
紀の川市指定工事店名簿 R4.4.13現在

地区名 郵便番号 住所 電話番号

川口設備工業所 川口　勝久 6496432 紀の川市古和田163番地12 0736-77-0552

株式会社　赤路電気水道 椎葉　恭介 6496421 紀の川市田中馬場153番地1 0736-77-0006

有限会社　中川工作所 中川　皓次 6496417 紀の川市西大井109番地1 0736-77-3169

有限会社　三谷商会 三谷　好生 6496417 紀の川市西大井142番地1 0736-77-3168

株式会社　畑中産業 畑中　雅登 6496414 紀の川市打田1478番地5 0736-77-2874

井口水道工業所 井口　公男 6496414 紀の川市打田1219番地4 0736-77-3460

サカイハウス株式会社 坂井　俊文 6496431 紀の川市南中270番地1 0736-77-0100

宮本設備工業 宮本　一清 6496425 紀の川市中井阪284番地3 0736-77-7838

株式会社　池テック 池田　須笑湖 6496414 紀の川市打田1295番地2 0736-77-6833

小田建設株式会社 小田　耕司 6496531 紀の川市粉河416番地4 0736-73-8288

奥建設工業株式会社 奥　秀人 6496551 紀の川市上田井539番地1 0736-73-7260

大西電設株式会社 大西　真司 6496531 紀の川市粉河410番地7 0736-73-3235

粉河ガス株式会社 嶋　浩光 6496531 紀の川市粉河1759番地6 0736-73-2201

有限会社　川端組 川端　浩義 6496551 紀の川市上田井761番地2 0736-73-7700

株式会社　藏端組 藏端　邦清 6496565 紀の川市杉原50番地 0736-73-3069

株式会社　ナカタニ組 仲谷　和美 6496552 紀の川市嶋76番地2 0736-73-3894

高橋電装 髙橋　志郎 6496551 紀の川市上田井1016番地2 0736-73-6146

恩賀建材株式会社 恩賀　要 6496531 紀の川市粉河410番地2 0736-73-5151

西山設備工業所 西山　成三 6496561 紀の川市荒見511番地5 0736-73-3007

松井電気株式会社 松井　隆幸 6496532 紀の川市中山170番地1 0736-73-5190

株式会社　ユウキ電設 植田　祐造 6496551 紀の川市上田井148番地 0736-73-8389

司建設工業株式会社 藤本　秀之 6496551 紀の川市上田井292番地 0736-73-3366

株式会社　林工業所 林　久 6496122 紀の川市桃山町元409番地4 0736-66-0079

有限会社　山田電業社 山田　誠司 6496124 紀の川市桃山町市場175番地 0736-66-0035

株式会社　仁井田電機 仁井田　晋二 6496123 紀の川市桃山町神田126番地2 0736-66-1052

仲谷建設 仲谷　亮一 6496111 紀の川市桃山町最上219番地3 0736-66-0299

桃山清掃有限会社 仲谷　雄二 6496111 紀の川市桃山町元385番地4 0736-66-1051

株式会社　キタモト 北本　輝壽 6496102 紀の川市桃山町黒川1191番地 0736-67-0135

株式会社　宮村土木 宮村　和郎 6496124 紀の川市桃山町市場526番地8 0736-66-0374

矢野設備 矢野　純一 6496122 紀の川市桃山町元772番地2 0736-66-0522

オクニシ設備 奥西　弘周 6496102 紀の川市桃山町黒川567番地 0736-67-0139

株式会社　村嶋組 村嶋　敏夫 6496122 紀の川市桃山町元464番地1 0736-66-2660

柏木土木 柏木　繁美 6496103 紀の川市桃山町野田原606番地 0736-67-0228

上前設備 上前　孝司 6496121 紀の川市桃山町段新田383番地 0736-66-0334

株式会社　山口建設 山口　裕士 6496112 紀の川市桃山町調月1258番地2 0736-66-1771
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紀の川市指定工事店名簿 R4.4.13現在

