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指定工事店名（商号） 営業所所在地 代表者氏名 営業所電話番号

扶桑町

有限会社井戸栄工業所 扶桑町大字柏森字中屋敷 180番地 木崎　孝造 0587（91）0199

永光建設株式会社 扶桑町大字柏森字辻田 490番地 稲垣　圭次 0587（93）4345

有限会社大竹水道工事店 扶桑町大字小淵 1189番地 大竹　日吉 0587（93）1411

有限会社くらち 扶桑町大字柏森字辻田 721番地 倉地　延好 0587（93）0230

有限会社米正商店 扶桑町大字柏森字中屋敷 150番地 近藤　斉宏 0587（93）2010

近藤建設株式会社 扶桑町大字高雄字堂子 255番地 清水　昌春 0587（93）2257

大恵建築株式会社 扶桑町大字高雄字下山 122番地 早岐　和則 0587（93）0336

有限会社中京ガス保安サービス 扶桑町大字柏森字寺裏 290番地 安藤　弘典 0587（93）6626

株式会社扶桑クリーン社 扶桑町大字高雄字堂子 353番地 大島　敏行 0587（93）2365

株式会社マサキ設備 扶桑町大字高雄字柳前 150番地 2 祖父江　正樹 0587（75）1411

山本設備 扶桑町大字南山名字安戸 121番地 2 山本　真一 0587（92）0774

有限会社吉田建設 扶桑町大字斎藤字北屋敷 161番地 吉田　金稔 0587（93）0074

吉永建設工業株式会社 扶桑町大字柏森字平塚 287番地 2 吉永　健太郎 0587（93）5208

大口町

有限会社新栄設備 大口町丸二丁目 5番地 山田　幸男 0587（95）2573

中日保安設備株式会社 大口町外坪一丁目 43番地 1 舟橋　浩司 0587（95）1284

有限会社マルイチ吉田水道 大口町余野三丁目 474番地 吉田　高大 0587（95）2230

株式会社丸広水道店 大口町中小口二丁目 221番地 廣瀬　利弘 0587（95）2910

有限会社吉田設備 大口町余野二丁目 85番地 吉田　雅則 0587（95）3004

犬山市

秋山設備工業株式会社 犬山市大字五郎丸字下前田 6番地 秋山　恭太 0568（61）1556

株式会社イトウ 犬山市羽黒栄四丁目 3番地 1 伊東　慎治 0568（65）7208

イヌヤマ設備株式会社 犬山市字早稲田 19番地 3 吉田　誠 0568（68）1660

今井設備工業株式会社 犬山市大字五郎丸字兜池 13番地 5 今井　亮英 0568（61）3337

共立水道株式会社 犬山市字山神 68番地 1 神戸　浩幸 0568（67）0844

熊﨑設備株式会社 犬山市長者町七丁目 5番地 1 熊﨑　貴史 0568（67）5571

株式会社城東設備 犬山市大字前原字北中根 3番地 2 中島　孝治 0568（65）1227

株式会社新栄工業 犬山市中山町二丁目 37番地 田中　秀樹 0568（61）1844

有限会社松浦設備 犬山市上坂町五丁目 52番地 松浦　道哉 0568（62）6325

株式会社水野設備 犬山市字巾廻り 30番地の 2 水野　清美 0568（67）2534

美乃又住宅設備合資会社 犬山市大字犬山字南古券 258番地 多和田　兼道 0568（61）0567

株式会社三輪工業所 犬山市大字上野字大門 681番地 井川　丈佳司 0568（61）3429

　扶桑町の下水道は平成 19年４月に柏森及び斎藤地区の一部において初めて供用開始してからまもなく
14年が経ち、下水道への接続可能区域が順次増加しています。次の世代へ良好な水環境を残すためにも、
１日も早く公共下水道へ接続をお願いします。
　下水道に接続する場合は、必ず指定工事店に依頼してください。指定工事店以外が工事を行うと、無資
格工事となり、基準不適格によるやり直しや罰則が科せられます。
　また、施工業者を決める際には、指定工事店数社より見積りを取り、納得の上契約してください。

