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城 東 津山瓦斯(株) 津山市林田町92 22-7211 滝 尾 (株)宰務組 津山市妙原63-1 29-7007

東 津 山 全管工(株) 津山市林田町8-1 22-6553 神 庭 (有)真庭設備 津山市堀坂335-1 29-1278

(株)ウチダ 津山市林田町48 22-3911 成 名 (有)岡菱設備工業 津山市野村234-16 29-4101

(有)城東設備 津山市野介代909-4 23-1015 高 野 水島総合設備 津山市草加部492 29-3244

(株)中電工津山営業所 津山市川崎1957-3 26-0111 広 野 (株)松本建設 津山市近長755-1 29-3188

東部水道工業（株） 津山市川崎554-26 26-1718 (株)近藤組 津山市高野山西2225-2 26-1390

玉津屋 津山市川崎699 25-1758 山西工業 津山市高野本郷1279-3 26-3414

久常電機(有) 津山市川崎1915-1 26-0567 河井建設工業(株) 津山市高野本郷2065-4 26-3787

イワタニ山陽(株)津山営業所 津山市川崎1965-1 26-9883 (株)高橋ポンプ設備工業 津山市押入566-1 26-1663

(株)妹尾建設 津山市勝間田町25-2 22-2822 末沢建設(株) 津山市押入1219-7 26-1173

中 央 田渕電気水道工業(株) 津山市山下90 22-3929 共栄建設(株) 津山市河面1376-1 35-3338

城 北 津山サービス(株) 津山市北町37-2 22-6569 (有)ヨコベ設備 津山市田熊917-2 29-0072

鶴 城 津山建設(株) 津山市田町37 23-4466 (有)村田組 津山市楢442-40 29-4014

城 西 (株)三福 津山市田町113 22-4867 大 崎 清原電気水道工業(株) 津山市中原65-1 26-4931

(有)藤田熔接鉄工所 津山市鍛治町6 23-0238 河 辺 坂田建設(株) 津山市日上155 26-1554

(株)ハヤシ産業 津山市小田中1446-14 22-4556 坂本建設(株) 津山市日上62-1 26-1590

(株)ＴＡＫＡＫＥＮ総合 津山市小田中2304-1 35-0197 東建設(有) 津山市日上151-1 26-0354

東 苫 田 北原建設(株) 津山市沼29-3 23-5657 (株)津山総合中古住宅 津山市日上501-3 35-0700

西尾設備 津山市沼18-25 090-7593-3216 (有)中塚電器 津山市河辺1035-5 26-1828

(株)フィット 津山市沼2-22 31-0500 システムアップ 津山市河辺1345-1 32-9022

(株)吉井建設 津山市沼89-18 23-4411 髙橋設備 津山市河辺1221-2 26-1881

(有)福田設備工業 津山市勝部455-5 22-1851 (株)イーテック 津山市河辺1126-2 35-2407

イケダ設備 津山市勝部694-21 24-9330 タカラ産業(株) 津山市国分寺118-4 26-0155

西 苫 田 成好設備工業(株) 津山市山北621-17 22-4146 (株)清水管工 津山市国分寺899-3 32-8813

津山中央水道設備 津山市山北442-3 22-5885 影山水道 津山市国分寺439-17 35-0247

梶岡建設(株)津山支店 津山市山北770-14 25-2258 せのお設備 津山市国分寺121-7 26-8860

(株)ガット 津山市山北764-5 22-1500 加 茂 (有)雅水道設備 津山市加茂町行重1970 42-3445

津山設備(株) 津山市小原281-1 24-5550 (有)あおやぎ住宅 津山市加茂町青柳882 42-3382

(株)五月工建 津山市小原127 25-1839 (株)美作開発 津山市加茂町公郷1617 42-7020

(有)妹尾住宅機器 津山市上河原 236-6 23-3798 (株)平井組 津山市加茂町公郷1616 42-2158

(株)勝山組 津山市上河原517-6 22-4770 美北建設(株) 津山市加茂町河井95-2 42-3154

(株)津山ガスセンター 津山市上河原171-1 23-5211 (株)藤本建設 津山市加茂町桑原268-11 42-2055

