
大街別指定給水装置工事事業所早見表

令和５年１月23日現在

大 街 所在地 事業所名 電話番号 大 街 所在地 事業所名 電話番号
上 街 上町５丁目８番17号ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽｶﾐﾏﾁ４F　 山本設備 070-4463-3714　 旭 街 福井町919番地２ ㈲中市設備 823-5357

福井町1054番地17 ㈲黒岩設備 825-3161
高知街 本町三丁目２番２号　並木ビル１F Callman56 881-3644 福井町1206番地１ ㈲アートコンサルタント 855-3988

本町五丁目３番４号 ㈱城南電化チェーン 875-3191 福井町2187番地１ ㈱高南設備工業 822-2480
福井町2187番地１ ㈲福井工業 822-3456

南 街 農人町２番５号 ㈱四国ポンプセンター 882-9031 福井町2269番地49 ㈲ミズゲン設備 823-1437
中の島２番75号 ㈱ヒワサキ 883-1100 福井扇町８番22号 ㈲スズキ設備工業 875-7100

福井扇町1091番地14 ㈱鎌倉建設 824-0730
北 街 桜井町一丁目３番23号 ㈱利水工業 882-0631 福井東町26番34号 池上設備工業 893-3151

桜井町二丁目５番10号コーポいおろい 五百蔵設備 884-5220 鳥越102番地 ツノ機器㈱ 844-5156

下 知 日の出町６番９号 ㈱中島工務店 885-5005
杉井流８番13号 ㈱山忠 884-8005
南御座17番６号 ㈱島崎建設 882-2878
北川添22番８号 ㈲サンクオリティー 821-9927 初 月 東久万171番地８ カワグチ設備 875-5200
青柳町50番地６ ㈱優輝 856-9035 西久万69番地15 ㈲伊与田工業 824-2514

南久万72番地１ ＲＹＵ設備 875-1443
南久万207番地１ コーポ小笠原Ⅱ－３階 Office Ｍ 873-0017
南万々72番地４ 杉本商会㈲ 875-3002
円行寺1025番地７ ㈱モリシタ設備 854-9350
円行寺1034番地８ 旭パイプ工業㈲ 855-4984

江ノ口 愛宕町三丁目13番３号 丸平工業㈱ 824-4937 みづき一丁目108番地１ ㈱毎日 872-6373
愛宕町三丁目13番35号 オウデン 822-9050
北本町四丁目３番25号 ＶＥＲ ＴＥＣＨＮＯ㈱ 885-5511
北本町四丁目１番22号 ミヨシＴＥＣ㈱営業所 855-8385 秦 愛宕山４番地５ ㈱シンゲン 822-7345
新本町二丁目16番３号 ㈱清遠設備 873-6522 東秦泉寺533番地21 ㈱設備高知 824-3303
和泉町６番22号 ㈱近藤工務店 872-5752 西秦泉寺419番地16 高栄設備㈲ 872-6132
塩田町20番26号 四国パイプ工業㈱ 822-4422 北秦泉寺91番地１ 川村水道 877-5383

宇津野３番地５ ㈲サンリツ工業 873-1170
小高坂 大膳町６番２号 大一設備㈱ 822-0543 宇津野23番地８ 川田水道 823-9130

八反町二丁目９番８号 尾崎建設㈱ 872-6392 加賀野井二丁目21番地７号 ㈱ダイドウ 872-8924
秦南町一丁目１番13号 ㈲新設組 823-0753

旭 街 縄手町65番地３ 由佐建設㈲ 837-7707 秦南町一丁目５番31-４号 西峰住宅設備 824-5052
旭町二丁目２番地 ㈱弘田電器 822-4356 秦南町一丁目８番地１号 ㈲ケイエス住宅設備 872-8878
元町43番地 イトウ工業㈱ 822-1077 三園町68番地 ㈱高橋商事 822-0615
南元町63番地 ㈲池工務店 822-7428 中秦泉寺227番地 ＳＥＲＡ建設㈱ 802-6603
上本宮町92番地５ 岩田設備㈲ 840-6637
上本宮町205番地 ㈲いのうえ水サービス 843-2215
上本宮町213番地３ ㈲德永設備工事 843-7222 潮 江 土居町８番12号 住まいる工作所 080-1995-1611

塚ノ原195番地９ ㈲昭和企業設備 843-9577 潮新町一丁目７番８号 西日本工業㈱ 832-5600
塚ノ原330番地１ 三栄工業㈱ 840-3888 役知町27番１号 セイホー工業 833-5111
塚ノ原352番地 栄宝生建設㈱ 843-2122 桟橋通二丁目２番25号 ㈱四電工高知支店 833-1211
旭天神町229番地 ㈲西川設備 840-2110 桟橋通二丁目３番25号 ㈲光良建設 832-9265
横内313番地１ ㈱大藤 843-6141 桟橋通三丁目１番13号 五藤建設㈱ 832-5151

