雲南市水道局指定給水装置工事事業者一覧表
令和4年3月23日現在

○大東町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

株式会社 植田建設
八幡垣水道
有限会社 武田水道
有限会社 細貝組
景山電気工事 株式会社
有限会社 舟木設備
ダイトウ技研
武田設備
有限会社 野々村水道
株式会社 かみしろ
有限会社 大東建材店
有限会社 水コン大東
有限会社 山根建設
ホットフィールド

事業所の名称及び所在地

雲南市大東町飯田130-2
雲南市大東町下佐世736番地1
雲南市大東町飯田364番地46
雲南市大東町東阿用111番地1
雲南市大東町岡村254番地
雲南市大東町仁和寺378番地
雲南市大東町仁和寺529番地1
雲南市大東町仁和寺765番地2
雲南市大東町養賀434番地
雲南市大東町大東1015番地8
雲南市大東町大東977番地
雲南市大東町田中281番地
雲南市大東町中湯石936番地1
雲南市大東町飯田208-1

電話番号

0854-43-6156
0854-43-4202
0854-43-3018
0854-43-2373
0854-43-4420
0854-43-3780
0854-43-6353
0854-43-3604
0854-43-2799
0854-43-2651
0854-43-2161
0854-43-6582
0854-43-2467
0854-43-3742

FAX

0854-43-6241
0854-43-2835
0854-43-6518
0854-43-5313
0854-43-5588
0854-43-5882
0854-43-6353
0854-43-3604
0854-43-5696
0854-43-2645
0854-43-2178
0854-43-5811
0854-43-5592

○加茂町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

事業所の名称及び所在地

イマックス 株式会社 雲南営業所
有限会社 トップ管工

雲南市加茂町南加茂706番地11
雲南市加茂町大西313番地1
山陰クボタ水道用材 株式会社 雲南営業所 雲南市加茂町南加茂703番地7
渡部設備
雲南市加茂町大竹130番地1
株式会社 常松土建
雲南市加茂町神原1382番地1

電話番号

0854-49-8420
0854-49-9559
0854-49-9450
0854-49-8222
0854-49-7121

FAX

0854-49-8421
0854-49-9558
0854-49-8210
0854-49-8223
0854-49-7388

○木次町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

事業所の名称及び所在地

島根水道 株式会社 雲南支店
内田建設
有限会社 島根技建
株式会社 陶山建設
有限会社 板持土木
田本建設 有限会社
難波建築
有限会社 若槻建設
渡部電機水道
有限会社 松原産業
田中工業 株式会社

雲南市木次町里方1089番地14
雲南市木次町山方866番地1
雲南市木次町里方1089番地13
雲南市木次町寺領468番地3
雲南市木次町寺領341番地
雲南市木次町寺領732番地2
雲南市木次町東日登526番地
雲南市木次町西日登2896番地5
雲南市木次町木次463番地
雲南市木次町木次788番地1
雲南市木次町下熊谷1098-8
大成電気水道工業 株式会社 雲南営業所 雲南市木次町新市532番地24
幸和建設 株式会社
雲南市木次町新市176番地
山陰酸素工業 株式会社 雲南支店
雲南市木次町里方1079番地6

電話番号

0854-42-0547
0854-42-0277
0854-42-3866
0854-42-0207
0854-42-5431
0854-42-1436
0854-42-3209
0854-42-0235
0854-42-0309
0854-42-5580
0854-42-0473
0854-42-0215
0854-42-0506
0854-42-1611

FAX

0854-42-0565
0854-42-0299
0854-42-0565
0854-42-0286
0854-42-1980
0854-42-3681
0854-42-3209
0854-42-5330
0854-42-2276
0854-42-5581
0854-42-5406
0854-42-0354
0854-42-2060
0854-42-5522

○三刀屋町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

新和設備工業 株式会社 雲南支店
島根電工 株式会社 雲南営業所
有限会社 若槻建設工業
株式会社 都間土建
有限会社 小畑土建
梅木建設 株式会社
若槻セメント工業 有限会社
トミタ総合設備
株式会社 STM総建

事業所の名称及び所在地

雲南市三刀屋町三刀屋46番地1
雲南市三刀屋町三刀屋8番地8
雲南市三刀屋町三刀屋100番地9
雲南市三刀屋町給下622番地1
雲南市三刀屋町多久和1966番地
雲南市三刀屋町三刀屋122番地1
雲南市三刀屋町粟谷59番地1
雲南市三刀屋町下熊谷1661番地15
雲南市三刀屋町三刀屋５４番地４

