令和元年6月1日現在

高砂市指定排水設備業者一覧表（1６５店）
商号及び名称

営 業 所 所 在 地

電 話 番 号

㈱清和設備

高砂市高砂町狩網町７８８－２

079-422-1223

播磨環境管理センター㈱

高砂市高砂町鍛治屋町１３９０

079-443-0003

㈱宮先商店

高砂市高砂町浜田町１丁目６－３

079-443-3737

山里設備

高砂市西畑３丁目７－２３

079-443-0083

㈱西村組

高砂市荒井町東本町４－３

079-442-1822

㈲森設備工業

高砂市荒井町日之出町１０－１９

079-443-2256

アイ・エイチ・オー設備

高砂市荒井町日之出町1番３６

079-439-7079

㈱長村商会

高砂市荒井町新浜２丁目３４番地

079-442-3247

㈱貝塚工務店

高砂市末広町４番１号

079-443-1230

㈱嶋谷

高砂市美保里８－３

079-442-8890

㈲明環

高砂市伊保１丁目２－２６

079-447-0681

田口水道㈱

高砂市伊保１丁目４－３０

079-447-1171

和田㈱ 高砂支店

高砂市伊保3丁目４－２４

079-446-8088

塩谷建設㈱

高砂市梅井３丁目２３－１

079-448-7221

シオタニ水設

高砂市梅井４丁目２５－１７

079-448-0169

三枝水設

高砂市伊保町中筋１３５１

079-447-7039

松陽建設㈱

高砂市中筋１丁目６－１７

079-448-8220

㈲ショウメン

高砂市中筋５丁目１－１７

079-446-1333

カノウ住設

高砂市時光寺町２３－１０

079-447-6567

アイワ興業

高砂市松陽1丁目４－３２－１

079-446-2442

㈱豊設備商会

高砂市松陽２丁目３４５－４

079-447-6771

㈲大剛建設

高砂市松陽３丁目１５－４

079-448-1944

山下建設㈱

高砂市松陽３丁目３－２

079-447-8322

ヨシムラ産業

高砂市松陽１丁目７－６

079-448-8901

㈱三枝設備工業所

高砂市曽根町７２２番地

079-448-1301

総合住宅設備シラカワ

高砂市曽根町２２２８番地

079-448-4407

アクアテック㈲

高砂市曽根町８７８

079-448-9080

ヨシタケ

高砂市曽根町２４５１－１５

079-447-2024

橋本建設㈱

高砂市曽根町２２４８番地の２

079-447-2281

㈱寺下建設

高砂市北浜町牛谷３２－１２

079-448-8790

森永産業㈱

高砂市米田町米田新３５１番地

079-431-3575

M水道

高砂市米田町米田８５０番地３

079-431-2665

フジタプランビング

高砂市米田町米田１１４２－４

079-431-8899

㈲能勢工務店

高砂市米田町島６０－２

079-431-3222
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MTサービス

高砂市米田町塩市２１６－９

079-432-0855

高際工業所

高砂市神爪４丁目１４－８

079-447-6178

藤井設備

高砂市神爪５丁目３－６

079-451-7297

㈱後藤工務店

高砂市阿弥陀町魚橋１１０８－３

079-447-3380

㈱ウオハシ

高砂市阿弥陀町魚橋１７０７

079-448-5151

ACE㈱

高砂市阿弥陀町阿弥陀６９０番地の６

050-5235-2684

土井建設㈱

高砂市阿弥陀町北池２７－１

079-446-8787

㈲加古川設備

加古川市加古川町粟津６８７

079-421-7614

㈲サコイ住建

加古川市加古川町粟津７９３－５

079-424-5930

横谷設備

加古川市加古川町稲屋９７１－４

079-454-8880

高田建設工業

加古川市加古川町大野３００－１

079-454-8727

㈱SIC

加古川市加古川町備後296

079-423-0358

㈱ミツワテック

加古川市加古川町美乃利３２６－１

079-453-5120

㈲第二設備工業

加古川市加古川町平野１０３－９

079-422-4195

㈱サンデン

加古川市野口町野口１２９－９４

079-425-1155

ヒラタ住宅設備店

加古川市加古川町本町７６－９

079-421-2570

黒崎水道建設㈱

加古川市加古川町木村１１８－３

079-423-6711

播州設備㈱

加古川市加古川町木村５０７－１

079-423-5586

池元設備

加古川市加古川町木村７３４－３

079-423-7128

太田設備工業

加古川市加古川町木村430-3

079-426-6771

宮永建興

加古川市志方町細工所４３７－１

079-452-3577

ミヤナガ建設

加古川市志方町細工所４７３

079-452-4369

宮永工業

加古川市志方町細工所５０４－３

079-452-0310

広㈱

加古川市志方町西中５００－１

079-452-5627

㈱澤田水道設備

加古川市志方町上冨木７９１番地

079-452-1615

㈱阪神水道

加古川市神野町西条１１３８－３ 2F

079-438-8088

桜井設備工業㈱

加古川市神野町石守４１７－６

079-424-5110

㈱斉藤工務店

加古川市西神吉町大国７２３－４２

079-432-2218

㈱前田ポンプ商会

加古川市西神吉町鼎93番地の2

079-431-6736

㈱タルイ

加古川市東神吉町天下原３３１

090-3726-0065

㈱ムラカミ

加古川市東神吉町出河原３８３－１

079-432-2975

新穂設備

加古川市東神吉町神吉３０７－６

079-432-1773

㈱谷商会

加古川市東神吉町神吉４４８－１

079-431-1015
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シャインビュ－設備サ－ビス 加古川市東神吉町西井ノ口６４４－５