桟橋通三丁目25番１－1101号 ㈱堀部設備 855-3790
桟橋通三丁目23番10号 ㈱ビル環境衛生管理 831-1235
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潮 江 桟橋通六丁目８番39号 ㈱城南タイヘイ 833-6363 長 浜 長浜1909番地３ ㈲吉田設備 805-2107

塩屋崎町一丁目12番６号 ㈱日東水道 832-6084 長浜2647番地１ 大泉工業 837-5757
百石町一丁目２番７号 小松住工㈲ 832-8823 長浜3101番地２ ㈱高知クリエイト 841-5007
百石町四丁目11番６号 日進設備工業㈱ 831-5000 長浜3101番地４ 四国三研工業㈱ 855-5545
南ノ丸町５番地７ ㈱濱田水道工業 831-0270 長浜4252番地11 沢部産業㈲ 848-1800
南ノ丸町12番16号 紀和工業㈱ 832-2155 長浜4413番地13 ㈱大和 841-1251
竹島町18番地８ ㈱ワークマンJET高知 879-4843 長浜4492番地１ ㈱大和設備 855-3640
竹島町157番地81 ㈱岩井商会 831-1893 長浜4736番地３ 横田住宅設備 831-7693
北竹島町１番15号 ライフテック 805-0088 長浜5013番地４ ㈲暁工業 842-5567
北竹島町363番地 ㈱光テック 833-0369 長浜5246番地７ ㈲築山建設 842-3716
北高見町282番地１ ㈲共和工務店 831-4985 瀬戸南町一丁目２番12号 本越建設㈱ 842-2824
六泉寺町93番地15 高知市管工事設備業協同組合 832-2851 瀬戸二丁目７番13号 ㈱R-K 841-4511
南河ノ瀬町４番地16 ㈲高石総合興業 832-3414
大原町174番地１ アストモスリテイリング㈱ 856-6370

四国カンパニー　高知営業所 朝 倉 朝倉甲298番地６ ㈲東邦エンジニアリング 843-5250
朝倉丙349番地１ ウィッティ大宮 843-3480
朝倉丙1093番地９ ㈲春日設備 840-3656
朝倉丙2159番地１ アドおおはら 843-9545
朝倉己469番地 ㈲藤原工業 844-0209
朝倉己612番地 ㈲サカエ土木 844-2568
朝倉己1097番地１ ㈲高坂設備清掃 840-1313

三 里 池282番地43 ㈲パワーテック 837-3777 曙町一丁目22-10-３パルハウス102 ㈱エコ・プラザ 0120-666-330

池282番地74 ㈱北陽 837-3611 槙山町12番３号 高東環境技術 844-7673
仁井田316番地１ 清水電器 847-3308 大谷公園町20番23－13号 ㈱津島工業 843-8940
仁井田1625番地２ 大旺新洋㈱高知土木本店 847-2112 大谷公園町20番23-2号 ㈲西正工業 833-0031
仁井田3402番地28 ㈱大東電機 847-1377 朝倉南町３番46－４号 ㈲石山設備 843-3236
仁井田4155番地１ ㈲アスク設備工業 847-8282 針木北一丁目12番53号 相生工設㈲ 840-6613
種崎567番地16 井上住設㈱ 847-5879 針木本町26番８ ㈲石黒設備工業 844-2003
種崎592番地6 一力水道 881-2165 針木南15番９－２号 竹田住設 844-1780

五台山 五台山2880番地18 ㈲土佐技研 882-7611
　 　 　 鴨 田 神田362番地３ 山憲設備㈲ 831-2008

神田703番地 日本化工㈱ 833-9000
高 須 葛島二丁目３番62号 ㈱イリックス 883-0085 神田1552番地５ 佐竹水道 832-8307

葛島二丁目３番75号 土佐ガス㈱ 800-1212 神田1350番地７ 川添工産㈱ 831-1000
高須新町二丁目14番10号 ㈲キッチン設備 882-4608 神田1508番地６ ㈱馬場配管 832-7534
高須新町三丁目５番１号 東山建設㈱ 885-2727 神田1966番地２ ㈱イマニシ設備 856-8190
高須本町７番24号 ㈲高須水道 882-9881 神田2082番地４ ㈲セイエイ 833-8255
高須一丁目11番８-２号 濱脇設備 883-3138 神田2160番地５ ㈲松岡設備工業 833-2332
高須三丁目４番40-２号 ㈱冨士水道工務店 882-6032 神田2393番地６ ㈲朝比奈設備 833-8944
高須東町１番25号 ㈱ライフラインサービス 855-4191 鴨部一丁目２番８号 四国水道工業㈱ 844-4212