地区名 郵便番号 住所 電話番号

株式会社　キシュウ産業 井上　義信 6496631 紀の川市名手市場1251番地6 0736-75-4851

宮本電設 宮本　守 6496602 紀の川市平野850番地 0736-75-3273

株式会社　井端設備 井端　哲也 6496631 紀の川市名手市場1289番地9 0736-75-3957

土井電気工事 6496621 紀の川市名手西野274番地 0736-75-4833

笹井建設株式会社 笹井　久 6496623 紀の川市藤崎64番地1 0736-75-5001

福岡水道設備 福岡　康夫 6496601 紀の川市名手上188番地1 0736-75-3091

合資会社　山田鉄工所 山田　恒弘 6496604 紀の川市西野山596番地4 0736-75-5026

ツジオカ電気商会 辻岡　丈雄 6496615 紀の川市麻生津中394番地6 0736-75-3879

笹田組 笹田　邦一 6496623 紀の川市藤崎341番地 0736-75-3805

中沢電気設備工業 中澤　誠 6496631 紀の川市名手市場128番地 0736-75-2277

有限会社　静川建設 谷本　好正 6496602 紀の川市平野120番地 0736-75-3438

相互ガス株式会社 大原　豊文 6400413 紀の川市貴志川町神戸813番地 0736-64-2728

株式会社　山中総合設備 山中　秀記 6400424 紀の川市貴志川町井ノ口1286番地 0736-64-2052

株式会社　山東組 山東　寛文 6400402 紀の川市貴志川町北山513番地 0736-64-3211

株式会社　伸光 北山　開 6400401 紀の川市貴志川町丸栖645番地内3号 0736-64-3147

三陽建設株式会社 前窪　隆志 6400405 紀の川市貴志川町岸宮1415番地 0736-64-4600

和合設備 南　眞次 6400401 紀の川市貴志川町丸栖1516番地 0736-64-4549

有限会社　坂本商会 坂本　和基 6400403 紀の川市貴志川町尼寺283番地1 0736-64-4848

酒井水道 酒井　末次 6400424 紀の川市貴志川町井ノ口1021番地8 0736-64-4589

株式会社　辻本組 辻本　浩幸 6400401 紀の川市貴志川町丸栖1542番地 0736-64-3769

岩本設備 岩本　光行 6400401 紀の川市貴志川町丸栖860番地2 0736-64-3181

カンサイワーク 桺本　道明 6400421 紀の川市貴志川町北1353番地1 0736-64-8370

株式会社　ディーケーワークス 台丸谷　義博 6400406 紀の川市貴志川町西山589番地1 0736-79-8655

明渡設備 明渡　淳 6400413 紀の川市貴志川町神戸564番地11 0736-64-1422

有限会社　エム建設 的場　孝之 6400401 紀の川市貴志川町丸栖759番地105 0736-64-8600

船木ポンプ商会 船木　清 6400413 紀の川市貴志川町神戸17番地3 0736-64-4790

タケダ設備 武田　伸一 6400424 紀の川市貴志川町井ノ口52番地 0736-64-2299

ヤマトクリーンサービス 山田　武志 6400405 紀の川市貴志川町岸宮250番地29 0736-60-2638

株式会社　和歌山水質管理センター 阿部　啓良 6496213 岩出市西国分618番地の5 0736-62-3556

鳥羽設備工業 鳥羽　秀樹 6496214 岩出市水栖145番地の5　山本ﾋﾞﾙ１F 0736-79-3217

オーヤシマ株式会社 湊　明子 6496244 岩出市畑毛306番地の2 0736-69-3103

有限会社　曽根建設 曽根　雅登 6496257 岩出市相谷126番地の5 0736-63-1343

友喜総合設備工業 寺中　秀樹 6496245 岩出市中島901番地の14 0736-61-3260

株式会社　﨑山組 﨑山　彰久 6496202 岩出市根来480番地 0736-62-7000

小上設備 小上　真次 6496246 0736-61-5592
有限会社　ゴトウハウジング
　　　　　　和歌山営業所

後藤　達之 6496246 0736-79-3680

株式会社　アイチ電器 鮫島　武 6496246 0736-62-1526

誠設備 福永　誠 6496222 岩出市岡田738番地の17 0736-63-1671

有限会社　松畑総合建設 松畑　邦彦 6496245 岩出市中島451番地の2 0736-62-8229

株式会社　小林設備 小林　德彦 6496227 岩出市清水399番地の1 0736-63-2567

菅野住設 菅野　照郎 6496224 岩出市山崎52番地の44 0736-62-7099

株式会社ベスタ工業 山田　章二 6496256 岩出市金池399番地の7 0736-61-4390