下水道排水設備指定工事店　一覧表 五十音順

指定工事店名（商号） 営業所所在地 代表者氏名 営業所電話番号

犬山市
株式会社村上設備 犬山市大字上野字大野 224番地 15 村上　雄二 0568（61）8836

株式会社山寅設備 犬山市大字犬山字東古券 523･524 合番地 山本　映一 0568（61）1385

山根水道工業株式会社 犬山市字外屋敷 100番地 3 山根　雄司 0568（67）0980

江南市

株式会社アンキ設備 江南市古知野町塔塚 65番地 西澤　一人 0587（54）3154

有限会社岩田工務店 江南市五明町根場 331番地 岩田　伸 0587（55）6331

有限会社小田設備 江南市島宮町城 23番地 小田　英一 0587（54）6109

株式会社倉衛工業 江南市古知野町北屋敷 111番地 倉地　一也 0587（54）4356

江南設備株式会社 江南市高屋町上本郷 88番地 3 安藤　伸央 0587（55）2987

株式会社ジェーケー・サービス 江南市古知野町熱田 20番地 福田　直樹 0587（54）0500

有限会社トータルメンテナンス・ツルミ 江南市赤童子町福住 138番地 鶴見　一也 0587（55）0361

有限会社豊国施設 江南市藤ケ丘三丁目 1番地 江南団地 34棟 202号 佐藤　敬子 0587（57）3463

船徳商店 江南市布袋下山町南 21番地 船戸　和昭 0587（55）0947

株式会社ヤジマ 江南市宮後町砂場東 261番地 矢島　聡 0587（54）0227

他市町

後藤設備 一宮市泉一丁目 2番 7号 後藤　徳光 0586（72）8561

船橋設備株式会社 一宮市浜町五丁目 21番地 1 船橋　健 0586（71）3002

株式会社池田産業 春日井営業所 春日井市浅山町三丁目 1311番 66 岩村　高正 0568（87）3888

中部水道株式会社 春日井市白山町三丁目 1番地 9 宮嶋　祐治 0568（52）1523

有限会社岡田工業 蟹江町学戸四丁目 6番地 岡田　之秀   0567（95）8683

市原産業株式会社 尾張支店 小牧市大字池之内 696番地 1 市原　俊享 0568（78）2737

伊藤水道工業株式会社 小牧市小木西三丁目 56番地 1 新井　光浩 0568（72）4155

株式会社井戸田水道店 小牧市大字野口 1333番地 井戸田　雅光   0568（79）2775

加藤工業株式会社 小牧市中央一丁目 77番地 名和　千博 0568（77）3211

有限会社尾北住設 小牧市久保一色南二丁目 199番地 松井　一已 0568（73）7070

村﨑設備株式会社 小牧市大字本庄 149番地 1 村﨑　隆史   0568（54）1107

株式会社ヤママ住設 小牧市大字東田中字南新田 1600番 1 滝川　康一 0568（77）6985

中部オーケーホーム株式会社 瀬戸市東赤重町二丁目 70番地 隈元　貴志 0561（82）6951

東濃設備工業株式会社 名古屋営業所 瀬戸市八幡台九丁目 89番地 酒井　輝夫 0561（83）8188

有限会社東陽設備工業 瀬戸市品野町四丁目 200番地 波多野　克己 0561（41）0927

株式会社光設備 津島市神守町下町 131番 1 西川　義章 0567（31）7662

株式会社菅原設備 津島市元寺町三丁目 21番地 2 菅原　直樹 0567（24）1743

善勝有限会社 津島市元寺町二丁目 40番地 吉田　訓 0567（22）5200

株式会社山新設備 津島市唐臼町西島 33番地 山田　知広 0567（31）0427

中部日化サービス株式会社 北名古屋市徳重御宮前 62番地 杉本　由夫 0568（26）0090

協立設備工業株式会社 名古屋市千種区高見一丁目 18番 9号 宇津山　弘 052（751）2004

ＧＲＯＷＴＨ株式会社 名古屋市守山区小幡太田 15番 20号 小嶌　貴満 052（797）9188

株式会社三東 名古屋市千種区桜が丘 226番地 杉浦　健吾 052（782）2251

積和建設中部株式会社 名古屋市守山区四軒家二丁目 609番地 阿部　光三 052（772）2411

ＤＡＩＳＵＩ株式会社 名古屋市熱田区古新町二丁目 91番地 大矢　浩二 052（681）6019

東海設備株式会社 名古屋営業所 名古屋市天白区植田南一丁目 205 千頭和　裕生 052（715）8988

有限会社富田設備 名古屋市守山区新守西 2003番地 冨田　隆文 052（791）4676

ニッカホーム中部株式会社 名古屋市緑区相原郷一丁目 2609番地 成田　友輝 052（899）3580

株式会社パイプマン名古屋 名古屋市港区六軒家 1431番地 菊池　伴和 052（398）5225

株式会社前田工業 名古屋市千種区天満通二丁目 8号 前田　進 052（721）5368

真野工業株式会社 名古屋市熱田区波寄町 2番 27号 真野　照子 052（884）3111

公共下水道へ接続しましょう公共下水道へ接続しましょう

（紙面の都合により氏名のふりがなは省略）

都市整備課　内線 288都市整備課　内線 288 番窓口番窓口●●５1階1階


