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指定工事店名 所在地 電話番号

村防工業㈱ 上平木町１８５０番地１ ０７４８－２２－６６１１
㈱小澤産業 上平木町１５２０番地 ０７４８－２３－８０４４
大澤設備 上平木町１７５０番地６ ０７４８－２２－５３８４
㈲村井工業 柏木町４２７番地１ ０７４８－２２－８８７８
㈱水谷工業 市辺町２６２０番地３６ ０７４８－２０－５９５０
モリト電設㈱ 市辺町１９８６番地 ０７４８－２５－１０８１
㈱川口電機 糠塚町１４５番地１ ０７４８－２２－３０６７
久保左官工芸 三津屋町３５０番地２ ０７４８－２２－５０４３
㈲八厚浄化センター 蛇溝町１６８５番地１０ ０７４８－２３－３１７７
㈱滋賀コンストラクション 瓜生津町１１９０番地 ０７４８－２４－００２４
西澤工業㈱ 上大森町１１２２番地 ０７４８－２２－３４７７
石川左官 上大森町２４７０番地２ ０７４８－２５－００１７
山田設備 尻無町１６６０番地２ ０７４８－２５－０６６０
浅野設備 柴原南町９１８番地 ０７４８－２３－７１３４
奥儀建設㈱ 岡田町８１番地１ ０７４８－２３－０７８９
㈲フレンズ・コトー 林田町１２６２番地 ０７４８－２４－２２２３
小林左官店 林田町３４２番地１ ０７４８－２４－２８５７
㈲八日市電機製作所 野村町５１８番地１ ０７４８－２２－０２８７
アースマーシ㈲ 野村町２３４番地 ０７４８－２２－４４４５
㈱八日市井野工業所 建部日吉町３７４番地 ０７４８－２２－０５３１
㈱梶円商店 栄町２番１１号 ０７４８－２３－０１５８
㈱ライフテックミツダ 今堀町６２１番地１ ０７４８－２３－０６６７
㈲ユーテック 小脇町１３５４番地 ０７４８－２２－５７５９
㈱サトウ 小脇町１２７６番地２ ０７４８－２４－２３５０
がらや建材㈲ 小脇町４０１番地 ０７４８－２２－００８５
川口設計管理事務所 小脇町１６１８番地 ０７４８－２３－０７８８
プラミング　シバタ 小脇町１０１１番地４ ０７４８－２５－２０５１
(合名)西村電気 八日市本町７番７号 ０７４８－２２－０２２７
㈱イワネクスコーポレーション 八日市東本町１番７号 ０７４８－２２－０３８１
小澤電機㈱ 八日市緑町１２番７号 ０７４８－２３－３９０３
藤森建設㈱ 青葉町３番２９号 ０７４８－２２－０８５７
澤居設備工業所 幸町１番１９号 ０７４８－２２－０７９７
㈲西野土建 春日町２番２２号 ０７４８－２２－２００６
ＫＯＫＯＲＯ住設 沖野一丁目２番３３号 ０７４８－２２－５０５３
梅谷設備工業所 沖野一丁目６番１４号 ０７４８－２２－０２９３
㈱山重建設 沖野二丁目１０番１７号 ０７４８－２３－０１５０
㈱ニシデン 沖野三丁目８番３１号 ０７４８－２５－１９２９
太信建設㈱ 沖野三丁目１９１番地２ ０７４８－２２－１９４３
今木工業 沖野四丁目１番２４号 ０７４８－２２－０６７０
㈲マツヤマ 沖野五丁目２番３３号 ０７４８－２２－６４５３
森設備工業所 東沖野二丁目５番７号 ０７４８－２３－２５８５
㈱泰建 東沖野三丁目６番７号 ０７４８－２０－２１６８
坂井水道工業㈱ 東沖野三丁目９番４号 ０７４８－２２－０３６８
㈱栄工業所 東沖野四丁目９番１号 ０７４８－２２－５８９０
㈲山内組 東沖野五丁目４番４号 ０７４８－２３－０８６４
村田土木 東沖野五丁目３７番４号 ０７４８－２３－６７１０
株式会社湖東総合システム 妙法寺町８６０番地２ ０７４８－２３－７２００
サイテック株式会社 沖野一丁目１番３７号 ０７４８－２３－２３６４
秀心設備工業 下羽田町４２４番地２ ０７４８－２４－２４７７
左官弘 尻無町１６４６番地３ ０７４８－２２－０２３５
ヒカリ設備 中羽田町３２７番地 ０５０－５８０１－２０６５
パイプマン 小脇町１２７６番地３１ ０９０－６０５１－７２３９

