費用

給水原価119.12円の構成比 ※税抜
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人件費
12.86円
(10.8％)

利息
5.6円
(4.7％)

修繕費
6.91円
(5.8％)

委託料
10.24円
(8.6％)

愛知県からの
水の購入費
37.4円
(31.4％)

地下水の浄水に
係る費用はその他に
含まれています。

その他
7.63円
(6.4％)

減価償却費など
38.48円
(32.3％)

　水道事業は独立採算で運営することとなっています。
　稲沢市でも、お客さまからお支払いいただいた水道料金でご家庭に水をお届けしたり、
水道の施設を整備しています。
　安全なおいしい水を安定してお届けすることが水道の使命です。

　水道施設の整備には多額の資金が必要と
なります。しかしながら、すべての資金を水
道料金のみで賄うことは難しいため、財源の
一部を国からの借金で調達しています。
　現在は、借金が運転資金(現金)を下回っ
ているので、水道は健全な運営が出来てい
るといえます。
　これからも経営の効率化に努め、将来に
負担を残さないよう事業を進めてまいりま
す。

※単位：億円、税込
　(減価償却費などを除く)

水道料金
25.９

利益
7.2

営業費用
12.８

建設改良費
15.8

借入金の返済
1.8

借入金 1.８

補助金など ３.0
市からの出資金など 1.0

積立金など
５.９

1㎥(1,000ℓ)で約119円だよ。水道管の整備費用(減価
償却費)や愛知県からの水の購入費が約6割を占めてるよ。

県内の平均は約136円だから、稲沢市は平均より
低い原価でつくれているよ。

収入(財源) 支出(使いみち)

平成27年度は地震に弱い水道管
の取替や石橋浄水場・祖父江配
水場の耐震工事を行いました。

水道施設や水道管を
整備するための費用です。

愛知県から水を購入する費用、
人件費、水道施設の水道管の修
理費などが含まれます。

水道水をご家庭にお届け
するための費用です。

整備のために借りた
お金を返すものです。

今までの
利益から
積み立てた
ものです。

稲沢市は地下水も使っているからだよ。地下水は天然で
ろ過されているから、浄水に係る費用が安く済むよ。

運転資金（現金）
借入金（借金）

34.3
27.7

37.3

30.3

43.5

32.0

50.4

33.8

48.6

35.6

将来必要となる
水道施設の整備や、
来年度以降の借金を
返すための費用を
積み立てます。

水道水ってつくるのに、いく
らかかるの？

ほかと比べたらどうなの？

地下水って大切なんだね！！

どうして平均より低い原価
でつくれているの？

135.5円

119.12円



稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者一覧表 平成２9年2月3日現在

稲
沢
市
内

稲
沢

小
正

下
津

明
治

千
代
田

大
里
西

大
里
東

事業者名 住　所 電話 番号

永曻建設(株)

市川建設(株)稲沢支店

稲沢建設(株)

(株)東海設備工業

(有)ケイケイエヌ工業

(有)オザワ水道工事

オケコウ住設

山一建設(株)

中島工業(株)稲沢支店

(株)永井水道設備

光設備

(有)大葉

(有)平野水道工業所

柴田管工業

稲菱テクニカ(株)

イワタニ東海(株)(名古屋支店)

(株)川村水道設備

鵜飼建設(株)

(有)カトウエンジニア

(株)ヤママ住設稲沢支店

(有)滝川水道

(株)森銀

(有)山田設備

安井電気(株)

(有)技研設備工業

伸榮商事(株)

船橋設備(株)

(株)山新工務店

(有)稲沢設備

(有)稲沢管機

稲栄産業(株)

