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赤磐市稲蒔216 株式会社安東組 086-954-0727

赤磐市河本909-1 有限会社八重尾工業 086-955-8880

赤磐市桜が丘西一丁目44-5 有限会社司工業 086-955-6485

赤磐市桜が丘西一丁目44-3 株式会社カサイ工業 086-955-6848

赤磐市桜が丘西五丁目9-18 有限会社山根設備 086-955-6776

赤磐市桜が丘西二丁目1-2 株式会社ないとう住設 086-958-3920

赤磐市桜が丘西十丁目27-5 株式会社神保設備 086-958-5005

赤磐市桜が丘西七丁目17-8 ウザキ管工設備 086-958-5359

赤磐市桜が丘東三丁目3-754 岸田設備 086-997-1297

赤磐市桜が丘東六丁目6-82 キズキ設備 086-606-5084

赤磐市山陽三丁目6-22 オーワイ住設 090-8994-9358

赤磐市山陽三丁目3-19 有限会社ヌモト設備 086-955-5081

赤磐市正崎1021 有限会社ハナフサ工業 086-955-5471

赤磐市千躰198-1 矢部設備 086-995-0134

赤磐市高屋351-1 有限会社山陽設備 086-955-1266

赤磐市沼田864-2 株式会社本徳工務店 086-955-1092

赤磐市和田774-1 株式会社山陽開発 086-955-2911

浅口市鴨方町益坂1377-1 青木ガス機器産業株式会社 0865-44-2377

浅口市金光町占見324-2 こじま水道株式会社 0865-42-2235

小田郡矢掛町東三成2926-1 ＹＯＫＯＴＡせつび 0866-84-8440

加賀郡吉備中央町北1929 有限会社植杉設備 0866-55-5065

加賀郡吉備中央町豊野7079-2 有限会社小野組 0866-54-0217

加賀郡吉備中央町湯山61-1 カヨー建設株式会社 0866-54-1352

笠岡市美の浜32-58 株式会社石田 0865-67-1448

笠岡市美の浜27-28 有限会社溝田設備 0865-67-5100

久米郡久米南町上神目571-8 有限会社神目電機商会 0867-22-1388

久米郡久米南町上神目510 有限会社高田電機工業所 086-722-1221

倉敷市早高704-2 Ｏ．Ｎ設備 086-429-0910

倉敷市老松町二丁目11-30-1401 株式会社HiKE 090-8607-2239

倉敷市大島425-1 株式会社クラセツ 086-427-3036

倉敷市亀山232-32 株式会社Y･T･S 086-421-6445

倉敷市神田三丁目15-43 今藤管工株式会社 086-454-4370

倉敷市栗坂71-9 永友設備 086-463-3060

倉敷市黒崎18-3 株式会社フジクリエイト 086-463-6000

倉敷市黒崎30-6 さかうえ設備 086-461-1060

倉敷市児島赤崎一丁目4-42-2 株式会社トラスト 086-472-5978

倉敷市児島赤崎一丁目4-56 ウオータークラフト中田 086-473-6684

倉敷市児島味野上二丁目5-41-1 有限会社曽根電設 086-472-2532

倉敷市児島小川六丁目1-10 株式会社アクアコーポレーション 086-474-0015

倉敷市児島小川九丁目7-31 株式会社山水設備 086-472-8809

倉敷市児島小川四丁目2-22 株式会社トモエテック 086-474-6547

倉敷市児島上の町三丁目14-6 株式会社ウィンロード 086-454-5506

倉敷市児島上の町三丁目1-29 共栄設備 086-472-0957

倉敷市児島上の町一丁目2-9 株式会社アクセル 086-436-6668

倉敷市児島下の町六丁目10-62 株式会社三和住設 086-474-9070

倉敷市児島稗田町530 浅野管工 086-525-0082

倉敷市児島稗田町296 株式会社富士水道 086-472-4344

倉敷市笹沖616-69 中田電工株式会社 086-430-4505

倉敷市下津井三丁目16 株式会社HATA 086-479-7418

倉敷市下津井吹上二丁目6-60 株式会社児島配管 086-479-9015

倉敷市上東831-22 藤設工業株式会社 086-441-3099
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倉敷市新田2303 株式会社中水設備 086-425-5522