松吉商会 一式町３１０番地 ０７４８－２７－１３５４
伊藤建設㈱ 甲津畑町字中道８９３番地１ ０７４８－２７－１６１６
岡田設備 山上町２０９９番地 ０７４８－２７－２００２

■東近江市下水道排水設備指定工事店

（八日市地区）

（永源寺地区）



指定工事店名 所在地 電話番号
㈱日進 永源寺相谷町７４６番地１ ０７４８－２７－００７２
増田電気商会 山上町２０９２番地２ ０７４８－２７－０５２３
吉澤建設 永源寺高野町２８９番地 ０７４８－２７－０１８０
㈱紅葉建設 永源寺相谷町６３４番地 ０７４８－２７－０３３２

橋本電設機器 五個荘川並町５２２番地 ０７４８－４８－４４３３
和泉電工 五個荘川並町８００番地 ０７４８－４８－２３４１
中島工業所 五個荘日吉町５２３番地 ０７４８－４８－３２３６
西村電気商会 五個荘日吉町５５４番地１ ０７４８－４８－２３７７
中島商事㈱ 宮荘町６１番地５ ０７４８－４８－２３０１
㈱和晃 五個荘小幡町５５番地６ ０７４８－４８－３３２４
㈱長岡建設 五個荘竜田町７０７番地２ ０７４８－４８－５３７３
㈱前田谿㵎堂 五個荘小幡町８０１番地 ０７４８－４８－３１７６

土田建材株式会社 五個荘小幡町６８番地３０ ０７４８－４８－３６３６
前田益蔵商店 五個荘中町２０番地 ０７４８－４８－３４１１
旭鋼機㈱ 五個荘河曲町３４５番地 ０７４８－４８－２５９２

ムラヤマ工業 園町１００６番地 ０５０５－８０１－２９６８
㈲植田設備 愛東外町５８１－２番地 ０７４９－４６－１７４９
鈴村電気設備 鯰江町１１９９番地 ０７４９－４６－０７４８
㈲ニシカワ 鯰江町１４５番地７ ０７４９－４６－００２６
松野電機 上中野町９８１番地２ ０７４９－４６－００９９
安岡工務店 愛東外町６８８番地 ０７４９－４６－１１６０

㈲タカノ電気 祇園町３４８番地 ０７４９－４５－１７６０
角間設備㈲ 小八木町７７９番地 ０７４９－４５－１３９６
小川設備工業 小八木町１００６番地 ０７４９－４５－２１２１
山田設備 平松町８８３番地 ０７４９－４５－２８５４
㈱池田組 平松町８６３番地 ０７４９－４５－２４６３
モトキ電設 大沢町１９７ ０７４９－４５－３６３６
㈲三栄工業 中一色町７１６番地１ ０７４９－４５－１０６５
広田設備 勝堂町１１１３番地2 ０７４９－４５－８０９８
㈲中島電機 勝堂町２９８番地1 ０７４９－４５－１５５０
㈱山久 北清水町２４９番地 ０７４９－４５－０１２２
㈱ＡＵＣ 今在家町２３７番地 ０７４９－４７－２２２５
武田工業 平松町１５０９番地３ ０７４９－４５－１６１６
ダイタク設備 横溝町２１２３番地１２ ０５０－５８０１－３４３７
黄地電工㈱ 小田苅町１４８番地 ０７４９－４５－０１２５

伊藤設備 神郷町９３９番地３３ ０７４８－４２－６５４５
㈱大兼工務店 佐生町１５０番地 ０７４８－４２－１１５１
イシナオ㈱ 佐野町７２６番地１ ０７４８－４２－３８２３
能登川設備工業所 佐野町５８９番地１ ０７４８－４２－２３７４
湖栄設備工業所 佐野町８７４番地３ ０７４８－４２－７７５０
石井工務店 佐野町５３６番地６ ０７０－８４７０－９３１１
㈲杉浦電機 種町６６０番地４９ ０７４８－４２－５３０３
鎌倉電機商会 種町６４５番地１19 ０７４８－４２－５４１５
㈲田井中燃料住設 垣見町１５６２番地 ０７４８－４２－９８１１
三協㈱ 猪子町５８番地 ０７４８－４２－１１６１
㈲真和設備 猪子町６６番地 ０７４８－４２－３７３７
㈱タナベエナジー 伊庭町２９１番地２ ０７４８－４２－２０１４
㈲奥村エンジニアリング 伊庭町２１７３番地 ０７４８－４２－０６４２
㈲丸美工業 伊庭町１９４７番地 ０７４８－４２－０７１５
湖東設備 伊庭町２０４番地１１ ０７４８－４２－３６４５
田村工業 伊庭町２０４３番地 ０７４８－４２－１２１６
上谷設備 伊庭町１０９番地６ ０７４８－４２－１４２７
長谷川左官 伊庭町１９４５番地１ ０７４８－４２－１１８４
㈱小漆間工業 山路町３２２番地２ ０７４８－４２－９５００