稲沢市池部町二丁目４７番地の１

稲沢市稲沢町前田１８２番地の３

稲沢市稲島十一丁目２４番地

稲沢市稲島二丁目２９番地

稲沢市稲島町３９１８番地

稲沢市木全二丁目１２５番地

稲沢市小沢三丁目１１番７号

稲沢市小沢二丁目９番１８号

稲沢市重本一丁目４８番地

稲沢市横地一丁目１５番地

稲沢市横地一丁目６２番地

稲沢市駅前一丁目８番２３号

稲沢市小池三丁目３番２１号

稲沢市正明寺一丁目１５番１５号

稲沢市菱町１番地

稲沢市下津大門町８４番地

稲沢市一色巡見町１３８番地

稲沢市一色道上町３７番地

稲沢市西島二丁目１０２番地

稲沢市矢合町１５２５番地

稲沢市矢合町２５９０番地の３

稲沢市横野堂根町５４番地

稲沢市込野町郷中１０８番地

稲沢市西溝口町南郷６９番地２

稲沢市奥田酒伊町４７番地

稲沢市奥田大門町４番地

稲沢市奥田立長町７５番地

稲沢市奥田白山町７０番地

稲沢市北島町中切７８番地

稲沢市井之口大宮町６４番地

稲沢市井之口町大宮浦５６１１番地

０５８７-２１-１１３１

０５８７-３２-０８４７

０５８７-２１-０３４２

０５８７-３２-０８６９

０５８７-２１-７０５１

０５８７-２１-５３３１

０５８７-３２-３６４０

０５８７-３２-６１２５

０５８７-３２-２１２０

０５８７-３２-２４９７

０５８７-２４-８５７８

０５８７-３２-０６０７

０５８７-３２-７８５５

０５８７-３２-１３３６

０５８７-２４-５６５７

０５８７-２３-２１８１

０５８７-３６-１８０３

０５８７-３６-００１１

０５８７-３６-１７１５

０５８７-８１-５３０４

０５８７-３６-２８１６

０５８６-６９-４０２８

０５８７-３６-２９１４

０５８７-３６-０８０３

０５８７-２３-３８２４

０５８７-３２-２００８

０５８７-３２-６３１８

０５８７-２１-０４３６

０５８７-３６-１３４９

０５８７-３２-３３３６

０５８７-３２-１２３６

稲
沢
市
内

愛
知
県
内

祖
父
江

平
和

大
里
東

愛
西
市

あ
ま
市

海
部
郡

一宮
市

事業者名 住　所 電話番号

伊藤水道

名西給水(株)

(株)柴山健工務店

(有)小山鉄工建設

美吉建設(株)(工事部)

(有)井戸甚施設工業所

(有)イトウ設備

(有)丸甲水道

(株)秀興組

三和設備

祖父江設備

(有)剛和設備

大野設備工業(株)平和支店

山正建設(株)

木村建設(株)

(有)ヤマセツ

(株)佐藤水建

(有)ユニバース

(有)櫻井設備

津島興業(株)

(株)タツダ

(有)北川工業

佐藤配管(株)

(有)ウサミ維持管理センター

(有)シンコー

(有)まるば工業白退社

(株)アクアテクノス

アスカ設備(株)