電話番号

0854-45-2653
0854-45-3623
0854-45-2046
0854-45-2521
0854-45-2918
0854-45-3777
0854-45-2555
0854-45-0246
0854-47-7435

FAX

0854-45-4461
0854-45-3653
0854-45-3356
0854-45-4920
0854-45-2033
0854-45-3779
0854-45-2616
0854-45-0248

○吉田町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

株式会社 吉田ふるさと村
有限会社 岡田建設

事業所の名称及び所在地

雲南市吉田町吉田1047番地2
雲南市吉田町吉田2710番地12

電話番号

0854-74-0500
0854-74-0034

FAX

0854-74-0501
0854-74-0812

○掛合町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

株式会社 中澤建設
有限会社 香川建設
森山建設

事業所の名称及び所在地

雲南市掛合町掛合2429番地2
雲南市掛合町掛合1868番地
雲南市掛合町多根138番地1

電話番号

0854-62-0219
0854-62-0061
0854-62-0179

FAX

0854-62-0808
0854-62-0062
0854-62-0709

○松江市にある給水装置工事事業者
事業所の名称及び所在地

指定給水装置工事業者名

株式会社 太陽水道工事
シンセイ技研 株式会社
株式会社 豊和設備
株式会社 島根水道センター
山陰酸素ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 株式会社
山陰水道工業 株式会社
株式会社 大湖設備
有限会社 ホクヨウ
石田電気水道 有限会社
株式会社 オンチョウ
ダイナミック産業 有限会社
有限会社 細田工業所
ヤナセ工業 有限会社
安本設備
クリーン設備
一畑住設株式会社
松栄設備 株式会社
泉空調設備 有限会社
株式会社 電設サービス松江営業所
有限会社 福原土木水道工業所
有限会社 三原住設工業
株式会社 松白設備
有限会社 共栄住設
三菱電機システムサービス 株式会社
有限会社 宇都宮工業
株式会社 高宮電気
有限会社 山陰日化サービス
水道修繕センター山陰
株式会社 ジョウショウ

松江市学園南1丁目16番6号
松江市平成町182-37
松江市東津田町1205-3
松江市東津田町1076番地4
松江市平成町182番地29
松江市母衣町83-6
松江市浜乃木5丁目10-3
松江市西忌部町35-2
松江市上乃木八丁目2番47号
松江市矢田町250-105
松江市雑賀町207
松江市乃木福富町７３３番地21
松江市大庭町279-5
松江市古志原7丁目6番2号
松江市八束町二子194-2
松江市東朝日町２７５番地１
松江市東出雲町意宇南２丁目４－２
松江市東出雲町揖屋2105-17
松江市東朝日町207番地1
松江市西津田5丁目6番17号
松江市東出雲町揖屋150-4
松江市乃白町539-2
松江市東津田町851-11
松江市上乃木9-4-7
松江市竹矢町1212
松江市東津田町1212-16
松江市東朝日町168-8
松江市西浜佐陀町494-7
松江市八雲町西岩坂922番地5

電話番号

0852-22-3204
0852-21-5466
0852-22-4463
0120-10-1033
0852-24-2053
0852-24-3849
0852-25-5074
0852-33-2280
0852-25-3333
0852-22-0330
0852-24-7645
0852-23-1457
0852-24-1738
0852-61-1231
090-1689-3138
0852-67-2718
0852-52-6377
0852-52-4518
0852-28-4420
0852-21-0261
0852-52-2504
0852-21-0910
0852-27-2163
0852-23-3291
0852-37-1823
0852-60-1900
0852-21-0030
090-3880-5549
0852-54-1930

FAX

0852-22-3242
0852-21-5650
0852-31-3640
0852-25-5522
0852-26-8330
0852-24-5700
0852-26-5374
0852-33-2290
0852-25-3336
0852-27-6187
0852-21-0187
0852-23-7033
0852-24-1779
0852-61-1238
0854-42-8214
0852-67-5515
0852-52-6355
0852-52-4582
0852-28-4421
0852-21-0360
0852-52-6139
0852-61-4334
0852-23-8919
0852-27-6442
0852-37-1826
0852-78-2692
0852-21-0115
0852-36-6021
0852-61-8799