倉敷市新田3185-4 中国水道センター株式会社 086-426-1800

倉敷市新田3218-5 有限会社アクア ・システム倉敷 086-423-2181

倉敷市新田2477-1 株式会社船倉建設工業 086-425-1132

倉敷市玉島阿賀崎四丁目13-21 カネサワ工業 086-526-0377

倉敷市玉島阿賀崎1775-2 有限会社アイ設備工業 086-525-3114

倉敷市玉島阿賀崎一丁目6-14 守永運輸株式会社 086-523-0110

倉敷市玉島上成585-3 有限会社那須設備 086-523-1567

倉敷市玉島柏島1733-1 株式会社テクノシラタニ 086-526-7701

倉敷市玉島柏島5638-5 五輪設備株式会社 086-476-8933

倉敷市玉島黒崎8247-2 小林ミシン電機商会 086-528-1116

倉敷市玉島長尾103-1 株式会社備陽工業所 086-525-3375

倉敷市玉島長尾71-1 有限会社せのお 086-522-1158

倉敷市玉島道口1595-4 株式会社カナタニ 086-523-5678

倉敷市玉島八島509-1 くりさき工房 086-526-0608

倉敷市茶屋町799 石井設備工業所 086-428-1290

倉敷市茶屋町1765-1 株式会社みやび総設 086-454-8783

倉敷市茶屋町1789-9 株式会社プランテック倉敷 086-428-5558

倉敷市茶屋町1789-9 有限会社早島設備 086-420-0077

倉敷市茶屋町1878-46 有限会社仁科設備 086-428-9436

倉敷市茶屋町2085-4 有限会社穂髙 086-428-6390

倉敷市茶屋町早沖1414 株式会社ＤＤカンパニー 086-441-6988

倉敷市茶屋町早沖733-2 有限会社三藤 086-428-5227

倉敷市茶屋町早沖474-2 株式会社誠備 086-429-0755

倉敷市粒浦207-9 中西住設 086-451-1009

倉敷市粒江2220-1 有限会社岡崎設備 086-476-3677

倉敷市新田2986-3 小林工業 086-697-6567

倉敷市連島四丁目2-13 岡山エイケン工業株式会社 086-448-6268

倉敷市連島町連島1943-4 あいおい設備有限会社 086-460-3610

倉敷市連島町鶴新田2596-11 アクアネット株式会社 086-444-5414

倉敷市連島町鶴新田2205-4 総合住宅設備 086-441-3309

倉敷市連島町鶴新田151 小野商株式会社 086-444-3371

倉敷市連島町西之浦5333 有限会社ライフプランナーよこみぞ 086-465-5915

倉敷市連島町西之浦5199-1 中原総合設備 086-446-6230

倉敷市中島1180 開盛配管有限会社 086-466-1010

倉敷市中島1319 有限会社三谷原設備 086-465-7763

倉敷市中島2151-1 信江工業株式会社 086-466-3888

倉敷市中島907-7 株式会社江口設備 086-465-1721

倉敷市中庄1233-1 塚脇設備株式会社 086-486-4233

倉敷市中庄1083-5 有限会社アクアライフ 086-462-2688

倉敷市中庄1083-5 貝原水道株式会社 086-462-5232

倉敷市中庄2376-6 有限会社菅野設備 086-464-3133

倉敷市中畝三丁目4-13 有限会社リペアー設備 086-450-4820

倉敷市中畝四丁目13-2-2 タナカ水道設備 090-9061-1656

倉敷市西阿知町西原978-3 株式会社オオウチ 086-466-3313

倉敷市西阿知町396-4 株式会社こうげ 086-465-7839

倉敷市西岡1592-9 株式会社藤田水道 086-435-2060

倉敷市西田625-6 株式会社孝進設備 086-441-9449

倉敷市西富井1148-1 三和設備有限会社 086-427-0205

倉敷市西富井1361-12 エイト管工有限会社 086-434-6388

倉敷市西富井1100-12 株式会社建物設備 086-422-5088
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倉敷市白楽町427-3 株式会社キノウエシステム 086-424-6514