(有)岡田工業

(株)石原水道

後藤設備

稲沢市日下部中町七丁目１８番地

稲沢市日下部中町四丁目８３番地

稲沢市日下部西町一丁目５番の２

稲沢市祖父江町上牧５６５番地の１０

稲沢市祖父江町上牧７５５番地

稲沢市祖父江町上牧西１２０番地

稲沢市祖父江町三丸渕一段割２７番地

稲沢市祖父江町三丸渕二段割６５番地

稲沢市祖父江町野田１１２２番地

稲沢市祖父江町二俣上川原６１

稲沢市祖父江町山崎鶴塚１５番地

稲沢市祖父江町四貫東堤外１０５９-５６

稲沢市平和町西光坊新町６番地

稲沢市平和町下起南１５３番地

稲沢市平和町須ヶ谷郷５２６番地

愛西市稲葉町村南２９番地の１

愛西市大井町五川東６２番地

愛西市大野山町郷東２７番地１

愛西市勝幡町駅東１７３番地

愛西市勝幡町五俵入２２５６番地

愛西市戸倉町中屋敷３９番地の２

愛西市根高町古堤己新田９６番地

愛西市日置町上川田１０２番地

あま市甚目寺桑丸４５番地の２

あま市甚目寺郷浦２２-１

あま市七宝町遠島大切戸１４８４番地の６

あま市篠田虱掛２番地８

海部郡大治町大字砂子字山ノ前７６３番地の１

海部郡蟹江町学戸四丁目６番地

海部郡蟹江町須成字市場１３３１

一宮市泉一丁目２番７号

０５８７-３２-３８２９

０５８７-２１-２５２４

０５８７-２１-２５２５

０５８７-９７-０５２９

０５８７-９７-１２３１

０５８７-９７-０１２１

０５８７-９７-１１２５

０５８７-９７-２８３９

０５８７-９７-２２３１

０５８７-９７-３３３５

０５８７-９７-６９３２

０５８７-９７-１３５７

０５６７-４６-２２１５

０５６７-４６-１１４７

０５６７-４６-０７９４

０５６７-２４-２２２２

０５６７-３１-０２１０

０５６７-３７-１００９

０５６７-２５-４５６０

０５６７-２８-１１１１

０５６７-２８-３３３２

０５６７-２８-４７１２

０５６７-２４-４８２５

０５２-４４２-０４６２

０５２-４４３-６２４０

０５２-４４２-７８２０

０５２-４４９-２３７０

０５２-４４４-３３８３

０５６７-９５-８６８３

０５６７-９５-０５１６

０５８６-７２-８５６１

一宮市今伊勢町本神戸字目久井１０番地

一宮市大赤見字大山西２１番地

一宮市開明字絹屋田１４番地２

一宮市木曽川町里小牧字渡瀬２４番地

一宮市木曽川町黒田字地蔵西６番地１１

一宮市木曽川町黒田字往還東東ノ切２４番地１

一宮市北方町北方字内沼１５

一宮市北方町中島字東松本３４番地の１

一宮市小赤見字秋吉２０番地

一宮市桜一丁目１７番１０号

一宮市桜二丁目２番１０号

一宮市佐千原字五反畑３番地２

一宮市三条字通４番地１

一宮市定水寺字杁ノ口２番地１

一宮市千秋町天摩字郷裏９９番地の１

一宮市時之島字帯田５３番地

一宮市萩原町東宮重字中島方２９番地

一宮市萩原町富田方字郷中６１番地

一宮市蓮池字松山７１番地

一宮市緑一丁目８番２号

一宮市南小渕２４９８

一宮市大和町毛受字城之腰１４番地

犬山市羽黒栄四丁目３番地１

犬山市字巾廻り３０番地の２

犬山市大字前原字北中根３番地２

大府市北山町四丁目１５２-１０２

春日井市篠木町七丁目３６番５

春日井市白山町三丁目１番地９

春日井市鷹来町４９３０番地の４

北名古屋市久地野戌亥３１番地１

北名古屋市熊之庄東出８１番地

北名古屋市弥勒寺西一丁目８０番地

北名古屋市六ﾂ師松葉１１５番地

清須市西枇杷島町花咲４９番地２

江南市赤童子町白山３５番地

江南市島宮町城２３番地

江南市東野町郷前西１１番地