○出雲市にある給水装置工事事業者
事業所の名称及び所在地

指定給水装置工事業者名

いずも建装
アクト 株式会社
山陰冷暖 株式会社
株式会社 吾郷設備
株式会社 ジェットクリーン
山陰フォーラム 株式会社
有限会社 新宮設備
曽田設備
株式会社 原田水道工業
有限会社 大森設備
株式会社 八雲水機
西部温泉工業 株式会社
森田産業 株式会社
株式会社 シンコー工業
有限会社 青山設備
株式会社 イマスイ
株式会社 おおやしろ工業
有限会社 森山組
有限会社 奥野水道
有限会社 井口組
有限会社 柿田設備工業
有限会社 平田水道工業
株式会社 日本海建設
中国環境 株式会社
山洋工業 株式会社
林産業 株式会社
有限会社 斐川水道
株式会社 斐川電工
曽田工業
有限会社 福新工業
三洋興産 株式会社
こだま水工
株式会社 イエスコーポレーション
有限会社 伊藤石油
有限会社 協同サービス
株式会社 衣笠設備
小村設備

出雲市大津町3737番地
出雲市斐川町直江1311番地１
出雲市今市町840-3
出雲市今市町南本町37
出雲市古志町926-1
出雲市東神西町95番地2
出雲市松寄下町1716-3
出雲市松寄下町1868-4
出雲市塩冶町826番地12
出雲市塩冶原町1丁目5番16号
出雲市塩冶有原町6丁目1
出雲市今市町北本町5-5-27
出雲市白枝町238
出雲市白枝町839-2
出雲市高岡町56-1
出雲市高岡町297-1
出雲市高岡町259番地
出雲市稗原町2124-7
出雲市湖陵町板津324-6
出雲市佐田町一窪田1777
出雲市大社町北荒木461-3
出雲市平田町1321
出雲市湖陵町二部1169-23
出雲市神西沖町2489番地2
出雲市中野町6-1
出雲市灘分町2281－2
出雲市斐川町直江4018-2
出雲市斐川町直江5153
出雲市斐川町沖洲272
出雲市斐川町荘原2181-2
出雲市斐川町黒目1181番地
出雲市稗原1109番地
出雲市古志町391番地１
出雲市白枝町592-2
出雲市江田町55-1
出雲多伎町小田137番地61
出雲市白枝町261番地2

電話番号

0853-22-8330
0853-22-9121
0853-21-3415
0853-22-1175
0853-21-6418
0853-43-3211
0853-22-5753
0853-28-2990
0853-21-5055
0853-22-3941
0853-22-7818
0853-22-9622
0853-28-2455
0853-23-7170
0853-23-3715
0853-24-3434
0853-22-7768
0853-48-0036
0853-43-1177
0853-85-2511
0853-53-5998
0853-62-2097
0853-43-2631
0853-43-3636
0853-21-3400
0853-62-1144
0853-72-0427
0853-72-3000
0853-72-3615
0853-72-2110
0853-63-3418
0853-48-0469
0853-23-2535
0853-22-0247
0853-43-9500
0853-86-3055
0853-28-3850

FAX

0853-22-8280
0853-24-2274
0853-24-2198
0853-22-2101
0853-21-6418
0853-43-3360
0853-22-1050
0853-28-2991
0853-21-8086
0853-22-8821
0853-25-1488
0853-22-9621
0853-28-2459
0853-23-7194
0853-23-3775
0853-24-2055
0853-22-7731
0853-48-0037
0853-43-1327
0853-85-2561
0853-53-6040
0853-63-4552
0853-43-3134
0853-43-3666
0853-21-3414
0853-62-1145
0853-72-9498
0853-72-9250
0853-72-3615
0853-72-4899
0853-62-4393
0853-48-0579
0853-23-2536
0853-24-6356
0853-43-3711
0853-86-3010
0853-31-4380

○その他の市・町にある給水装置工事事業者
指定給水装置工事業者名

アクアシステム 株式会社
有限会社 高見水道
株式会社 糸原左工房
株式会社 北陽エンジニアリング
エムズ環境
有限会社 槙原商事
有限会社 広建産業
しまね水道メンテナンス
株式会社 Ｎ-Vision
株式会社 クラシアン 岡山支社
株式会社 イースマイル

事業所の名称及び所在地

安来市安来町431番地
安来市植田町965
仁多郡奥出雲町八川2043番地2
飯南町佐見1390番地6
飯南町頓原1617番地13
飯南町頓原1592番地1
安来市広瀬町広瀬783番地1
広島県福山市加茂町上加茂119
広島県広島市中区鶴見町８－５７
岡山県岡山市南区下中野１４２１－１
大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号

電話番号

0854-22-3538
0854-28-6606
0854-52-0305
0854-72-1034
0854-72-1212
0854-72-0321
0854-32-2380
0120-931-680
082-275-5227
0120-511-511
0120-123-456

FAX

0854-23-1611
0854-28-6760
0854-52-0254
0854-72-1880
0854-72-1212
0854-72-1147
0854-32-3948
084-966-3532
082-275-5228
06-7739-2526