（五個荘地区）

（愛東地区）

（湖東地区）

（能登川地区）



指定工事店名 所在地 電話番号
㈱水研設備 山路町７９２番地５ ０７４８－４２－０３０８
木下石油店 川南町１０７８番地 ０７４８－４２－１４５３
イフテック 乙女浜町４２６番地 ０７４８－４５－０１９１
㈲スポットクリミ 栗見新田町８５０番地１ ０７４８－４５－０４７７
クニ設備 栗見新田町７８５番地 ０７４８－４５－０３６１
長尾設備 きぬがさ町６５１番地 ０７４８－４２－０７２９
吉川電機商会 きぬがさ町１５１番地 ０７４８－４２－１７３３
フジサワ 佐生町６番地 ０７４８－２６－１３８７

臼井製材 鋳物師町９６５番地２ ０７４８－５５－０４５７
村井設備 蒲生大森町２６番地 ０７４８－５５－０４６４
レイテック 鈴町４７番地 ０７４８－５５－２０２４
竹原工業所 宮川町２４４番地９７ ０７４８－５５－３８１７
井口左官設備 宮川町６８８番地４０１ ０７４８－５５－５１０４
外越工業 宮川町２４４番地３１ ０７４８－５５－４３８８
㈱泰平組 市子殿町１６７番地 ０７４８－５５－１１８１
松﨑建設 市子松井町１６８番地４ ０７４８－５５－１４８０
坂本水道 平林町６３１番地 ０７４８－５５－１６２０
山口設備 石塔町１３９９番地７ ０７４８－５５－３２３２
リフォーム設計滋賀 石塔町56番地 ０８０－６１６２－３５１６
森設備工業 綺田町２１４番地10 ０７４８－５５－２６４０
㈲平井百貨店 川合町１５６９番地 ０７４８－５５－０８８８
㈱加藤組 川合町５９８番地２ ０７４８－５５－０３２４
設備 涼 宮川町６６７番地２０ ０７４８－２６－７５１９

田中工業㈱ 大津市一里山一丁目２４番１３号 ０７７－５４５－５８２２
㈲ウッディーアート 大津市一里山五丁目２２番６号 ０７７－５４７－５０５５
㈱日新設備 大津市大谷町１９番１２号 ０７７－５２２－１４８０
㈱角田設備 大津市衣川三丁目４番５６号 ０７７－５７３－１４５０
㈲スガイ設備工業 大津市丸の内町８番２０号 ０７７－５２２－０６４７
㈱大谷設備工業 大津市森二丁目６番１０号 ０７７－５４６－４８８８
㈲八茂工業 大津市本堅田二丁目７番３７号 ０７７－５７２－１３１３
㈲西常商店 大津市本堅田三丁目１１番２１号 ０７７－５７２－０３０１
㈲中島設備 大津市南郷三丁目７番１７号 ０７７－５３４－３２８７
奥村管工㈱ 大津市神領三丁目１４番７号 ０７７－５４５－１１６９
㈲滋賀総業 大津市羽栗一丁目１１番６号 ０７７－５４６－０８００
アマナエレン㈱ 大津市皇子が丘二丁目６番１３号 ０７７－５２２－５３６０
㈱幸栄 大津市下阪本一丁目１９番３号 ０７７－５７８－６７２５
中川設備 大津市仰木三丁目４番１７号 ０７７－５７３－０４５０
(有)広宣工業 大津市蓮池町５番２１号 ０７７－５２７－４１８０
ミナミダ 大津市野原郷1丁目４番８号 ０７７－５４８－３３９９