鴨部一丁目20番24号 四国ガス産業㈱高知支店 855-3900
鴨部一丁目10番27号 ㈲一歩工業 802-5578

長 浜 長浜611番地 ㈲馬場建材店 842-3000 鴨部二丁目２番43号 ㈱斗建 879-6326
長浜810番地３ サカガミ電器サービス 842-8177 鴨部三丁目28番15号 東邦工業㈱ 843-6511
長浜1850番地５ ㈱ハマグチ 842-4214
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大 津 大津甲2001番地12 ㈱タカハシ設備 879-1463 春 野 春野町弘岡上382番地２ 川﨑ポンプ商会 894-2279

大津甲2002番地11 高知グリーンプロジェクト㈱ 879-2183 　〃　　〃　626番地２ ㈱ＹＡＭＡＪＵＮ設備 894-6311
大津乙394番地８ ㈲緒方設備 866-7753 　〃　弘岡中118番地１ ㈲大創工務店 802-6604
大津乙411番地１ ㈲高広工業 866-5010 　〃　　〃　435番地の１ ㈲永尾建設 842-3680
大津乙443番地４ ㈲平松建築事務所 866-7611 　〃　　〃　2079番地１ 国沢設備 894-4346
大津乙923番地22 ㈲水島設備 866-1567 　〃　弘岡下1907番地 ㈲エース建設 894-5530
大津乙1830番地４ 昭栄設備工業㈱ 866-2010 　〃　　〃　2628番地３ ㈲和田設備 894-2817
大津乙1902番地34 ㈲酒井設備 866-7855 　〃　　〃　2649番地１ ㈲山脇水道 894-2121
大津乙2432番地１ ㈱宮﨑造工 866-5950 　〃　芳原2610番地１ ㈲南国設備工業所 842-6993

　〃　秋山1110番地４ ㈲山本メンテナンス 894-5743
　〃　 〃 1641番地６ ㈲工務店森本 894-4005
　〃　森山175番地７ 徳弘住設 894-5552
　〃　 〃 2179番地 徳弘設備 894-2444

布師田 布師田1153番地１ ㈲小松工務店 866-8470
布師田1896番地６　 高陽開発㈱ 846-1116
布師田3961番地10 ㈱関西設備 846-2222 市 外 香美市土佐山田町326番地25 谷相電気 0887-52-2569