江南市藤ヶ丘三丁目１番地江南団地３４棟２０２号

小牧市小木西三丁目５６番１

小牧市西之島９６７番地１

瀬戸市品野町八丁目２７７番地の４

瀬戸市東赤重町二丁目７０番地

知多郡東浦町緒川字西釜池５番地の１５

津島市愛宕町二丁目５７番地２

津島市江川町二丁目１０２番地の２

津島市神守町下町１３１番１

津島市唐臼町郷裏１１番地

津島市唐臼町西島３３番地

津島市立込町二丁目６０番地

津島市元寺町三丁目２１番地２

津島市元寺町二丁目４０番地

津島市薬師町３９番地の２

豊明市栄町上ノ山８４番地の３５

豊田市大林町１２丁目１２番地１０

豊田市吉原町鶴喰７０番地３

名古屋市熱田区古新町二丁目９１番地

名古屋市熱田区波寄町２番２７号

名古屋市北区池花町２４２番地の１

名古屋市北区清水三丁目１５番１８号

名古屋市北区神明町２１番地

名古屋市昭和区福江一丁目１１番５号

名古屋市昭和区安田通一丁目２番地の７

名古屋市千種区桜が丘２２６番地

名古屋市千種区高見一丁目１８番９号

名古屋市千種区天満通二丁目８番地

名古屋市天白区植田西二丁目４０７番地

名古屋市中区新栄一丁目３９番２３号

名古屋市中区新栄一丁目３１番１５号那須ビル３Ｆ

名古屋市中川区富田町大字千音寺字西福正３５５２番地
名古屋市中川区吉津一丁目２１０９番地 
アクティブ名古屋西アントレF

名古屋市中村区角割町一丁目１２番２号

名古屋市西区平出町１３４

名古屋市東区矢田南五丁目１番１４号

名古屋市瑞穂区洲山町一丁目５７番地１

名古屋市港区千鳥二丁目３番２号

名古屋市南区柵下町二丁目９０番地

名古屋市南区五条町二丁目１番地の１６３

名古屋市名東区小井堀町７０３番地

名古屋市守山区小幡太田１５番２０号

名古屋市守山区大字吉根字深沢２５２番地の３３

名古屋市守山区四軒家二丁目６０９番地

名古屋市守山区新守西２００３番地

名古屋市守山区新守山２８３０

丹羽郡大口町小口下之段１１-４

みよし市打越町上屋敷４０番地３６

岐阜県海津市南濃町駒野１６１番地の２

岐阜県可児市今２２８０番地の２

岐阜県岐阜市野一色六丁目１０番２４号

岐阜県郡上市八幡町島谷１４６７番地の３３

岐阜県関市洞戸黒谷６７番地４

岐阜県多治見市錦町四丁目５７番地

岐阜県羽島市小熊町島一丁目２-１

岐阜県羽島郡岐南町伏屋九丁目７０番地

岐阜県瑞穂市牛牧４５８番地１

三重県桑名市大福３９４番地

三重県桑名市長島町横満蔵３４６番地５

三重県四日市市大字羽津４６３６番地２

三重県四日市市広永町７０番地３

大阪市中央区谷町二丁目４-３アイエスビル９階

大阪市浪速区敷津東三丁目７番１０号イースマイルビル
広島県広島市中区上八丁堀
８番８号第１ ウエノヤビル６Ｆ

水道工事の
申込みは…

　新しく水道を引かれる場合や、修理が必要
な場合は稲沢市水道事業指定給水装置工事
事業者へご依頼ください。

　水道工事(給水装置工事)は、稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者のみが施工
の資格を有しています。必ず指定給水装置工事事業者に依頼してください。
（詳細は、下段の稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者一覧表をご覧ください。）
　指定給水装置工事事業者以外の業者が施工した場合は、配水管への接続をお断りす
るばかりでなく、工事のやり直しが必要となる場合もありますので、十分に留意して
ください。

給 水 装 置

配水管
メーター止水栓

境界
宅地道路(公道)

