
（地域別） 平成23年2月1日現在
下水道排水設備指定工事店名 所　　在　　地 電話番号

（株）松井梅治郎商店 大津市北小松３２７番地 077-596-1041

福島商会設備 大津市南小松８７１番地 077-596-0164

小林工業 大津市南小松９８８番地 077-596-0420

雄松建設（株） 大津市南小松１５９０番地の１ 077-596-0225

田辺工業 大津市北比良５１番地 077-596-0444

船橋武鉄工所 大津市北比良６２９番地の７ 077-596-1105

（有）船橋一蔵商店 大津市北比良６４３番地 077-596-1141

（株）市川造園土木 大津市北比良７５８番地の３ 077-596-0254

髙堂工業（株） 大津市北比良８２４番地 077-596-1665

島口板鉄工業 大津市南比良６１５番地 077-592-0405

北村工業（株） 大津市大物４６８番地 077-592-0072

（有）山村組 大津市荒川２４０番地 077-592-0441

（株）日映志賀 大津市木戸１１７８番地 077-592-1061

（有）星野建設 大津市八屋戸２３９５番地の１ 077-592-0371

センダ設備 大津市和邇北浜１０３番地 077-594-2916

西利水道設備工業所 大津市和邇北浜４４１番地の４ 077-594-0140

西原水道設備工業 大津市和邇高城２７番地の８ 077-594-1056

（有）西原建設 大津市和邇高城１２６番地 077-594-1236

河原田工業 大津市和邇春日二丁目８６８番地９ 077-594-5200

千田水道 大津市和邇中１３１番地の５ 077-594-5432

肥満設備 大津市和邇中２７４番地の８ 077-594-0205

西原工業 大津市和邇南浜１６９番地の９ 077-594-5337

（有）下尾水道工業 大津市和邇南浜２３３番地の１ 077-594-0315

松井設備 大津市水明二丁目２６番地１ 077-594-2285

田口設備 大津市湖青二丁目５番地４ 077-594-3460

（株）泉工務店 大津市伊香立北在地町６２７番地の４ 077-598-2434

市浦工業所 大津市伊香立途中町５２２番地の７ 077-598-2069

（有）早藤設備 大津市陽明町８番１３号 077-572-1853

久保設備 大津市真野一丁目３０番３３号 077-573-0889

（株）堅田住宅機器 大津市真野四丁目１０番２８号 077-573-0047

ユウワ設備 大津市真野五丁目１６番４１号 077-573-3148

清村設備 大津市真野普門一丁目１番１８号 077-572-3031

畠中設備工業 大津市真野普門二丁目７番２３号 077-574-1647

司設備 大津市真野大野一丁目２番５号 077-572-3154

西村工業 大津市真野大野一丁目２０番３４号 077-572-3050

（株）イトケン 大津市堅田一丁目１番１８号 077-572-3101

（有）新開工業 大津市堅田一丁目３番３５号 077-574-3690

（株）井上設備機器 大津市堅田一丁目７番１６号 077-572-0629

（有）八茂工業 大津市本堅田二丁目７番３７号 077-572-1313

（有）西常商店 大津市本堅田三丁目１１番２１号 077-572-0301

（株）鍛冶清工業 大津市本堅田三丁目１１番２７号 077-572-0233

今井設備 大津市本堅田五丁目９番１９号 077-573-3949

（株）テリオス 大津市本堅田六丁目３２番１５号 077-573-0124

（株）池田工業所　滋賀支店 大津市衣川一丁目４０番１９号 077-573-6703

（株）角田設備 大津市衣川三丁目４番５６号 077-573-1450

（有）中井設備 大津市今堅田二丁目１０番１９号 077-573-5200

（株）ELD 大津市今堅田二丁目３８番３３号 077-574-2787

（有）佐野 大津市仰木の里一丁目１８番１０号 077-574-0828

（株）光伸工業 大津市仰木の里東八丁目２番１１号 077-573-3087

（株）フルカワガス 大津市雄琴一丁目１５番２４号 077-578-1246
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神山設備工業 大津市雄琴六丁目１５番５１号 077-579-6425