小谷設備 小谷　晋也 6496202 岩出市根来162番地の43 0736-69-5590

株式会社　堀田 堀田　泰伯 6496214 岩出市水栖159番地 0736-62-7113

株式会社トーワ建設 塔筋　和彦 6496222 岩出市岡田948番地の1 0736-63-2615

那賀

名称及び代表者名

貴志川

岩出
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紀の川市指定工事店名簿 R4.4.13現在

地区名 郵便番号 住所 電話番号

国土建設株式会社 瀧　敏秀 6408319 和歌山市手平4丁目6番70号 073-426-5669

和歌山配管工事株式会社 牧野　正博 6408323 和歌山市太田23番地 073-471-0059

新田設備 新田　健二 6400361 和歌山市伊太祈曽177番地2 073-478-3305

有限会社　プランワカノ 若野　秀人 6408390 和歌山市有本222番地18 073-436-8844

株式会社　かじもと 梶本　雅彦 6408235 和歌山市東長町6丁目15番地 073-423-2428

南出水道店 南出　昌弘 6496312 和歌山市川辺451番地の3 073-462-3360

三和興業株式会社 岡本　聖治 6408461 和歌山市船所108番地の9 073-451-8763

株式会社　三田設備工業 中井　啓仁 6400344 和歌山市朝日436番地5 073-479-2603

株式会社　ハニマルセンコー 藪野　文秋 6496312 和歌山市川辺655番地 073-461-3501

有限会社　石本宅研工業 石本　敏夫 6408432 和歌山市土入109番地の8 090-3273-5807

中筋建設株式会社 中筋　康文 6408303 和歌山市鳴神1035番地 073-473-8225

鎌田工業所 鎌田　義博 6408443 和歌山市延時46番地の8 073-452-1721

有田住宅設備株式会社 梅本　英法 6408317 和歌山市北出島17番地の1 073-471-5045

株式会社　青木実業 青木　茂人 6410006 和歌山市中島476番地 073-474-8403

有限会社　東和水道工業所 中村　員章 6408482 和歌山市六十谷1238番地18 073-462-4609

タカヒロ設備 松野　考宏 6408404 和歌山市湊540番地16 073-433-2562

泰平水道設備 河野　泰大 6496321 和歌山市布施屋433番地2 073-477-3306

株式会社　周和設備 重成　周吾 6410053 和歌山市打越町2番26号 073-419-1165

カワノ設備工業 河野　敏典 6410036 和歌山市西浜1048番地12 073-400-2019

株式会社　白玉建設 宮本　和好 6496338 和歌山市府中1149番地1 073-461-8581

有限会社　前畑建材店 前畑　裕 6410012 和歌山市紀三井寺811番地 073-444-2870

有限会社　亀井設備 亀井　良記 6408306 和歌山市出島207番地 073-471-2573

株式会社　セキド水道設備 関戸　健二 6400331 和歌山市吉原1210番地2 073-479-1151

有限会社　アクアテック 池田　安秀 6410001 和歌山市杭ノ瀬243番地の12 073-474-1475

有限会社　友渕建設工業 友淵　勝成 6408403 和歌山市北島100番地の14 073-451-0483

保田設備工業株式会社 保田　敏宏 6408401 和歌山市福島571番地の8 073-454-1818

大栄設備 竹本　雄一 6408391 和歌山市加納10番地7 073-472-3547

古山住設株式会社 村瀬　孝 6408434 和歌山市榎原13番5 073-452-8971

有限会社　石橋工務店 石橋　洋二 6410006 和歌山市中島603番地6 073-474-0777

株式会社　Ｍ＆Ｍ建設 前田　裕二 6408483 和歌山市園部1204番地12 073-462-7332

株式会社　酒井設備 酒井　敏郎 6410021 和歌山市和歌浦東2丁目7‐36 073-444-5871

保田建設株式会社 保田　武泰 6410005 和歌山市田尻508番地6 073-444-0083

相互設備 松尾　健司 6410044 和歌山市今福5丁目4番地の62 073-435-0401

株式会社　大昌商会 山本　昌昭 6408254 和歌山市南田辺丁50番地 073-422-9424

有限会社　西岡水道店 6410001 和歌山市杭ノ瀬78番地 073-471-0137

三協技工社 小原　敏明 6410013 和歌山市内原872番地5 073-444-6466

株式会社　サニコン 本脇　伸也 6408425 和歌山市松江北5丁目1番28号 073-454-3255