給水管

蛇口

配水管から枝分かれした蛇口までの

給水装置は
お客様のものです。
（右の図をご覧下さい）



〒492-8271　稲沢市石橋六丁目82番地　愛知県稲沢市上下水道部 水道業務課
TEL 0587(21)-2181　FAX 0587(23)-3217問合先

稲沢市池部町二丁目４７番地の１

稲沢市稲沢町前田１８２番地の３

稲沢市稲島十一丁目２４番地

稲沢市稲島二丁目２９番地

稲沢市稲島町３９１８番地

稲沢市木全二丁目１２５番地

稲沢市小沢三丁目１１番７号

稲沢市小沢二丁目９番１８号

稲沢市重本一丁目４８番地

稲沢市横地一丁目１５番地

稲沢市横地一丁目６２番地

稲沢市駅前一丁目８番２３号

稲沢市小池三丁目３番２１号

稲沢市正明寺一丁目１５番１５号

稲沢市菱町１番地

稲沢市下津大門町８４番地

稲沢市一色巡見町１３８番地

稲沢市一色道上町３７番地

稲沢市西島二丁目１０２番地

稲沢市矢合町１５２５番地

稲沢市矢合町２５９０番地の３

稲沢市横野堂根町５４番地

稲沢市込野町郷中１０８番地

稲沢市西溝口町南郷６９番地２

稲沢市奥田酒伊町４７番地

稲沢市奥田大門町４番地

稲沢市奥田立長町７５番地

稲沢市奥田白山町７０番地

稲沢市北島町中切７８番地

稲沢市井之口大宮町６４番地

稲沢市井之口町大宮浦５６１１番地

稲沢市日下部中町七丁目１８番地

稲沢市日下部中町四丁目８３番地

稲沢市日下部西町一丁目５番の２

稲沢市祖父江町上牧５６５番地の１０

稲沢市祖父江町上牧７５５番地

稲沢市祖父江町上牧西１２０番地

稲沢市祖父江町三丸渕一段割２７番地

稲沢市祖父江町三丸渕二段割６５番地

稲沢市祖父江町野田１１２２番地

稲沢市祖父江町二俣上川原６１

稲沢市祖父江町山崎鶴塚１５番地

稲沢市祖父江町四貫東堤外１０５９-５６

稲沢市平和町西光坊新町６番地

稲沢市平和町下起南１５３番地

稲沢市平和町須ヶ谷郷５２６番地

愛西市稲葉町村南２９番地の１

愛西市大井町五川東６２番地

愛西市大野山町郷東２７番地１

愛西市勝幡町駅東１７３番地

愛西市勝幡町五俵入２２５６番地

愛西市戸倉町中屋敷３９番地の２

愛西市根高町古堤己新田９６番地

愛西市日置町上川田１０２番地

あま市甚目寺桑丸４５番地の２

あま市甚目寺郷浦２２-１

あま市七宝町遠島大切戸１４８４番地の６

あま市篠田虱掛２番地８

海部郡大治町大字砂子字山ノ前７６３番地の１

海部郡蟹江町学戸四丁目６番地

海部郡蟹江町須成字市場１３３１

一宮市泉一丁目２番７号
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事業者名 住　所 電話 番号

エイワ建設(有)

菱川工業(株)

大洋工業(株)

(株)金沢設備

(有)アイセイ工業

小沢ガス産業(株)

則竹工業

(株)トータルプラン工業

(株)近藤設備工事店

(有)今井工業所

ハヤカワ工業(株)

(株)寺西組

尾張テクアス(株)

明生工業

(有)犬飼設備工業

(有)愛高設備工業

平野建設(株)

(有)タキ設備商会

(株)三谷設備工業

(株)吉村商会

大和商会

(資)大宮工業

(株)イトウ

(株)水野設備

(株)城東設備

(有)巧

(株)吉田設備

中部水道(株)

名林建設(株)

(株)サン・クリエイト

(株)ライフマン

魚住水道（有）

(有)佐藤設備

三都(株)

(有)加藤管工土木

(有)小田設備

井戸惣工業(株)

(有)豊国施設

伊藤水道工業（株）

(株)アクアス

(有)東陽設備工業

中部オーケーホーム(株)

中川設備工業(株)

藤浪建設(株)

(株)石井商事

(株)光設備

(株)山田興業

(株)山新設備

(有)山田設備

(株)菅原設備

善勝(有)