アルファ管工 大津市日吉台二丁目７番２６号 077-579-3486

エムケン 大津市坂本四丁目１番２２号 077-578-8502

（有）大沢設備工業所 大津市坂本四丁目８番７号 077-578-1101

（株）京都住設販売 大津市坂本七丁目１６番１９号 077-578-8580

（有）三洋工業 大津営業所 大津市坂本五丁目２０番３号 077-577-2081

大進管工（有） 大津市坂本五丁目２６番１２号 077-579-1145

小野工業所 大津市坂本七丁目２８番１９号 077-579-4757

近畿日化サービス（株） 大津市唐崎三丁目５番３号 077-578-3775

（有）佐藤住設 大津市弥生町７番１９号 077-578-5254

加藤設備 大津市弥生町７番３１号 077-579-6206

（有）唐崎設備 大津市穴太二丁目９番２２号 077-578-3040

大津マルヰ（株） 大津市下阪本四丁目４番１号 077-578-0244

（有）昭和設備工業 大津市二本松５番１３号 077-522-9388

（株）滋賀電化 大津市南志賀二丁目２番３号 077-524-2875

（株）田中設備工業所 大津市南志賀二丁目２１番８号 077-522-3579

滋賀容器工業（有） 大津市柳川一丁目６番５号 077-523-1958

鹿島設備工業 大津市柳川一丁目８番２号 077-524-7202

（有）広宣工業 大津市蓮池町５番２１号 077-527-4180

日本設備工業（株） 大津営業所 大津市南滋賀町字丸山９８７番地 077-525-6433

（株）パイプラインサービスおおつ 大津市松山町９番１２号 077-521-1234

光琳建設 大津市比叡平三丁目３９番２８号 077-529-2243

（株）日新設備 大津市大谷町１９番１２号 077-522-1480

ナクラ設備 大津市秋葉台２６番７８号 077-526-8377

（有）洛東管工 大津営業所 大津市茶戸町２１番２６号 077-523-7960

安全管理（株）　大津営業所 大津市横木一丁目６番２２号 077-526-0751

桐田設備工業（株） 大津市大門通１３番９号 077-522-3815

（株）洛東建設 大津営業所 大津市山上町字長等山７7６番地の２ 077-523-5365

（株）三星設備工業社 大津市三井寺町３番３９号 077-522-6501

（株）城陽興業 大津市神出開町２６０番地の３ 077-527-0087

（株）青山工業所 大津市京町一丁目１番２５号 077-522-6343

三和管工（株） 大津営業所 大津市松本二丁目１０番２５号 077-522-1983

関西設備工業（株） 大津市におの浜三丁目１番５１号 077-522-4177

（有）スガイ設備工業 大津市丸の内町８番２０号 077-522-0647

（株）林田工業所 大津市別保一丁目１５番７号 077-537-1590

（有）清水建工 大津市湖城が丘２２番３４号 077-527-8808

（有）北真設備工業 大津市富士見台３６番３号 077-533-5148

（株）草渓建設 大津市若葉台８番８号 077-537-0950

（株）ケイテック 大津市晴嵐一丁目３番１５号 077-537-1948

三光システム 大津市国分一丁目３４番２７号 077-534-7715

服部設備 大津市北大路三丁目１０番３号 077-533-0234

（株）ｔｏｍｉｃ 大津市赤尾町１７番２号 077-533-6777

（有）アラホリ住設 大津市石山寺五丁目１番１７号 077-534-9533

（有）大和工業 大津市平津一丁目６番２６号 077-537-2525

（株）ライフニック 大津市平津一丁目１４番１５号 077-533-1189

（有）パイオニア設備工業 大津市千町一丁目１９番１９号 077-534-2961

（有）服部管工事 大津市千町三丁目５９２番地の２ 077-536-5406

（有）中島設備 大津市南郷三丁目７番１７号 077-534-3287

尾谷設備工業 大津市南郷四丁目２５番１５号 077-534-7496

（有）広伸工業 大津市大石龍門 一丁目７番１０号 077-546-1370
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山政建設（株） 大津市大石東一丁目９番１５号 077-546-1453