079-433-1263

関山設備

加古川市東神吉町西井ノ口229－24

079-439-4407

小林設備㈱

加古川市東神吉町天下原３６－１

079-432-3295

齊藤設備工業㈱

加古川市八幡町宗佐６７０

079-438-1343

ハナフサ産業㈱

加古川市八幡町中西条４１０

079-438-0009

㈱アイエム工業

加古川市尾上町口里６０６番地

079-456-4605

ハタノ設備

加古川市尾上町池田２１７－２３

079-422-8481

㈱上野設備

加古川市尾上町養田２０９番地の７

079-425-6644

ウォ－タ－ワ－クス イヌイ 加古川市平岡町一色西１－３５

079-430-2882

穂積設備

加古川市平岡町高畑８４９－６

079-420-1165

村上設備工業㈱

加古川市平岡町新在家１９０６

079-424-6655

播磨営繕㈲

加古川市平岡町土山1192番地の5

078-943-2875

神水設備サ－ビス

加古川市平岡町八反田３４番地の２

079-435-7238

㈱吉原建設

加古川市東神吉町神吉２２３番地

079-431-3954

川端設備

加古川市米田町平津１５７－２２

079-434-5335

㈱櫻井水設

加古川市米田町平津６７１番地の１５

079-432-5911

㈲ウッズ

加古川市別府町新野辺２５０２番地

079-436-9818

北永建設

加古川市別府町新野辺962番地の8

079-437-4906

小松設備設計㈲

加古川市別府町新野辺北町８丁目５番地

079-451-8262

㈱翔設備

加古川市別府町別府５９７－１４

079-436-1899

松本設備㈱

加古川市別府町別府８５７

079-437-6192

㈱明和設備工業所

加古川市野口町坂元８７番地

079-490-3759

㈱大西住設

加古川市野口町水足５１９－２

079-490-3440

㈱関工エンジニア

加古川市野口町水足９４２－１

079-422-4949

藤原設備

加古川市野口町長砂１４２－１

079-423-9672

㈱シン

加古川市野口町北野１３２１－１

079-423-7809

杉本水道㈱

加古川市野口町野口５１５－１

079-424-6372

㈱サンワ住研

加古川市野口町野口５５６－３

079-425-3030

㈱片村建設

加古川市野口町野口５５７番地の７

079-423-0328

東播建築工藝㈱

加古川市野口町良野１５２４番地

079-427-0590

㈲日東設備工業

加古川市野口町良野８７６番地の１

079-427-1925

鈴木設備

加古川市野口町二屋３３番地５

079-422-1979
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日栄管工

加古郡稲美町加古５１６２－２

079-492-5236

出口設備㈲

加古郡稲美町和田３４０－３

079-492-8650

㈱北山鑿泉工業所

加古郡播磨町大中3丁目４－３８

079-437-8009

小林設備

加古郡播磨町大中４丁目８－１８

079-436-6787

播磨設備㈱

加古郡播磨町北本荘３丁目４－１４

079-437-8254

櫻井商店

明石市大久保町大久保町４５２－５

078-936-0871

㈲兵庫設備サ－ビス

明石市硯町２丁目３－３３

078-922-1901

美幸設備

明石市二見町西二見２４６－２

078-942-7801

朝比奈興産㈱

明石市二見町東二見１４５７－４

078-942-2666

新栄設備工業㈲

姫路市花田町上原田52の10

079-253-4767

富岡設備

姫路市継４１３－１８

079-245-6336

中播住宅設備㈱

姫路市御国野町御着３１７－４

079-252-0110

㈱金山水道土木

姫路市広畑区蒲田１丁目６１番地

079-236-4665

㈲かねひら水道設備

姫路市広畑区西蒲田２６９－１

079-237-9392

(有)三和テック

姫路市広畑区東夢前台４丁目１２２番地

079-228-7566

㈱香寺設備サービス

姫路市香寺町香呂１９７－１

079-232-1048

㈱環空社

姫路市四郷町東阿保１２２５－１

079-285-3308

㈱井貫水道工業所