倉敷市白楽町427-5 楢村設備株式会社 086-424-5812

倉敷市浜ノ茶屋230-7 株式会社リノックス 086-424-8136

倉敷市浜町二丁目5-5 株式会社浜設備 086-421-3234

倉敷市林830-1 株式会社ナカダ 086-485-2774

倉敷市林2074-1 株式会社ハッテン 086-485-5161

倉敷市東塚七丁目5-10 有限会社プラマー連島 086-456-5071

倉敷市東塚六丁目9-16 株式会社インテック共和 086-455-5949

倉敷市東塚六丁目9-10 ミツワ設備工業有限会社 086-456-2777

倉敷市平田831-1 酒津商事株式会社 086-422-0517

倉敷市福島75-5 株式会社大同設備工業 086-424-1116

倉敷市福田町浦田1947-1 有限会社山二設備 086-455-3219

倉敷市福田町福田2395-4 株式会社倉敷組 086-455-9350

倉敷市二子863-3 戸川設備工業株式会社 086-486-1987

倉敷市二子1560-3 明信設備株式会社 086-489-6001

倉敷市二日市387-17 クリーンアクア 0120-3299-13

倉敷市二日市322-3 株式会社クラカン 086-422-1000

倉敷市船穂町船穂936-3 有限会社幸福設備工業 086-245-3161

倉敷市真備町有井1621-11 山中設備有限会社 086-698-4940

倉敷市真備町有井2061-1 有限会社スワ水道サービス 086-698-2510

倉敷市真備町岡田812 有限会社オータ住設 086-698-2223

倉敷市真備町川辺521 株式会社タムラ住設 086-697-0510

倉敷市真備町箭田862-12 株式会社カザケン 086-698-5258

倉敷市水江853 有限会社三宅水道 086-465-2567

倉敷市水島東弥生町6-24 朝日設備工業株式会社 086-448-0613

倉敷市水島福崎町3-30 水島瓦斯株式会社 086-444-8141

倉敷市南畝六丁目10-5 福田設備有限会社 086-456-4195

倉敷市南畝二丁目1-8 株式会社金光組 086-456-2239

倉敷市南畝五丁目3-21 株式会社水島設備 086-455-9376

倉敷市南町2-12 三共設備工業株式会社 086-424-3055

倉敷市吉岡140 有限会社栄進設備 086-424-6369

倉敷市吉岡279-2 株式会社昭栄設備 086-424-5239

瀬戸内市牛窓町牛窓4945-6 有限会社尾田燃料店 0869-34-2025

瀬戸内市邑久町尾張593-2 あかつき設備 090-3746-7557

瀬戸内市邑久町北島436-1 ワタナベ設備 086-943-9600

瀬戸内市長船町服部80-5 株式会社しえのり 0869-26-2708

総社市井尻野552-3 有限会社フレヴァン 0866-92-3931

総社市北溝手235 株式会社エンスイ工業 0866-92-4859

総社市清音柿木697-1 株式会社ナラムラ 0866-94-1717

総社市小寺1970 有限会社秋山設備 0866-93-1331

総社市新本1127-2 有限会社エクステリア設備 0866-96-1259

総社市総社1031-3 旭設備商事株式会社 0866-92-0876

総社市原2269 なかむら設備 0866-99-2478

総社市真壁123-3 株式会社風早 0866-92-1496

高梁市有漢町有漢3334-1 有限会社平山電建 0866-57-2105

高梁市川面町1810 株式会社フクモト住設 0866-26-1919

高梁市津川町今津476 小野住設 0866-22-5699

高梁市備中町長屋65-1 赤木建設株式会社 0866-45-3333

高梁市横町1541-5 中村建設株式会社 0866-22-1777

玉野市宇野三丁目40-9 豊工業株式会社 0863-21-5861

玉野市北方1404 有限会社コーサン商会 0863-66-5219
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玉野市田井四丁目11-39 株式会社若林設備 0863-33-8484