㈱ゆたか設備 近江八幡市安土町上豊浦９１８番４ ０７４８－４６－８０８０
辰井設備工業 近江八幡市池田本町９４８番地１３ ０７４８－３３－７４４０
株式会社ハヤタケ工業 近江八幡市円山町５７０番地 ０７４８－４３－１９７２
㈱アース 近江八幡市上田町１３４８番地 ０７４８－３７－００１３
㈱モトイ 近江八幡市上田町１２９０番地６ ０７４８－３７－７３７８
ツジソト㈱ 近江八幡市音羽町７番地１ ０７４８－３３－３２６１
志賀設備工業㈱ 近江八幡市桜宮町１６９番地 ０７４８－３３－６００２
㈱坂野設備工業 近江八幡市金剛寺町１０４番地９ ０７４８－２６－０８４３
㈱ウメテツ建設 近江八幡市十王町３４８番地２ ０７４８－３６－８０７１
長門産業㈲ 近江八幡市千僧供町１８６番地 ０７４８－３７－７０２７
㈱サンテック 近江八幡市出町１６８番地 ０７４８－３２－３２１２
㈱オギキチ 近江八幡市野村町２１５番地２ ０７４８－３４－８９９０
株式会社フナキ電・水設備 近江八幡市船木町１７５２番地１ ０７４８－３４－１０４４
㈱小島工業 近江八幡市牧町３６７番地２ ０７４８－３２－７８７８
㈲中田工務店 近江八幡市牧町１２００番地 ０７４８－３３－９３１４
滋賀プロパン㈱ 近江八幡市新町四丁目４２番地 ０７４８－３２－２０２７
長谷川工務店 近江八幡市安土町上豊浦１２５６番地 ０７４８－４６－２１７６

（蒲生地区）

（大津地区）

（近江八幡地区）



指定工事店名 所在地 電話番号
長谷川ポンプ工業所 近江八幡市安土町上豊浦１１７３番地 ０７４８－４６－２２４６
㈲ウシヤマ設備 近江八幡市安土町下豊浦７９４０番地１ ０７４８－４６－２９５１
井上左官工業 近江八幡市安土町東老蘇１６２２番地 ０７４８－４６－２５３３
藤井設備 近江八幡市安土町内野６９５番地 ０７４８－４６－３６５１
山脇設備 近江八幡市鷹飼町南４丁目５番２０ ０７４８－３４－３９９１
重野左官店 近江八幡市安土町常楽寺７６０番地 ０７４８－４６－３６２９
福井電気工業株式会社 近江八幡市北之庄町９１９番地３ ０７４８－３２－２６４０
上田設備 近江八幡市江頭町９４９番地４ ０７４８－３２－０７８０
斎藤住設 近江八幡市丸の内町４番地１ ０７４８－３６－８１１２
株式会社　ジェイプラス 近江八幡市鷹飼町北三丁目８番地７ＪＪＦビル０７４８－３1－１０３０
ウエスギ工業 近江八幡市篠原町一丁目７番地８ ０７４８－３２－２７８２
濵田設備工業 近江八幡市浅小井町６４７番地１ ０７４８－２６－６７６８
株式会社近江建設 近江八幡市中小森町８４６番地８ ０７４８－２８－０１１１
K's works 近江八幡市安土町西老蘇２６９番地７ ０７４８－２６－７６５８
和樂設備 近江八幡市安土町石寺１１８２番地 ０９０－８７５７－８３８４
マコト建設株式会社 近江八幡市友定町320番地1 ０７４８－３６－３０６６
新堂設備 近江八幡市北末町１－１ ０７４８－３６－３４７７

㈲ナカガワ 草津市川原町１４０番地の３ ０７７－５６２－４５１０
㈱井上水道工業所 草津市草津町１５１５番地６ ０７７－５６２－０９７６
㈱早瀬水道 草津市草津町２０１２番地 ０７７－５６２－２５９６
㈱山協 草津市草津町１４５８番地１ ０７７－５６３－５４１３
㈱山元水道 草津市下笠町１１６９番地 ０７７－５６８－５２２０
関西クリスタルサービス 草津市追分八丁目４番１０号 ０７７－５３２－４０８９
ヤマダ設備 草津市下笠町１４６７番地 ０７７－５６８－１６４６

