
指定番号 指定給水装置工事事業者名 住所 更新までの有効期間

2 タブチ住設機工㈱ 知立市牛田町新田南54番地1

3 東海設備工業㈱ 安城市二本木新町一丁目17番地19

4 森島設備管工㈱ 知立支店 知立市宝町刈谷道75番地

7 ㈱大成設備工業 知立市宝町塩掻35番地

8 ㈱桶藤設備工業 知立市新富二丁目36番地

9 ㈱豊光設備 知立市谷田町下空池135番地5

11 ㈱アクテック 知立市南陽二丁目6番地

22 安成工業㈱ 安城市篠目町肥田60番地1

24 チュウセツ興業㈱ 西尾市下町毛勝32番地2

26 中川設備工業㈱ 知多郡東浦町大字緒川字西釜池5番地15

27 三水工業㈱ 安城市新田町郷西131番地2

28 野々山建設㈱ 知立市上重原町土取67番地

29 コスモ水道設備㈲ 半田市横川町二丁目67番地

31 ㈲アクア技研 知立市本町本41番地

32 ㈲プランニングシステム 豊田市駒場町東204番地２

34 ㈱長谷部建材店 安城市日の出町7番1号

35 武一㈱ 東海市加木屋町石田1番地2

36 中央プランテック㈱ 刈谷市野田町馬池3番地18

37 ㈱三幸 安城市高木町下屋敷2番地

39 ㈱マツモト 刈谷市恩田町四丁目151番地12

40 ㈲田島工業所 安城市赤松町大北92番地2

41 ㈲ノムラデンキ 知立市山屋敷町山鼻10番地10

43 ㈲日祥技研 岡崎市土井町字西番城19番地1

45 ㈱オケスエ 西尾市住吉町四丁目12番地

46 ㈲水建工業 知立市谷田町上空池7番地13

47 昌和管工 安城市池浦町池浦118番地

48 日設工業㈱ 刈谷市神明町一丁目28番地

49 三神設備㈱ 安城市今本町一丁目9番52

51 ㈲岡田設備 安城市安城町拝木31番地3

52 石川管工㈱ 刈谷市新富町五丁目507番地

53 渡辺設備㈱ 岡崎市中島町字藤屋19番地

54 三河商事㈱ 豊田市元城町二丁目66

56 ㈲伊勢神工業 名古屋市瑞穂区内方町2丁目44番地の２

57 DAISUI㈱ 名古屋市熱田区古新町二丁目91番地

59 ㈲中根設備 安城市大東町15番地11

60 カトウ工業㈱ 刈谷市西境町蒲生池205番地2

62 ㈲ヤマト住設 安城市東端町用地24番地

66 カネコ工業㈱ 豊明市大久伝町南20番地の2

67 森田工業㈱ 安城市末広町5番2

68 協立設備工業㈱ 名古屋市千種区高見一丁目18番地9

69 シンコウ設備 知立市牛田町地内84番地

71 ㈲金十ポンプ工業所 安城市朝日町15番14号

72 ㈲岡田工業　豊田営業所 豊田市渡刈町西糟目７７番地３

75 関興業㈱ 知立営業所 知立市宝一丁目16番地14ｸﾞﾛｰﾘｰﾔﾅｾ108

76 ㈲鈴木水道 安城市里町三郎104番地1

77 ㈱三東 名古屋市千種区桜が丘226番地

78 ㈱愛北製作所 名古屋市北区石園町3-11

79 イーリビング 刈谷市松栄町1丁目18番地34

80 積和建設中部㈱ 名古屋市守山区四軒家二丁目609番地

81 ㈲AT HOME 刈谷市今川町蓮池33番地5

84 ㈱サニック 岡崎市大門五丁目16番地8

86 ㈲ライフ・オオナカ 瀬戸市城ケ根町18番地の3

87 ㈱クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目2番地1

88 ㈱山新設備 津島市唐臼町西島33番地
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89 創備工業㈱ 岡崎市宇頭町字稲荷98番地2