（有）滋賀総業 大津市羽栗一丁目１１番６号 077-546-0800

（株）大谷設備工業 大津市森二丁目６番１０号 077-546-4888

（株）西山工業 大津市黒津二丁目１３番３１号 077-546-1362

藤田建設（株） 大津市新免一丁目３番１７号 077-549-0412

（株）ユニオン工業 大津市神領三丁目４番７号 077-545-4173

奥村管工（株） 大津市神領三丁目１４番７号 077-545-1169

ミナミダ 大津市野郷原一丁目４番８号 077-548-3399

（株）内田設備工業 大津市大江七丁目９番９号 077-545-4390

ワールド工業 大津市大将軍三丁目２０番１０号 077-545-7877

（有）オフィスジュン 大津市一里山一丁目２番１３号 077-544-5149

田中工業（株） 大津市一里山一丁目２４番１３号 077-545-5822

（有）ウッディーアート 大津市一里山五丁目２２番６号 077-547-5055

（有）ナカガワ 草津市川原町１４０番地の３ 077-562-4510

伊藤工業（株） 草津市平井一丁目１４番２５号 077-564-1122

（株）ホームズ 草津市野村二丁目３番１８号 077-566-7155

（有）山元水道工業所 草津市上笠四丁目１番１１号 077-564-2113

（株）堀文工業 草津市下笠町１６８番地 077-568-0569

堀田住設（株） 草津市下笠町７０１番地 077-568-2611

ホワイトウォーター 草津市大路三丁目４番３４号 077-563-3208

（有）島田設備工業 草津市大路二丁目１６番２７号 077-562-0933

（株）井上水道工業所 草津市草津町１５１５番地の６ 077-562-0976

コウロギ設備（株） 草津市青地町１０９番地の２ 077-566-3205

アビコ設備 草津市青地町１１３番地４ 077-562-5347

ダイワ設備 草津市山寺町７０７番地の７ 077-564-1477

（株）大同 草津市岡本町１７番地の１ 077-565-9596

コテラ設備（株） 草津市木川町３７２番地の１ 077-564-3854

（株）早瀬水道 草津市西矢倉二丁目７番１２号 077-562-2596

岩城設備 草津市野路一丁目１６番１３－２０７号 077-565-1906

Water life オオニシ 草津市矢橋町７２番地の５ 077-566-2292

（株）井野工業所 草津市矢橋町５８８番地の３ 077-563-2469

（有）松田水道工業所 草津市矢橋町８８９番地の３ 077-562-2305

大昌産業（株） 草津市笠山六丁目５番３号 077-564-0002

（株）和田建設 高島市武曽横山６２９番地２ 0740-37-0725

衛生設備工事兼田 高島市鴨３１５０番地２９ 0740-36-1510

（株）徳商建設 高島市勝野１番地 0740-36-0314

鉄屋商事（株） 高島市勝野１３１番地 0740-36-0054

八田建設（株） 高島市勝野２０２番地の３ 0740-36-1208

（株）澤村 高島市勝野１１０８番地３ 0740-36-0130

（株）前河建設 高島市拝戸７７４番地 0740-37-0001

大塚工務店（株） 高島市鹿ケ瀬１１５番地 0740-37-0125

多胡燃料（株） 高島市安曇川町常磐木１０９４番内２地 0740-32-1231

（有）村田米穀 高島市安曇川町西万木１５０番地 0740-32-0052

中村ガス（株） 高島市安曇川町五番領１２４番地 0740-32-1238

湖西冷暖房サービス 高島市安曇川町中央三丁目６番地２０ 0740-32-2869

廣部商店 高島市安曇川町中央四丁目６番地３ 0740-32-1297

川越工務店 高島市安曇川町下小川３７１番地 0740-32-1253

雲設備 高島市安曇川町上小川１４５番地４ 0740-32-4456

（有）ふくだぐみ 高島市朽木岩瀬２番地 0740-38-2540

小浜上田建材（株）　滋賀営業所 高島市新旭町旭６５４番地１ 0740-25-2515
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湖西創建 高島市新旭町旭１５４９番地４２ 0740-25-5697

（株）福田建設 高島市新旭町針江４２８番地２ 0740-25-4149

清水ポンプ店 高島市新旭町藁園１２２９－１ 0740-25-2115

（株）澤井デンキ 高島市新旭町藁園２０２６番地 0740-25-3102

上田設備 高島市新旭町藁園２４３５番地６３ 0740-25-4870

中西設備 高島市新旭町饗庭２１０５番地 0740-25-3817

土井ポンプ店 高島市新旭町熊野本一丁目１４番地１２ 0740-25-2822

（有）前川住設 高島市新旭町熊野本一丁目１６番地５ 0740-25-4863

（有）エイム 高島市新旭町安井川１２４７番地 0740-25-6061

（株）弘伸 栗東市御園２６２６番地 077-558-3138

（株）夏山商店 栗東市下戸山１２３８番地１ 077-552-5522

大藤水道工業所 栗東市小野１０４１番地 077-553-0140

（株）アプコ 栗東市六地蔵１０９３番地 077-553-2333

（有）奥井水道 栗東市坊袋１４８番地１ 077-552-0401

ｱ･ｱ･ﾝ　ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ（株） 栗東営業所 栗東市下鈎６８３番地１ 077‐553‐6531