松岡設備 津山市上河原403-1 31-2557 大進建設(株) 津山市加茂町桑原525 42-2118

(株)和企画 津山市総社2-2 32-8753 (有)湯浅建設 津山市加茂町塔中11 42-2161

院 庄 (有)西美管工 津山市院庄882-7 28-0666 阿 波 (有)小椋建設 津山市阿波3258 46-2119

田 邑 北部開発(株) 津山市院庄882 28-2311 (有)小椋創建 津山市阿波2835-2 46-7020

二 宮 (株)院庄建設 津山市院庄991-1 28-0509 (株)高矢組 津山市阿波3322-1 46-2311

青木建設工業(株) 津山市院庄1086-1 28-0472 勝 北 (株)竹中建設 津山市市場645-5 36-4952

(株)前田設備 津山市院庄648-1 28-2016 (株)斎藤工務店 津山市大吉200 36-2245

(有)カタオ設備 津山市戸島10-4 28-3484 (株)日本原造園土木 津山市大吉61 36-2253

(有)池田設備 津山市神戸66-6 28-0344 大東建設(株) 津山市上村69-3 29-2026

(株)ﾋﾞﾙﾃﾞｨｰ津山支店 津山市神戸343-1 28-4808 河本工業 津山市下野田285-3 29-0245

西日本建設(株) 津山市神戸306-1 28-3332 土井設備 津山市杉宮329 29-2371

(有)松永建材店 津山市神戸67 28-1234 (株)ユーホーム 津山市西中329-1 36-4372

(有)田渕管工 津山市下田邑489 28-1144 道田工業 津山市西中936-2 36-5487

(有)水建産業 津山市上田邑2006-3 28-2383 (株)神田工業 津山市原356-3 36-5178

(株)大林土木 津山市上田邑1989-3 28-5628 (株)平田コーポレーション 津山市安井287 29-1406

裕貴工業(有) 津山市二宮1228 28-4505 (株)平田土木 津山市安井58-2 29-3190

佐 良 山 美津吉商事(株) 津山市一方194 23-2255 平田工業 津山市安井242-3 29-7857

福 岡 近藤設備 津山市一方628-4 23-8319 久 米 久米建設(株) 津山市久米川南1381 57-2523

福 南 ＢＭＳ 津山市一方74-2 35-3146 水島建設 津山市久米川南5-3 57-2754

サカテ設備 津山市一方677-7 24-4715 (株)大井工務店 津山市中北下1198-5 57-3426

大産建設工業(株) 津山市津山口171-1 25-0863 田村工務店(株) 津山市桑上21-1 57-2456

(有)福南設備 津山市押渕644 23-4928 (株)フジケン工業 津山市桑上23-3 57-2774

(株)山本工務店 津山市横山399-1 22-8288 (株)青山建設 津山市桑下1081-2 57-2858

藤沢建設 津山市横山461-4 24-0585 (有)松本組 津山市南方中1077-2 57-8817

(有)松本防災工業 津山市横山583-3 32-1788 安藤設備 津山市宮尾1183-8 57-9222

一 宮 (株)平和工業 津山市東一宮52-5 27-2267 (株)勝浦建設工業 津山市宮尾1231 57-2504

高 田 (有)津山技研空調 津山市東一宮1233-3 27-7177 柴田水道 津山市油木北1275-1 57-8384

高 倉 (株)グリーンアシスト 津山市東一宮1-17 65-2056 山口建設(株) 津山市領家812 57-3681

(有)宮岡設備 津山市上横野176 27-0821

(株)マルセツ工業 津山市上横野593-3 27-3156

森山建設(株) 津山市上横野4238 27-0755

(有)すえなが技研 津山市下横野1772-2 27-7160

(株)中島設備 津山市下高倉西823-4 29-1490

隆旺設備 津山市下高倉西764-1 29-0637

(有)アクション 津山市上高倉709 29-0811

(有)柴田管工 津山市山方506-2 27-0707
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苫 田 郡 中国防災工業(株) 鏡野町土居249-1 54-0136 真 庭 市 (有)村岡商店 真庭市久世2896 0867-42-0017