一宮市今伊勢町本神戸字目久井１０番地

一宮市大赤見字大山西２１番地

一宮市開明字絹屋田１４番地２

一宮市木曽川町里小牧字渡瀬２４番地

一宮市木曽川町黒田字地蔵西６番地１１

一宮市木曽川町黒田字往還東東ノ切２４番地１

一宮市北方町北方字内沼１５

一宮市北方町中島字東松本３４番地の１

一宮市小赤見字秋吉２０番地

一宮市桜一丁目１７番１０号

一宮市桜二丁目２番１０号

一宮市佐千原字五反畑３番地２

一宮市三条字通４番地１

一宮市定水寺字杁ノ口２番地１

一宮市千秋町天摩字郷裏９９番地の１

一宮市時之島字帯田５３番地

一宮市萩原町東宮重字中島方２９番地

一宮市萩原町富田方字郷中６１番地

一宮市蓮池字松山７１番地

一宮市緑一丁目８番２号

一宮市南小渕２４９８

一宮市大和町毛受字城之腰１４番地

犬山市羽黒栄四丁目３番地１

犬山市字巾廻り３０番地の２

犬山市大字前原字北中根３番地２

大府市北山町四丁目１５２-１０２

春日井市篠木町七丁目３６番５

春日井市白山町三丁目１番地９

春日井市鷹来町４９３０番地の４

北名古屋市久地野戌亥３１番地１

北名古屋市熊之庄東出８１番地

北名古屋市弥勒寺西一丁目８０番地

北名古屋市六ﾂ師松葉１１５番地

清須市西枇杷島町花咲４９番地２

江南市赤童子町白山３５番地

江南市島宮町城２３番地

江南市東野町郷前西１１番地

江南市藤ヶ丘三丁目１番地江南団地３４棟２０２号

小牧市小木西三丁目５６番１

小牧市西之島９６７番地１

瀬戸市品野町八丁目２７７番地の４

瀬戸市東赤重町二丁目７０番地

知多郡東浦町緒川字西釜池５番地の１５

津島市愛宕町二丁目５７番地２

津島市江川町二丁目１０２番地の２

津島市神守町下町１３１番１

津島市唐臼町郷裏１１番地

津島市唐臼町西島３３番地

津島市立込町二丁目６０番地

津島市元寺町三丁目２１番地２

津島市元寺町二丁目４０番地

０５８６-７３-６０５８

０５８６-７７-０６６７

０５８６-６１-１１６１

０５８６-８６-４０４８

０５８６-６４-５７８２

０５８６-８６-２６０１

０５８６-８５-６９４４

０５８６-８６-７９８５

０５８６-７７-７９２５

０５８６-７２-７７１２

０５８６-７１-４４７５

０５８６-７８-５８８８

０５８６-８５-７３１６

０５８６-７６-２９３５

０５８６-７７-５０２３

０５８６-７７-２２６１

０５８６-６８-０２００

０５８６-６８-４５３９

０５８６-６４-６９１１

０５８６-２４-３８０１

０５８６-７６-４５３６

０５８６-４５-８２５１

０５６８-６５-７２０８

０５６８-６７-２５３４

０５６８-６５-１２２７

０５６２-５７-５７３０

０５６８-８３-３２８５

０５６８-５２-１５２３

０５６８-８４-０１８２

０５６８-２５-２２７７

０５６８-２７-２７５５

０５６８-２１-２０５０

０５６８-２２-５７２６

０５２-５０１-７６９３

０５８７-５５-７９４０

０５８７-５４-６１０９

０５８７-５６-２４７２

０５８７-５７-３４６３

０５６８-７２-４１５５

０５６８-７３-５０８６

０５６１-４１-０９２７

０５６１-８２-６９５１

０５６２-３４-９２３２

０５６７-２５-７２７２

０５６７-２４-２６２１

０５６７-３１-７６６２

０５６７-３３-０１５７

０５６７-３１-０４２７

０５６７-２５-３７０５

０５６７-２４-１７４３

０５６７-２２-５２００
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事業者名 住　所 電話番号

和田与燃料(株)

(株)浜島設備工業所

豊田管工（株）

(株)エスケーシー

DAISUI(株)

真野工業(株)

(有)小﨑管工設備

(株)オーケテック

(株)名団

(株)大同施設工業

(株)不二商土地建設

三東設備工事(株)

協立設備工業(株)

(株)前田工業

(株)稲熊水道

(株)朝日工業社名古屋支店

(株)レクト名古屋支店

ノザキ(株)

(株)アンセイ東海支社

(有)Ｇ＆Ｔ

(株)クラシアン西名古屋支社
三菱電機システムサービス（株）
矢田サービスステーション

(株)フジコー

（株）ＦＩＮＥ

大興設備工業(株)

(有)中島管工所

(株)エプロスジャパン

ＧＲＯＷＴＨ(株)

(有)ワタナベ営繕設備

積和建設中部(株)

(有)富田設備
ロイヤルホームセンター（株）
新守山店

マサキ設備

(株)増岡水道設備

(株)岡田水道工事店

(株)東濃設備

(株)水企画アイケン

安田設備(株)

神山建設（株）

東濃設備工業(株)

ギフテック(株)

名岐住宅(株)