90 ㈲タカ住設 岡崎市藤川町字境松9番地2

91 ㈲東陽設備工業 瀬戸市品野町4丁目200番地

92 ㈱菅原設備 津島市元寺町三丁目21番地2

93 ㈱浜島設備工業所 豊明市栄町上ノ山84番地35

94 ㈲伊藤設備工業 高浜市八幡町五丁目9番地2

95 ㈲フカヤ水道工業 刈谷市山池町三丁目103番地

96 アオイ設備工業㈱ 岡崎市美合新町6番地

97 ㈱リザルト 豊田市和会町南屋敷14番地

98 ㈱桐山 豊田営業所 豊田市若林東町石根6番地

99 ㈱フジコー 名古屋市瑞穂区洲山町一丁目57番地1

100 ㈱スギテックス 豊田市貝津町片坂80番地

101 GROWTH㈱ 名古屋市守山区小幡太田15番20号

102 ㈲巧 大府市北山町四丁目152番地102

103 ㈱旭設備 高浜市青木町八丁目1番地17

105 ㈱シンエイ 大阪府大阪市中央区谷町2-4-3 アイエスビル9Ｆ

106 寺沢工業 名古屋市守山区大字中志段味吉田洞2881

107 ㈱桶元 碧南市沢渡町229番地

108 山田設備 豊明市前後町仙人塚1760番地39

109 ㈱スマイルテクノロジー 刈谷市野田町馬池3番地1

110 ㈱伊波設備 知多郡阿久比町大字宮津字西森下7番地3

111 ㈲吉永管工 刈谷市今川町田地池74-2

112 丸正酒井設備㈱ 豊田市前林町行田53番地

113 ㈱名団 名古屋市北区神明町21番地

114 ㈱タマサエンジニア 岡崎市美合町字入込59番地2

115 ㈲タカス水道設備 岡崎市福岡町字毘沙門75番地10

116 ㈱林設備 西尾市下町八幡下23番地4

117 中西設備 東海市荒尾町藤左エ門起1番地の1

118 ㈲つかさ 知立市新池2丁目76番地

119 ㈱アイラス 西尾市寺部町田中67番地1

120 旭化成ライフライン㈱ 中部事業所 日進市野方町東島318-2

121 ㈱ウォーターワークス みよし市莇生町汁田20番地2

122 ㈱オーケテック 名古屋市北区清水三丁目15番18号

123 ㈱朝明 名古屋市北区辻町8丁目58番地1

124 ㈲田中設備工業 刈谷市小垣江町北高根76番地16

125 ㈱ヤママ住設 小牧市大字東田中字南新田1600番1

126 ロイヤルホームセンター㈱ ロイサポートグループ 千葉県習志野市東習志野6-7-15

127 ㈱イースマイル 中部支店 名古屋市緑区東神の倉3-531

128 竹中ポンプ 刈谷市高津波町7丁目856番地

129 ㈱エプロスジャパン 名古屋市名東区小井堀町703番地

130 ㈱朝長住宅設備 刈谷市新栄町六丁目13番地2

131 石田設備㈱ 岡崎市六供町字甲西34番地

132 ㈲まるば工業白退社 あま市七宝町遠島大切戸1484番地6

133 ㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号ウエノヤビル6Ｆ

134 善勝㈲ 津島市元寺町二丁目40番地

136 ヤマグチ設備工業 知立市山屋敷町東山1番地36

137 ㈲富田設備 名古屋市守山区瀬古3丁目613-1

138 ㈱西日本設備 大阪府吹田市内本町3-28-10

139 ㈱成瀬組 豊田市青木町四丁目35番地2

140 ㈲CAC 豊田市越戸町梅盛1-7

141 青海建設㈲ 豊明市新田町子持松7番1

142 ㈲加藤設備管工 三重県四日市市広永町70-3

143 ㈱三重水道センター 三重県四日市市大字羽津4636－2

144 ㈱本多設備 岡崎市本宿西一丁目1番地1

145 ㈱愛知テクノス 半田市州の埼町2番95

146 ニッカホーム中部㈱ 名古屋市緑区相原郷1-2609

147 ㈱交換できるくん 東京都渋谷区東1-26-20東京建物東渋谷ビル12F

148 ㈱N-Vision 広島県広島市中区鶴見町8-57

149 ㈱長谷基業 碧南市植出町1丁目84番地

2023年9月29日

2024年9月29日



150 ㈱スイドウサービス 大阪府大阪市城東区野江4-1-8-402

151 ㈱クリーンライフ 大阪府吹田市広芝町6番10号

152 ㈱国昇 東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビル21階

153 ㈱アックス 西尾市中畑町浜田上28-7

154 うめぞの設備㈲ 岡崎市梅園町字3丁目7番地3

155 アストモスリテイリング㈱ 西三河営業所 刈谷市末広町1-12-2

156 ㈱佐野水道設備工業所 岡崎市井田町字茨坪4番地13

157 ㈱パイプマン名古屋 名古屋市港区六軒家1431

158 大澤設備 安城市横山町寺下13-10

159 ㈱エイト 名古屋市中川区横前町58番地

160 ㈲杉山設備 安城市里町二丁目1番地5

161 ㈱市川組 日進市米野木町丁田137番地

162 ㈱アズクリエイティブ 名古屋市中区錦二丁目5-12 パシフィックスクエア名古屋錦ビル3階

指定を受けてから5年
間

(有効期限が事業者
証に記載されていま

す。)
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