安藤住設 鏡野町寺元189-1 54-0187 (有)タカタ配管工業 真庭市久世1984-1 0867-42-1556

佐野 明義 鏡野町寺元421-7 54-4561 (有)カネサダ設備 真庭市月田2015-1 0867-44-2657

(有)清友企画 鏡野町小座24-3 54-4152 (株)三協商建 真庭市勝山126 0867-44-2227

(有)新生電気水道設備 鏡野町薪森原150-8 54-1183 (有)松尾水道 真庭市勝山894 0867-44-4187

(有)浦山工務店 鏡野町薪森原91-1 54-3770 (株)トーコー工業所 真庭市上河内136-1 0867-55-2009

津山農業協同組合LPガスセンター 鏡野町薪森原649-2 54-5101 池田配管 真庭市上河内3474 0867-55-2068

(有)中江電気工業所 鏡野町入1063 54-0396 水道屋 松岡 真庭市古見25 090-8712-8827

誠光住設 鏡野町瀬戸150 54-1522 (有)オーエム 真庭市下市瀬1256-1 0867-52-7447

(株)山本工業 鏡野町竹田719 54-1170 池田農機（株） 真庭市下市瀬1270-3 0867-52-1175

和光建設工業(株) 鏡野町円宗寺1333-7 54-3786 (有)山本水道 真庭市西河内560 0867-52-2086

(有)寺岡電機 鏡野町円宗寺795-1 54-0279 (有)田淵電気工業所 真庭市惣７１ 0867-42-0254

牧田住建(株) 鏡野町塚谷618 54-3404 (株)ホクセツテクノ 真庭市下呰部384-1 0866-52-2024

(株)中西工業所 鏡野町馬場772 54-0063 (有)石井建材店 真庭市上水田2855-1 0866-52-2470

峰南建設(株) 鏡野町上森原323 54-0770 (株)J-BUILD 真庭市下河内375-1 0867-45-7744

(株)大和建設 鏡野町中谷422-1 54-0530 山根設備 真庭市山久世62 0867-44-8569

(株)鏡水 鏡野町香々美801 56-0211 岡 山 市 (資)ケイケイシステム 岡山市北区御津金川271-4 0867-24-0341

(株)田中建設工業所 鏡野町下斉原644-1 52-0303 山陽技研(株) 岡山市北区青江4丁目8-1 086-231-0248

(株)河中建設 鏡野町吉原695 54-0780 (株)佐藤管材工業 岡山市北区大内田830-2 086-292-5311

久 米 郡 (有)寿美設備 美咲町小瀬135-2 62-7088 峰南工業(株) 岡山市北区白石203-26 086-252-6332

(株)フジワラ商事 美咲町藤原220 62-0876 (株)アルバ・エル 岡山市北区白石193-7 086-253-7251

松尾設備工業(株) 美咲町久木230-14 62-0053 キシテック 岡山市北区建部町福渡330-2 0867-22-4567

菅設備 美咲町原田3158-7 66-0921 (株)祥永建備 岡山市北区矢坂本町20-1 086-252-4155

美咲設備 美咲町原田1570-2 66-1401 (株)アクアリンク 岡山市中区江崎712-3 086-237-6701

(株)中央建設 美咲町打穴西625-1 66-0189 山田設備工業(株) 岡山市中区西川原86-1 086-271-0323

兄弟電設(有) 久米南町上弓削983-4 086-728-2871 (株)水正設備 岡山市中区円山6-3 086-274-2191

勝 田 郡 (有)富坂設備工業 奈義町行方395 36-4598 (株)あたっく 岡山市中区湊293-14 086-238-5114

トミデン 奈義町行方118-2 36-2453 (有)あけぼの設備 岡山市東区東平島106 086-297-5227

(有)大内電器 奈義町滝本1614 36-5158 (株)旭栄 岡山市東区西大寺中野700-6 086-943-7790

(株)芦田建設 奈義町滝本49 36-2660 (株)至道工業 岡山市南区新保683-15 086-241-3308

(株)森藤工業 奈義町荒内西130-2 36-5864 岡山ホーム管工(株) 岡山市南区西市275-1 086-243-8791

(株)エーアンドエム 奈義町高円1920-1 36-2011 (株)ストリィーム 岡山市南区西市584-10 086-239-0058

ｽｽﾞｷ管工(株) 奈義町久常294 36-7390 高橋下水工事 岡山市南区藤田413-13 086-296-7657

小童谷設備 奈義町中島東995-1 36-3092 (株)岡山水道センター 岡山市南区豊成3-23-30 086-239-8802

秋山設備 勝央町黒坂1060 38-3744 トータル水道サービス 岡山市南区山田278-7 086-238-0123

誠和設備 勝央町植月北2528 38-7030 玉 野 市 原　和美 玉野市玉原2丁目17-5-103 086-428-6711

(株)ミヨシ 勝央町植月北1510 38-2314 倉 敷 市 (株)インテック共和 倉敷市東塚6丁目9-16 086-455-5949

水島建設(株) 勝央町植月中2830-2 38-5168 (株)船倉建設工業 倉敷市新田2477-1 086-425-1132

(有)大谷工業 勝央町勝間田735-1 38-2002 高 梁 市 中村建設(株) 高梁市横町1541-5 0866-22-1777

(株)佐保建設 勝央町勝間田733-1 38-5363 備 前 市 (有)溝田設備 備前市吉永町福満125 0869-84-2461

佐藤建設(株) 勝央町勝間田225－5 38-5188 都 窪 郡 積和建設中国(株)岡山支店 都窪郡早島町早島4962-38 086-480-1600

勝栄サービス 勝央町小矢田928 38-1108 広 島 県 (株)アクアライン 広島市中区上八丁堀8-8 082-502-6644

水島土建(株) 勝央町東吉田43-2 38-4158 イワタニ山陽(株) 広島市安芸区中野１-7-2 0868-26-9883

美 作 市 (有)新免 美作市真殿260-2 77-2824 両備水道サービス 福山市加茂町上加茂119 084-966-3531

(有)イマダ 美作市栄町45 72-0253 兵 庫 県 (株)リライフ 姫路市北原288-1 079-287-8745

(株)衣笠電水工業 美作市栄町124-1 72-1433 大 阪 府 (株)イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 06-7739-2525

(株)美作土建 美作市明見111-1 72-0346 神 奈 川 県 (株)クラシアン 横浜市港北区新横浜1丁目2-1 086-245-6472

真加部建設(株) 美作市真加部300 77-0230

(株)アズマ設備 美作市真加部319-1 77-1601

(株)東部建設 美作市梶並77-1 77-2088

(有)春名材木店 美作市古町1359-1 78-3776

(株)末元住宅設備 美作市川北671-2 75-0256

土居電設 美作市下町191-1 78-4482

和田静夫（和田設備） 美作市土居918-1 75-0518

里見設備 美作市大町2113 77-0370

岡本電気水道工事(株) 美作市北原73-5 72-1314

ハルナ設備 美作市楢原中558-1 72-3770

※水道局では工事をしていません。給水装置の新設・改造・修理等のときは指定事業者へご連絡ください。