(有)ヤトウ設備

(株)三重物産

(有)桑名設備

(株)三重水道センター

(有)加藤設備管工

(株)シンエイ

(株)イースマイル

(株)アクアライン

津島市薬師町３９番地の２

豊明市栄町上ノ山８４番地の３５

豊田市大林町１２丁目１２番地１０

豊田市吉原町鶴喰７０番地３

名古屋市熱田区古新町二丁目９１番地

名古屋市熱田区波寄町２番２７号

名古屋市北区池花町２４２番地の１

名古屋市北区清水三丁目１５番１８号

名古屋市北区神明町２１番地

名古屋市昭和区福江一丁目１１番５号

名古屋市昭和区安田通一丁目２番地の７

名古屋市千種区桜が丘２２６番地

名古屋市千種区高見一丁目１８番９号

名古屋市千種区天満通二丁目８番地

名古屋市天白区植田西二丁目４０７番地

名古屋市中区新栄一丁目３９番２３号

名古屋市中区新栄一丁目３１番１５号那須ビル３Ｆ

名古屋市中川区富田町大字千音寺字西福正３５５２番地
名古屋市中川区吉津一丁目２１０９番地 
アクティブ名古屋西アントレF

名古屋市中村区角割町一丁目１２番２号

名古屋市西区平出町１３４

名古屋市東区矢田南五丁目１番１４号

名古屋市瑞穂区洲山町一丁目５７番地１

名古屋市港区千鳥二丁目３番２号

名古屋市南区柵下町二丁目９０番地

名古屋市南区五条町二丁目１番地の１６３

名古屋市名東区小井堀町７０３番地

名古屋市守山区小幡太田１５番２０号

名古屋市守山区大字吉根字深沢２５２番地の３３

名古屋市守山区四軒家二丁目６０９番地

名古屋市守山区新守西２００３番地

名古屋市守山区新守山２８３０

丹羽郡大口町小口下之段１１-４

みよし市打越町上屋敷４０番地３６

岐阜県海津市南濃町駒野１６１番地の２

岐阜県可児市今２２８０番地の２

岐阜県岐阜市野一色六丁目１０番２４号

岐阜県郡上市八幡町島谷１４６７番地の３３

岐阜県関市洞戸黒谷６７番地４

岐阜県多治見市錦町四丁目５７番地

岐阜県羽島市小熊町島一丁目２-１

岐阜県羽島郡岐南町伏屋九丁目７０番地

岐阜県瑞穂市牛牧４５８番地１

三重県桑名市大福３９４番地

三重県桑名市長島町横満蔵３４６番地５

三重県四日市市大字羽津４６３６番地２

三重県四日市市広永町７０番地３

大阪市中央区谷町二丁目４-３アイエスビル９階

大阪市浪速区敷津東三丁目７番１０号イースマイルビル
広島県広島市中区上八丁堀
８番８号第１ ウエノヤビル６Ｆ

０５６７-２６-３３２９

０５６２-９７-１５４０

０５６５-２８-５１４８

０５６５-５４-１７４６

０５２-６８１-６０１９

０５２-８８４-３１１１

０５２-９０３-７４２６

０５２-３２５-３３０７

０５２-９１２-８８２６

０５２-８７２-４７８１

０５２-７６２-５１７１

０５２-７８２-２２５１

０５２-７５１-２００４

０５２-７２１-５３６８

０５２-８０１-１３８７

０５２-２５１-７８３４

０５２-２４９-４８９０

０５２-４３１-１３５１

０５２-４３９-５４１９

０５２-４６１-４５６３

０５２-５０４-９８１１

０５２-７２３-８５６０

０５２-８５３-２７１７

０５２-６５３-６３８３

０５２-８１１-１７１３

０５２-６９１-５５７０

０５２-７０９-２７７７

０５２-７９７-９１８８

０５２-７９７-９５５１

０５２-７７２-２４１１

０５２-７９１-４６７６

０１２０-００-６１８６

０５８７-９５-００８３

０５６１-３４-３１４３

０５８４-５５-０４５９

０５７４-６５-４６７３

０５８-２４８-７１７７

０５７５-６５-２１６８

０５８１-５８-２４１０

０５７２-２３-３５０１

０５８-３９１-４１９３

０５８-２４７-４７１１

０５８-３２７-８５３６

０５９４-２１-３４７６

０５９４-４５-１０９２

０５９-３６４-０２９９

０５９-３６６-２５４５

０６-６９４４-７７９７

０６-６６３１-７４４９

０８２-５０２-６６４４

豊
明
市

豊
田
市