株式会社　崇翔 堀立　崇弘 6410001 和歌山市杭ノ瀬157番地の17 073-474-9325

東洋住宅設備 木瀬　真臣 6496323 和歌山市井ノ口306番地の1 073-477-7170

株式会社木地由ナショナル建材社 山下　昌洋 6408113 和歌山市広瀬通丁2丁目8番地 073-424-7151

湯川設備 湯川　浩充 6408303 和歌山市鳴神915番地16 073-473-4439

株式会社　辻住設 辻　辰彦 6408481 和歌山市直川1175番地1 073-462-6229

カネイ設備工業株式会社 岩本　隆博 6408287 和歌山市築港3丁目6番地 073-423-3208

翔雲工管 岡部　憲欣 6408441 和歌山市栄谷519番地 073-455-2125

名称及び代表者名

和歌山市
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紀の川市指定工事店名簿 R4.4.13現在

地区名 郵便番号 住所 電話番号

ワイエム建業 湯川　正隆 6408482 和歌山市六十谷44番地9 073-488-5931

株式会社　藤宗設備 藤宗　隆士 6408303 和歌山市鳴神757番地30 073-474-5519

小谷設備 小谷　宜史 6408301 和歌山市岩橋835番地2 073-473-1409

竹本設備 竹本　和之 6408314 和歌山市神前8番地18 073-473-0865

株式会社小佐田設備工業 植野　誠 6408256 和歌山市土佐町三丁目11番地 073-431-2055

設備設計　あずま 東　知香 6408472 和歌山市大谷806番地39 073-451-9851

伸紀建設株式会社 安部　政義 6408483 和歌山市園部464番地18 073-463-8242

松谷設備 松谷　和長 6410001 和歌山市杭ノ瀬２４７番地 073-471-7896

株式会社　山崎設備 山﨑　裕司 6410014 和歌山市毛見135番地19 073-448-6860

モリノ住設 森野　裕幹 6410002 和歌山市新中島131番地 073-473-2543

泉南設備工業株式会社 田中　良和 6408471
和歌山市善明寺583番地1
ﾌﾞﾙｰｽｶｲⅡ　1－A

090-3676-8835

高田住設 高田　庄吾 6420013 和歌山市岩橋1081番地7 073-488-9518

株式会社  サニービルド 進藤　良太 6408303 和歌山市鳴神248番地7 073-460-2846

前田設備 前田　譲紀 6400344 和歌山市朝日945番地12 073-460-2846

株式会社　岡水道設備 岡　武志 6497204 橋本市高野口町小田678番地 0736-42-2589

大和管工設備 前　佳和 6497203 橋本市高野口町名古曽547番地の1 0736-43-1354

有限会社　中谷商店 中谷　秀幸 6400441 海南市七山719番地53 073-488-0919

株式会社　まえだ住宅設備 前田　陽一郎 6480086 橋本市神野々1145番地の1 0736-33-0683

株式会社　紀北環境衛生センター 田中　崇喜 6497121 伊都郡かつらぎ町丁ノ町2237番地7 0736-22-4468

株式会社　成祐設備工業 藤堂　誠也 6420032 海南市名高451番29 073-463-4685

有限会社カメガワ住宅設備 川端　真臣 6420012 海南市岡田9番地の4 073-482-9544

小椋リビングクリーン株式会社 小椋　孝也 6401121 海草郡紀美野町下佐々210番地2 073-489-3041

杉山設備 杉山　善信 6491213 日高郡日高町高家1151番地の6 0738-63-1005

栗林水道工業所 栗林　昌央 6480101 伊都郡九度山町九度山563番地の3 0736-54-3753

株式会社中村工業 中村　浩己 6420032 海南市名高450番地 073-482-2771

武尚 奥田　武志 6401161 海南市野上新467番地 073-494-3284

紀北大西電設株式会社 大西　崇史 6497114 伊都郡かつらぎ町西飯降1番地の7 0736-22-2491

株式会社　上野設備 上野　嘉文 6480021 橋本市恋野2662番地の3 0736-34-2180

狩谷商店 狩谷　陽三 6401243 海草郡紀美野町神野市場424番地 073-495-2003

北林鉄工所 北林　昌彦 6497161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東70番地１ 0736-22-1055

その他

名称及び代表者名

和歌山市
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