
2023年05月02日現在

指定給水装置工事事業者一覧（南区）

芳田中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区泉田422-15 有限会社メンテナック 086-245-8618

岡山市南区下中野901-11 株式会社SOS 086-244-2195

岡山市南区新保683-15 株式会社至道工業 086-241-3308

岡山市南区新保683-38 有限会社保田水道工業所 086-243-5929

岡山市南区新保397-15 光南工業株式会社 086-231-2155

岡山市南区新保544-1 株式会社松栄設備 086-241-2071

岡山市南区新保663-20 株式会社エバラ設備 086-250-7217

岡山市南区当新田128-2 株式会社大原組 086-259-5970

岡山市南区西市584-10 株式会社ストリィーム 086-239-0058

岡山市南区西市525 有限会社クロズミシステム 086-243-7509

岡山市南区西市275-1 岡山ホーム設備株式会社 086-241-4278

岡山市南区西市275-1 岡山ホーム管工株式会社 086-243-8791

岡山市南区西市653-12 有限会社新日工業 086-243-4487

岡山市南区万倍12-1 株式会社巴工業 086-239-1361

岡山市南区万倍29-10 はちや設備 086-250-2502

岡山市南区万倍118-25 栄進工業 086-241-0261

福浜中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区洲崎一丁目7-47 合田産業株式会社 086-262-0608

岡山市南区洲崎一丁目7-12 株式会社ケイ・ティCE 086-263-8221

岡山市南区洲崎二丁目7-8 有限会社武市水道 086-264-6797

岡山市南区豊浜町3-34 イワタニ山陽株式会社岡山支店 086-262-3245

岡山市南区浜野三丁目20-40 株式会社佐山住器 086-264-2227

岡山市南区浜野四丁目2-7 株式会社中電工岡山統括支社 086-230-7345

岡山市南区福島一丁目1-25-2 株式会社すぎい住設 086-902-0908

岡山市南区福島二丁目19-18 有限会社安田設備工業 086-239-1207

岡山市南区福島二丁目16-14 UEKISTYLE株式会社 086-261-0302

岡山市南区福富中二丁目10-12 有限会社竹内工業 086-265-6193

岡山市南区福富西一丁目18-32 泰樹工業 086-262-3921

岡山市南区福富西一丁目13-23 有限会社三愛設備 086-264-3010

岡山市南区福富東二丁目9-81-6 あい工房 086-897-2881

岡山市南区福成一丁目71-7 有限会社第一設備工業所 086-264-9047

岡山市南区福成一丁目2-24 北村設備サービス 086-265-0317

岡山市南区福成二丁目21-35 株式会社藤エンタープライズ 086-239-3554

岡山市南区福成三丁目3-1 末藤設備株式会社 086-263-3480

岡山市南区三浜町一丁目9-10 株式会社三垣建材店 086-262-0063

芳泉中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区泉田二丁目1-5 アストモスリテイリング株式会社　中国カ
ンパニー岡山支店

086-238-5000

岡山市南区泉田五丁目5-1 水道設備工事のサンキュー 086-245-1532

岡山市南区浦安西町69 阿部設備有限会社 086-262-2736

岡山市南区浦安西町32-25 株式会社三宅設備工業所 086-262-4341

岡山市南区浦安西町115-5 赤坂管工株式会社 086-263-0435

岡山市南区浦安本町94-59 畑中設備株式会社 086-236-8371

岡山市南区浦安本町104-4 新栄管工株式会社 086-261-1999

岡山市南区浦安本町172-1 株式会社アクアプロ 086-263-3507

岡山市南区浦安南町369-4 合同会社泰水 086-806-3288

岡山市南区浦安南町593 有限会社カド設備 086-264-0081
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芳泉中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区豊成一丁目22-18 株式会社鎌田工業 086-262-3010

岡山市南区豊成一丁目12-21 エイス住宅設備 086-263-0312

岡山市南区豊成三丁目23-30 岡山水道センター 086-239-8802

岡山市南区福田83 株式会社ハジメ設備 086-362-7966

岡山市南区福田64-16 籔下設備 086-263-7295

岡山市南区福田10-4 株式会社大裕 086-263-9111

福南中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区海岸通二丁目5-22 横山石油株式会社エネルギーセン
ター

086-264-6373

岡山市南区築港新町二丁目35-6 古城設備 086-806-3599

岡山市南区千鳥町26-14 建水工業株式会社 086-263-6354

光南台中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区宮浦1308-4 株式会社山和 086-267-9155

藤田中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区藤田539 ましお設備工業有限会社 086-296-2776

岡山市南区藤田724-104 金田工業 086-296-8693

岡山市南区藤田648 有限会社タカヤセツビサービス 086-238-0343

岡山市南区藤田564-163 株式会社前田サービス岡山 086-296-7738

岡山市南区藤田555-10 有限会社大鷹設備 086-296-6686

岡山市南区藤田471-25 有限会社グランディー 086-296-7338

岡山市南区藤田347-9 有限会社田中設備工業 086-296-2543

岡山市南区藤田561-69 有限会社大光設備工業 086-296-3933

興除中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区中畦722 株式会社河相配管 086-298-1905

岡山市南区東畦77-2 大平水道株式会社 086-282-3255

岡山市南区東畦667-56 ゆたかサービス 086-282-0230

岡山市南区東畦782-6 有限会社開明設備 086-281-7010

妹尾中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区妹尾3186-11 株式会社倉地住設 086-281-5739

岡山市南区妹尾787-14 いさか設備 086-281-4488

岡山市南区妹尾394-1 株式会社善水 086-281-2666

岡山市南区箕島1137-1 有限会社三備建設 086-282-0684

岡山市南区箕島1306-26 妹尾産業有限会社 086-282-0521

岡山市南区箕島1640-42 星島設備 086-281-1606

岡山市南区箕島1854 有限会社大橋工業 086-282-2753

岡山市南区箕島238-3 有限会社ヤタカ 086-482-2295

岡山市南区箕島3264 ヤマコ機工株式会社 086-482-0072

岡山市南区箕島574-2 有限会社烏城 086-239-7030
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福田中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区大福854 株式会社共同設備 086-281-5556

岡山市南区大福766-7 正設工業株式会社 086-209-1357

岡山市南区大福1043-7 板田設備 086-281-1497

岡山市南区大福736-8 有限会社カワタ産業 086-281-9223

岡山市南区大福692-3 株式会社ケンレン 086-282-7720

岡山市南区大福684-49 有限会社真栄 086-282-1537

岡山市南区大福653-13 有限会社明和設備 086-281-6767

岡山市南区大福435-49 有限会社冨山設備 086-282-4468

岡山市南区古新田412-1 三栄工業株式会社 086-282-6660

岡山市南区山田806 合同会社あきやま設備 086-282-1736

岡山市南区山田2016-10 有限会社浅越設備 086-282-2921

岡山市南区山田278-7 トータル水道サービス 086-238-0123

岡山市南区山田207-5 株式会社桂管工 086-281-7679

灘崎中学校区
所在地 事業者名 電話番号

岡山市南区植松640 株式会社藤原設備 086-362-4866

岡山市南区植松87-18 有限会社共立水道 086-485-2854

岡山市南区北七区210-15 有限会社灘崎水道 086-362-2622

岡山市南区西紅陽台一丁目58-686 有限会社大森設備 086-282-9331

岡山市南区彦崎189 有限会社三竿設備 086-362-1137