姫路市勝原区熊見４１９番地の１

079-236-0825

㈱城見機工

姫路市城見町７１番地

079-223-0463

㈱播昭

姫路市城北本町５－３０

079-289-8121

㈱フジワラ水道

姫路市飾磨区下野田３丁目２０９－９

079-235-1919

柳田設備工業

姫路市飾磨区今在家９４２

079-234-3497

藤野設備工業

姫路市飾磨区堀川町８５－３

079-235-7320

藤野設備㈱

姫路市飾磨区堀川町９０

079-234-0672

市木工業

姫路市飾磨区玉地４８番地７

079-228-0171

三晴工業㈱

姫路市西庄２１７－１

079-297-0388

ムツミ商事㈱

姫路市青山４丁目２４番８号

079-266-6232

㈱青山商会

姫路市青山５丁目１０番１号

079-266-2157

㈱フィールド

姫路市相野９２７－１２２

079-269-1360

日進設備

姫路市大塩町５７９番地の１０

079-254-4469

大塩設備工業㈱

姫路市大塩町８９１－３

079-254-3971

㈱ダイワ

姫路市大津区平松２２３

079-273-4126

㈱喜多工業

姫路市的形町的形１８０７－３

079-254-6544

㈱イワクニ

姫路市刀出１３４番地４

079-266-7901

4/5

令和元年6月1日現在

高砂市指定排水設備業者一覧表（1６５店）
商号及び名称

営 業 所 所 在 地

電 話 番 号

美樹工業㈱

姫路市東延末２丁目５０

079-281-5151

播水設備興業㈱

姫路市南条２丁目５０番地

079-284-2827

㈲住宅設備フジワラ

姫路市別所町別所4丁目５３番地

079-252-1824

㈱ウエスイ設備

姫路市網干区興浜１３４４－４

079-272-3819

ムラヤマ設備

姫路市網干区興浜９０７－４４２

079-272-6833

ライフ設備

姫路市網干区津市場６８９－２

079-273-8722

勝間設備㈱

姫路市網干区浜田２１１－２

079-273-7705

岸本木材㈱

姫路市網干区垣内東町１５５番地

079-273-3632

三木商事㈱

姫路市木場十八反町２７

079-245-7233

㈱水明堂

姫路市北平野南の町15番46号

079-281-5091

渡備建設

加西市中山町３０４

0790-46-0339

柏原建設㈱

加西市東剣坂町５８１番地の２

0790-46-0621

㈱西村電気工事

加西市北条町西南３７７

0790-42-3611

丸善工業

三木市さつき台１丁目３－８

0794-89-0888

㈱住まいる・アサヒ

三木市志染町広野６丁目２２２－１

0794-85-0449

リノベイト設備

三木市緑が丘町中２丁目２－２０

0794-85-5762

㈱塚本陶器

宍粟市山崎町庄能３７６

0790-62-1561

藤井設備工業㈱

小野市敷地町１３８２番地

0794-63-4912

㈱マルキョー

小野市万勝寺町７６８－１１

0794-64-5877

㈱ふくもと

神崎郡福崎町高岡１７９４番地の１

0790-22-0818

㈲ゴトウハウジング

尼崎市立花町３丁目３２番２３号

06-6422-4700

㈱ダイユウ設備

神戸市西区玉津町居住９６－７

078-922-8218

㈲アクエス

神戸市西区小山1丁目8番12号

078-920-1789

㈱水設

神戸市西区長畑町１６－６

078-925-5991

㈲ＹＭ設備

神戸市西区白水2丁目10－11

078-978-1236

㈲松岡組

神戸市西区櫨谷町寺谷1242-693

078-997-1422

㈱ダイヤ工業

神戸市西区福吉台２丁目２５－２０

078-967-0413

環境保全事業協同組合

神戸市中央区脇浜町三丁目7番14号ＬＩＮビル４Ｆ

078-221-5465

近畿総合設備㈱

神戸市北区八多町吉尾３１８番地１

078-907-5501

高瀬設備工業㈱

たつの市揖保川町金剛山293-2

0791-72-5526

白鳥住宅設備

揖保郡太子町矢田部432番地１９

079-280-5404

みすみ工業㈱

相生市那波東本町5番47号

0791-25-4687
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