玉野市田井二丁目8-34 三宅設備 0863-31-4438

玉野市田井三丁目23-36 有限会社妹尾設備 0863-32-3344

玉野市田井五丁目8-32 DAIKOテクノ株式会社 0863-31-9505

玉野市築港四丁目27-1 Ｋ，サービス 0863-31-0899

玉野市槌ケ原890-1 有限会社上久保設備 0863-73-9393

玉野市長尾137-1 山永電気 0863-71-3623

玉野市迫間37 有限会社こくど設備 0863-71-3665

玉野市迫間736-7 おおの設備株式会社 0863-33-3650

玉野市八浜町大崎2130-6 有限会社ハチスイ 0863-51-1062

玉野市八浜町八浜154-2 井上住設 0863-51-3325

玉野市八浜町波知119-1 株式会社藤工務店 086-351-2447

玉野市東高崎26-37 瀬戸内住設 0863-71-3667

玉野市広岡285 常山工業有限会社 0863-71-1305

玉野市南七区97 株式会社あおい設備 0863-51-2728

玉野市和田一丁目12-16 有限会社浦川設備 0863-23-4634

都窪郡早島町若宮3-21 佐伯設備 086-483-1544

都窪郡早島町早島4962-38 積水ハウス建設中国四国株式会社岡
山支店

086-480-1600

都窪郡早島町早島448-15 池田工業 086-486-5357

都窪郡早島町矢尾1022-21 合同会社大橋 086-462-1692

津山市上横野157-2 有限会社宮岡設備 0868-27-0821

津山市山北621-17 成好設備工業株式会社 0868-22-4146

備前市麻宇那401 川田設備株式会社 0869-67-2434

備前市伊部2293-1 大饗工業株式会社 0869-64-3039

備前市伊部260-1 株式会社マツスエ設備 0869-63-2616

備前市伊部2707-23 水まわりメンテナンス岡山 0869-64-2655

備前市鶴海2908-1 藤幸工業株式会社 0869-93-4334

備前市日生町日生637-1 やました設備株式会社 0869-72-0558

備前市日生町日生241-110 東備建設株式会社 0869-72-3331

備前市吉永町福満125 有限会社溝田設備 0869-84-2461

真庭市勝山126 株式会社三協商建 0867-44-2227

真庭市上河内136-1 株式会社トーコー工業所 0867-55-2114

真庭市上水田2855-1 有限会社石井建材店 0866-52-2470

真庭市下砦部384-1 株式会社ホクセツテクノ 0866-52-2024

真庭市月田2015-1 有限会社カネサダ設備 0867-44-2657

真庭市蒜山下見1021 有限会社志賀電気工事 0867-66-2739

美作市土居918-1 和田設備 0868-75-0518

美作市三倉田575 有限会社アイビー産業 0868-72-1677

岡山県外
所在地 事業者名 電話番号

愛知県名古屋市中区錦一丁目10-20 ジャパンベストレスキューシステム株式
会社

052-212-9910

愛知県名古屋市千種区内山三丁目31-20今池NMビル
４階

株式会社アズクリエイティブ 052-734-3682

愛媛県松山市束本二丁目9-10 ホームソフナーサービス越智 080-4033-2501

大阪府大阪市北区天満一丁目26-3 株式会社ＯＳＧコーポレーション 06-6357-0101

大阪府大阪市住吉区苅田五丁目18-12 株式会社富士コミュニティー 06-6696-1820

大阪府大阪市中央区淡路町3-1-5 日本住宅管理株式会社 06-6229-1771

大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3 株式会社イースマイル 06-7739-2525

大阪府大阪市中央区谷町2-4-3アイエスビル９F 株式会社シンエイ 06-6944-7797
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大阪府大阪市浪速区大国二丁目1-6 株式会社ハウスラボ 06-6648-9898

大阪府河内長野市清水316-1 有限会社ゴトウ設備 0721-60-2408

大阪府吹田市垂水町二丁目36-24 株式会社オアシスソリューション　大阪
支店

06-6310-6077

大阪府吹田市広芝町6-10 株式会社クリーンライフ 06-6821-6133

神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目2-1 株式会社クラシアン 045-473-8181

東京都大田区池上8-5-2 株式会社生活水道センター 03-6746-1825

鳥取県鳥取市湖山町北三丁目468 有限会社パイプフレンド 0857-28-1324

兵庫県姫路市東山326-3 株式会社三都住設 079-280-1631

広島県呉市中央三丁目7-20-201 有限会社ケイエヌコーポレーション 0823-22-1980

広島県東広島市西条町郷曽2383-5 てらかわ産業 082-425-1359

広島県広島市中区上八丁堀8-8第１ウエノヤビル６Ｆ 株式会社アクアライン 082-502-6644

広島県広島市西区三篠町三丁目12-21第2ベルビィ三
篠

テラルテクノサービス株式会社　広島営
業所

082-509-5230

広島県福山市加茂町上加茂119 両備水道サービス 0120-931-680

広島県福山市加茂町八軒屋329 株式会社日本水道保安協会 084-972-8875

広島県福山市瀬戸町山北425-1 セトアクア工業株式会社 084-952-3739

広島県福山市西深津町一丁目12-4 株式会社福山管機工業 084-922-5690

広島県広島市中区鶴見町8-57 株式会社Ｎ‐Ｖｉｓｉｏｎ 082-275-5227

福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目4-1 株式会社タカギ 093-962-0941

宮城県気仙沼市滝の入10-87 株式会社水正設備 086-274-2191


