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指定給水装置工事事業者一覧（北区）

岡山中央中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区京橋町12-8 横山石油株式会社 086-223-8231

岡山市北区広瀬町3-22 有限会社アカハネ設備 086-222-4474

岡山市北区柳町一丁目4-4 株式会社まとい 086-223-4661

桑田中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区上中野二丁目12-5 株式会社西友環境 086-230-6722

岡山市北区桑田町6-10 ﾀﾞｲﾀﾞﾝ株式会社　岡山支店 086-223-3106

岡山市北区厚生町二丁目11-14-101 松田商事株式会社 086-222-3353

岡山市北区下石井二丁目3-8 第一環境株式会社　中国支店 086-242-4171

岡山市北区新屋敷町一丁目6-26 五洋工業株式会社 086-241-4655

岡山市北区錦町6-1両備ビル４階 日本住宅管理株式会社　岡山支店 086-223-3791

岡山市北区東島田町一丁目2-27 大和マルヰガス株式会社 086-225-3611

岡山市北区東古松三丁目2-3 太田設備工業株式会社 086-225-4946

岡山市北区柳町二丁目6-25 斎久工業株式会社　岡山支店 086-230-1750

岡輝中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区青江三丁目6-12 株式会社水交社 086-224-6261

岡山市北区青江四丁目8-1 山陽技研株式会社 086-231-0248

岡山市北区青江四丁目8-1 山陽技研エンジ株式会社 086-231-0244

岡山市北区青江四丁目14-14 有限会社小林商会 086-233-2521

岡山市北区旭本町1-35 株式会社榮往研 086-223-3223

岡山市北区旭本町7-16 奥山設備 086-221-9119

岡山市北区天瀬南町2-6 有限会社森水工業 086-225-0461

岡山市北区天瀬南町7-1 グリーンマネジメント株式会社 086-230-1382

岡山市北区岡町17-28 株式会社西村設備 086-231-6007

岡山市北区奥田一丁目10-10 株式会社山田商会　岡山オフィス 086-230-0578

岡山市北区神田町一丁目12-11 金井設備工業有限会社 086-233-0204

岡山市北区神田町一丁目10-22 有限会社イチモリ設備 086-233-6340

岡山市北区神田町二丁目1-38 有限会社秋山総合設備 086-234-2323

岡山市北区岡南町一丁目12-17 三恵工業株式会社 086-225-2931

岡山市北区清輝橋一丁目8-21 髙山産業株式会社 086-223-3182

岡山市北区十日市東町6-40 あんしんホームレスキュー株式会社 080-4559-3680

岡山市北区二日市町186-3 田形住設 086-224-8505

岡山市北区山科町70-6 株式会社中村水道サービス 086-201-0559

御南中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区今六丁目2-41 有限会社ハウスカンコー 086-805-1236

岡山市北区今六丁目6-3 株式会社サニックス　広島環境衛生事
業所岡山分室

086-243-3934

岡山市北区今六丁目9-12 中国水道工業株式会社 086-241-1722

岡山市北区今八丁目7-7 グリーネスト株式会社 086-244-0191

岡山市北区今保61 朝日管工株式会社 086-246-6111

岡山市北区北長瀬表町三丁目16-5 株式会社梶岡設備 086-241-1735

岡山市北区下中野711-120 株式会社泰輝 086-243-0051

岡山市北区辰巳27-102-301 ニシヒラ設備 086-244-0691

岡山市北区辰巳42-102 株式会社小野田工務所 086-250-0800

岡山市北区田中603-1-6 両備第一水工 0120-665-605
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御南中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区田中183-127 正司設備 086-246-5651

岡山市北区田中608-10 FUJIX 086-806-3834

岡山市北区田中135-106 ボイラサービスコーポレーション株式会
社　岡山支店

086-805-2021

岡山市北区中仙道56-121 株式会社創研 086-244-3033

岡山市北区平田145-104 岡陽設備株式会社 086-244-5403

岡山市北区平田175-101 有限会社総合設備 086-245-0216

吉備中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区大内田830-2 株式会社佐藤管材工業 086-292-5319

岡山市北区白石434-8 オカ設工業株式会社 086-243-0707

岡山市北区白石193-7 株式会社アルバ・エル 086-253-7251

岡山市北区白石203-34 クサチ．インダストリー 086-250-9900

岡山市北区白石203-26 峰南工業株式会社 086-252-6332

岡山市北区白石西新町8-100 有限会社ZERO建設 086-239-9433

岡山市北区撫川74-4 有限会社吉備管工 086-293-0480

岡山市北区撫川1233-1 株式会社ツボヰ設備工業 086-293-3370

岡山市北区西花尻1168-2 株式会社ワークラボ 086-259-3957

岡山市北区庭瀬316 有限会社高木石油店 086-293-0169

岡山市北区延友420-15 成松工業株式会社 086-292-4447

岡山市北区花尻ききょう町18-101 中野設備 086-250-3929

岡山市北区花尻みどり町5-108 株式会社くらし設備 086-236-7373

岡山市北区東花尻338-3 岡山技工株式会社 086-293-4705

岡山市北区平野975-7 伊藤忠エネクスホームライフ西日本㈱
岡山営業所

岡山市北区平野825 田中実業株式会社　岡山営業所 086-293-0207

岡山市北区平野651-37 矢部冷暖房株式会社 086-293-3573

岡山市北区平野595-1 株式会社蜂谷開発 086-292-2245

岡山市北区平野112-3 備前特機工業株式会社 086-293-3373

中山中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区一宮698-4 株式会社神野設備工業 086-284-0309