フジタ設備工業（株） 栗東市下鈎１５０８番地 077-554-0013

積和建設滋賀（株） 栗東市綣一丁目５番３号 077-554-3525

（株）丸屋建設 栗東市辻４７４番地２ 077-552-4394

（株）ヨシダエンジニアリング 守山市川田町３３７番１ 077-582-8145

（株）田中水道 守山市播磨田町１２４０番地 077-583-2074

今明水道（株） 守山市吉身五丁目１番３号 077-583-1289

（株）冨村設備 守山市吉身五丁目２番１０号 077-583-3798

守山ガス器具センター住設（株） 守山市吉身三丁目１５番１６号 077-583-1347

（株）ハシモト 守山市守山六丁目１８番３３号 077-582-4750

石本設備 守山市岡町２７番地の４ 077-583-1107

園田設備 守山市伊勢町５８３番地 077-583-0954

（有）ａｋｓ実設備 守山市二町町２８０番地の２４ 077-583-3884

（株）エヌアール 守山市金森町１４０番地２０ 077-581-3295

（株）第一技研 守山市山賀町２４０番地の３ 077-584-2229

（株）みずほ設備工業 守山市水保町１２７番地 077-585-1462

（有）小山工業 守山市水保町５０３番地 077-585-0392

東郷設備 守山市洲本町１４５９番地 077-585-3831

（株）アブラサダ 野洲市永原４９１番地の２ 077-587-0245

昭栄管工 野洲市小篠原１７３１番地１５ 077-586-3927

（株）北中工業 野洲市小篠原２０９７番地３ 077-587-2193

（有）南村水道設備 野洲市小篠原２１１３番地の５ 077-588-0300

（株）シミズ設備 野洲市五之里１０８番地 077-587-3524

（有）澤本電工 野洲市比留田９４８番地 077-589-2835

ナイスプラザニシモト 野洲市西河原２３８３番地 077-589-2035

甲賀電気設備（株） 甲賀市甲賀町相模１９７番地 0748-88-5206

（株）服部工業 甲賀市信楽町神山６３０番地 0748-82-1240

豊栄綜合建設 甲賀市信楽町神山１５９７番地 0748-82-2452

信楽電水工業（株） 甲賀市信楽町長野１４３５番地４ 0748-82-0317

美松電気（株） 湖南市平松北二丁目３番地 0748-72-3240

（有）一宮設備 湖南市中央二丁目７３番地 0748-72-2389

オリエントサービス 湖南市正福寺４２６番４号 0748-72-1323

（有）杉浦電機 東近江市種町６６０番地の４９ 0748-42-5303

（株）タナベエナジー 東近江市伊庭町２９１番地の２ 0748-42-2014

坂井水道工業（株） 東近江市東沖野三丁目９番４号　 0748-22-0368

村防工業（株） 東近江市上平木町１８５０番地１ 0748-22-6611
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（有）ウシヤマ設備 近江八幡市安土町下豊浦７９４０番１ 0748-46-2951

（株）ゆたか設備 近江八幡市安土町上豊浦９１８番４ 0748-46-8080

（株）クリーン・テック滋賀 近江八幡市加茂町３６５１番地１１ 0748-34-6217

ツジソト（株） 近江八幡市音羽町７番地の１ 0748-33-3261

（株）サンテック 近江八幡市出町１６８番地 0748-32-3212

志賀設備工業（株） 近江八幡市桜宮町１６９番地 0748-33-6002

（有）ナカムラ 近江八幡市中村町１８番地の１２ 0748-33-9477

（株）西村設備工業 蒲生郡竜王町大字橋本４５６番地 0748-58-0711

（有）奥村エンジニアリング 彦根市柳川町２１０番地 0749-43-7180

北川産業（株） 彦根市古沢町６８５番地 0749-23-3309

（株）七福建設 彦根市野山田町８３３番地１ 0749-26-6166

一圓テクノス（株） 彦根市小泉町７８番地の１０ 0749-22-7974

（有）広陽電機水道 彦根市須越町６８３番地 0749-25-5127

彦根鑿泉（株） 彦根市森堂町１４７番地 0749-25-2345

吉原設備工業 長浜市西上坂町１２２８番地１ 0749-63-8846

（有）清水電工設備 長浜市三田町１０７１番地 0749-74-0855

（有）西村設備 愛知郡愛荘町島川１１０５番地 0749-42-2961

水道設備ＭＩＺＵＨＯ 蒲生郡日野町大字別所１９５番地 0748-52-8800
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