　 布師田3978番地３ ㈱一高設備 845-8800 　〃　　　〃　　神母ﾉ木320番地－１ ㈲石丸建材店 0887-53-2321

　〃　　　〃　　旭町一丁目３番20号 総合住設センター 0887-52-1621

　〃　香北町小川32番地４ 横矢設備 0887-59-3928

一 宮 一宮884番地３ ㈲ニシモリ設備 845-3931 　〃　　〃　五百蔵969番地 門脇設備 0887-59-4152

重倉20番地31 豊栄設備 845-3699 　〃　　〃　下野尻62番地３ 押尾設備 0887-59-2939

薊野西町一丁目11番10号 ㈲藤成設備 845-2425 香南市野市町東野771番地１ 野村設備 0887-55-1034

薊野西町一丁目24番10号 ㈱ヨシカワ設備 846-7577 　〃　　〃　西野242番地23 高知創熱㈲ 0887-56-3587

薊野北町一丁目６番地８－４号 ㈲三城設備工業 846-1706 　〃　　〃　 〃 259番地８ 永真工業 0887-54-3351

薊野中町24番13号 ㈲永野設備 845-4116 　〃　　〃　 〃 2651番地７ ㈲岡村住設 0887-56-0106

薊野南町28番25号 徳寿工業㈱高知営業所 845-0770 　〃　　〃　下井1350番地７ ㈱濱田水道工務店 0887-57-5207

一宮西町三丁目１番47号 エイト建興 846-7295 　〃　　〃　 〃 1662番地５ ㈱山下設備 0887-55-1464

一宮西町四丁目20番27号１ ㈲わかば第一水道高知営業所 845-8680 　〃　赤岡町486番地１ 住まいる高知㈱ 0887-50-6888

一宮中町一丁目３番24号 ㈲宮崎サービス 845-6488 　〃　香我美町徳王子1825番地７ 野村工務店 0887-54-0230

一宮中町一丁目14番56号 ㈱ヨシナガ設備 846-0004 　〃　　 〃　 山北964番地２ 百田設備 0887-54-3004

一宮中町二丁目９番12号 ㈲空衛設備工業 845-0505 　〃　吉川町吉原751番地 ㈱香美水道組合 0887-55-4100

一宮中町三丁目３番20号 明星設備 855-6085 安芸市本町三丁目１番４号 ㈲イアソン 0887-34-1616

一宮東町三丁目１番21号 Ａ・住まいるサポート 803-5437 　〃　　　〃　　９番17号 ㈱マサキ・アーキテクト 0887-34-3855

一宮東町五丁目23番12号 一一設備工業㈱ 845-5555 　〃　川北甲5351番地17 ㈱ＴＡＫＡＧＩ 0887-37-9566

一宮南町一丁目14-5 山本ビル１F中 高知水道サービス 0120-93-1152 　〃　矢ノ丸四丁目１番18号 横田水道設備 0887-35-5628

一宮南町一丁目14-5 山本ビル１F中 住まいる本舗 0120-93-1187 南国市大埇乙2638番地１ 香南設備㈱ 864-1001
　〃　篠原178番地１ ㈲野村工業 864-2507
　〃　　〃　177番地６の２ ㈲ノムラテクノ 864-5307

介 良 介良乙577番地１ ㈱東和設備 860-1449 　〃　三畠308番地１ ㈱島村建築事務所 804-6336
介良乙1000番地14 今田商会 860-4606 　〃　　〃　常通寺島249番地の３ ㈲長岡工業 866-3524
介良822番地６ システム空調㈱ 860-1881 　〃　十市3460番地24 岡添設備 881-0636
介良丙1331番地５ 西村設備 878-7287 　〃　立田2535番地１ ㈱ニシトミ 863-3048
潮見台一丁目1223番地 ㈲環境設備 860-2435   〃　久礼田1097番地の２ 徳橋設備 862-0788
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大 街 所在地 事業所名 電話番号 大 街 所在地 事業所名 電話番号
市 外 南国市植田674番地１ ㈱竹内建設 862-2617

土佐市高岡町甲820番地５ 畑山設備工業 852-3797
　〃　蓮池813番地16 橋田設備 852-6260
　〃　蓮池457番地5 ㈲共伸建設 852-5581
　〃　蓮池1101番地２ ㈱圓和工業 879-3773
　〃　本村452番地５ テクノライフハカタ 855-1080
　〃　波介2986番地１ 森設備工業 852-0743
　〃　新居2496番地12 川田設備 856-2680
須崎市多ノ郷甲5529番地2北川PA1F西 前田設備 0889-42-8080

　〃　山手町４番４－２号 山手設備 0889-42-8803

　〃　西崎町８番56号 ㈲タカオ住設 0889-43-1270

　〃　浦ノ内灰方13番地１ 市原設備 856-2752
四万十市古津賀3443番地１ ㈱中村住設 0880-34-3621

吾川郡いの町枝川10番地３ ㈲エイトテック 892-3033
　〃　　〃　池ノ内983番地２ 岡田設備 856-7253
　〃　　〃　天王南二丁目16番地14 岡村水道 891-6226
　〃　　〃　小川柳野1138番地１ せせらぎ設備 868-2436
　〃　仁淀川町森7178番地 ㈲新西設備 0889-32-2312

高岡郡日高村下分1985番地２ 西部設備 0889-24-5424

　〃　　〃　 〃 2915の２番地 戸梶設備㈲ 0889-24-4255

　〃　佐川町乙4531番地１ ホリウチ販売 0889-22-1505

　〃　津野町新土居1260番地１ ㈲八幡工業 0889-55-2864

  〃    〃  白石甲1562番地１ ㈱植田住宅設備 0889-56-3331

　〃　中土佐町久礼2219番地９ ㈱岡村水道 0889-52-4588

　〃　四万十町本町９番５号 ㈱日化住宅機器 0880-22-0407

幡多郡黒潮町藤縄５番地１ ㈲森田建設 0880-55-2420

愛媛県松山市束本２丁目９番10号　 ホームソフナーサービス越智　 080-4033-2501

香川県高松市松縄町1103-３ ㈱クラシアン　高松支社 087-868-6851

広島県広島市中区上八丁堀８番８号第１ウエノヤビル６F ㈱アクアライン 082-502-6644

広島県広島市中区舟入幸町21-23　１Ｆ ㈱ＭＩＺＵ ＳＡＰＯ  082-533-8080

大阪府大阪市中央区谷町2-4-3　ｱｲｴｽﾋﾞﾙ9F ㈱シンエイ 06-6944-7797

大阪府大阪市中央区瓦屋町三丁目７番３号イースマイルビル ㈱イースマイル 06-7739-2525

福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号 ㈱タカギ 093-962-0941

　 　 　

※ 黄色のマーク＝宅地内漏水調査を行える工事事業者 4 ページ