岡山市北区一宮1012 株式会社丸光興業 086-284-2211

岡山市北区一宮113-1 えびすや株式会社 086-284-6170

岡山市北区一宮461-1 みな喜也電設 086-284-3148

岡山市北区一宮118 酒井工業株式会社 086-284-0151

岡山市北区尾上259 有限会社ミズハタ工営 086-284-1444

岡山市北区尾上868-2 アールアイエム 086-289-7110

岡山市北区西辛川150 有限会社明成住宅設備 086-284-4766

岡山市北区芳賀5112-18 株式会社栄代工務店 086-284-4138

足守中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区足守1677-3 有限会社酒井設備 086-295-0355

岡山市北区大井2346-1 片上建設有限会社 086-295-0266

岡山市北区大井247 有限会社角田水道工業所 086-295-1010

岡山市北区下足守515 株式会社ホタル電工 086-295-2117



2023年05月02日現在

指定給水装置工事事業者一覧（北区）

高松中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区加茂80-2 丸川水道設備 086-238-3951

岡山市北区吉備津562-1 弥生機工株式会社 086-287-3811

岡山市北区小山32-1シェーネ　グルンA２０１ 株式会社アースアンドウォーター岡山
営業所

086-230-7424

岡山市北区小山496-1アパートリアン１０５号室 岡田商店 086-287-6594

岡山市北区新庄上599-14 三上建設有限会社 086-287-6520

岡山市北区惣爪498 川崎工業 086-287-8127

岡山市北区高松468-1 ヨコテック有限会社 086-287-8228

香和中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区栢谷187-3 中谷住器設備 086-294-2262

岡山市北区菅野3036 株式会社カワダ建設　本店 086-294-2212

岡山市北区田原1-1 有限会社トック 086-294-4005

岡山市北区田益284 ひらい工業株式会社 086-294-1050

岡山市北区田益1325-4 株式会社FTEC 086-294-6639

岡山市北区津高228-1 有限会社水テック 086-214-6871

岡山市北区津高793-1 有限会社中村水道 086-252-1385

岡山市北区津高台四丁目2056-7 有限会社YC　Ｆａｃｔｏｒｙ 086-253-7333

岡山市北区横井上1598-1 株式会社アクアサイト 086-294-2421

岡山市北区横井上1580-5 有限会社杉山設備　岡山営業所 086-294-3633

岡山市北区横井上632 有限会社則兼石油店 086-294-3890

岡山市北区横井上230-21 有限会社山陽配管 086-255-5789

岡山市北区横井上1734-2 田中管機株式会社 086-294-5537

岡山市北区横井上1208 彰設備 086-294-4736

京山中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区津島京町三丁目6-21 株式会社リライフ　岡山営業所 086-214-5078

岡山市北区津島新野二丁目7-23 岡北ガスセンター株式会社 086-253-9111

岡山市北区津島新野二丁目7-23 アスカ設備有限会社 086-253-9111

岡山市北区津島福居一丁目14-29-3 菱川設備 086-255-4870

岡山市北区万成東町7-4 株式会社アクタス 086-259-0008

石井中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区北長瀬本町3-13 株式会社常藤設備工業 086-256-0678

岡山市北区北長瀬本町13-52 有限会社工藤組 086-254-4744

岡山市北区下伊福上町2-2 株式会社大設工業 086-253-3266

岡山市北区大安寺東町7-6 有限会社ｅ－テクノ 086-253-0870

岡山市北区西崎一丁目17-16 株式会社保田設備 086-252-2160

岡山市北区野殿西町448-4 株式会社中央設備 086-254-1511

岡山市北区奉還町二丁目8-3 株式会社小池水道工務所 086-252-2288

岡山市北区三門東町3-8 株式会社菱川燃料 086-252-0192

岡山市北区矢坂本町19-18 有限会社みなみ工業 086-253-8459

岡北中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区宿438-12 株式会社藤本設備 086-228-1448

岡山市北区宿本町9-9 株式会社きせき設備 086-206-7490
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岡北中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区玉柏1925-1 ムネサダ設備工業株式会社 086-228-2435

御津中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区御津宇甘606-1 有限会社赤松設備 086-724-1216

岡山市北区御津宇垣1495-1 田中管機株式会社御津営業所 086-724-1590

岡山市北区御津宇垣1495-1 株式会社小森設備 086-724-0292

岡山市北区御津国ヶ原808-2 有限会社祐森建設 086-724-2686

岡山市北区御津国ヶ原415 中川建設株式会社 086-724-0240

岡山市北区御津野々口223-1 有限会社河島工業 086-724-4515

岡山市北区御津平岡西26-1 浦上建設株式会社 086-724-1074

建部中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市北区建部町建部上241-2 カゲヤマ設備 086-722-4717

岡山市北区建部町福渡1020-17 牮山設備 086-722-3910

岡山市北区建部町福渡1040 金島水道有限会社 086-722-0157

岡山市北区建部町福渡346-1 キシテック 086-722-4567

岡山市北区建部町福渡486-2 株式会社朝日 086-722-0440