㈱マツヤ 甲賀市甲南町竜法師７９２番地 ０７４８－８６－７５７７
松﨑管工 甲賀市甲南町池田１４７４番地３９ ０７４８－６０－６２４２
神山設備 甲賀市甲南町竜法師８５７番地２ ０７４８－８６－１１３０
上野電気工業 甲賀市土山町前野４９４番地 ０７４８－６７－０８１４
笠井設備工業 甲賀市土山町山女原４４１番地 ０７４８－６８－０１８１
㈲市田電設 甲賀市土山町大野４７９０番地 ０７４８－６７－０３１９
㈱福本設備 甲賀市水口町三本柳１０６番地 ０７４８－６２－２０９８
㈱テック・ウメモト 甲賀市水口町北脇３５２番地３ ０７４８－６２－５１７３
㈱市原建機 甲賀市水口町松尾１０１３番地１５３ ０７４８－６２－５３１４
ホームプラザ水口（株式会社ホームズ） 甲賀市水口町東名坂３０８番地 ０７４８－６２－５５２０
SGSB㈱ 甲賀市水口町酒人５５９番地 ０７４８－６２－０３８１
マルショウ外構 甲賀市水口町宇田８６４番地１３ ０７４８－６２－６２０１
中村管工 甲賀市水口町宇田８７４番地８ ０７４８－６２－７２１５
片山設営 甲賀市水口町山６２５番地４９ ０７４８－６３－０５０３
丸杉建設㈱ 甲賀市水口町新城６２５番地１００ ０７４８－６５－０１２８
甲賀電気設備㈱ 甲賀市甲賀町相模１９７番地 ０７４８－８８－５２０６
豊栄綜合建設 甲賀市信楽町神山１５９７番地 ０７４８－８２－２４５２
リーバード 甲賀市水口町山３９１９－１９６ ０７４８－６３－３５１０
慈照工業株式会社 甲賀市水口町今郷６３８番地の１ ０７４８－６２－８１７６
㈱ＴＯＭＩＤＡ 甲賀市水口町伴中山１３４１番地 ０７４８－６３－３８７５
しんこう地所 甲賀市水口町南林口１９番地２ ０７４８－６２－０３５０

ア・ア・ン　コーポレーション㈱ 湖南市朝国２６０番地 ０７４８－７２－０３５６
ＴＯＴＯリモデルサービス㈱滋賀営業所 湖南市朝国１番地 ０７４８－７２－１４０４
㈱オーレックス 湖南市石部北一丁目５番２１号 ０７４８－７７－２８２２
近江水道 湖南市石部北一丁目５番１８号 ０７４８－７７－２０７４
西村建設㈱ 湖南市中央三丁目１２番地 ０７４８－７２－１１２１
㈱奥村設備 湖南市針２２８番地１ ０７４８－７２－００７８
㈲共立空調 湖南市石部東三丁目７番地４８ ０７４８－７７－３６４３
㈲一宮設備 湖南市中央二丁目７３番地 ０７４８－７２－２３８９

マツムラ電器 彦根市稲枝町３１２番地２ ０７４９－４３－２３９５

（草津地区）

（甲賀地区）

（湖南地区）

（彦根地区）



指定工事店名 所在地 電話番号
㈱ほり 彦根市稲里町１６３２番地 ０７４９－４３－２１５１
㈲清水住宅設備 彦根市野田山町３８２番地１ ０７４９－２７－３１７３
㈱七福建設 彦根市野田山町８３３番地１ ０７４９－２６－６１６６
関西住設㈱ 彦根市大薮町３０３５番地 ０７４９－２２－２５９３
㈱ヨロキ・テクノス 彦根市大藪町７１５番地１３ ０７４９－２６－７５５５
㈱若松工務店 彦根市川瀬馬場町３３３番地 ０７４９－２８－１１６５
㈱勝田商会 彦根市京町一丁目３番１３号 ０７４９－２４－３２１１
一圓テクノス㈱ 彦根市小泉町７８番地の１０ ０７４９－２２－７９７４
㈱北庄 彦根市小泉町６７２番地５ ０７４９－２４－６５２３
杉本工業㈱ 彦根市極楽寺町１６６番地５ ０７４９－２８－３６３７
㈲ワイ・ケー・エム設備 彦根市後三条町２６３番地 ０７４９－２２－１４０７
西田電器商会　新海店 彦根市新海町１２５１番地 ０７４９－４３－４６０４
大喜鉄工㈱ 彦根市新海町１２８８番地 ０７４９－４３－２９３５
コジマ 彦根市新海町１032番地 ０７４９－２０－９６７８
佐野エンジニアリング 彦根市外町311-1 ０７４９－２６－８３０１
㈲シ・サクセス 彦根市高宮町３０８８番地１ ０７４９－２８－４６３５
丸橋建設㈱ 彦根市高宮町１３７番地１ ０７４９－２４－３７６０
㈱国領設備 彦根市田附町７１番地 ０７４９－４３－５７８５
福原設備 彦根市野良田町340-8-811 ０７４９－４３－３２１８
㈱コテラ 彦根市原町368番地1 ０７４９－２２－０８３３
徳真工業 彦根市中藪二丁目３-２１ ０７４９－２７－０２００
㈱スミダ商会 彦根市船町２番６号 ０７４９－２２－１０４７
北川産業㈱ 彦根市古沢町６８５番地 ０７４９－２３－３３０９
テラダ電設 彦根市松原二丁目12番16号 ０７４９－２２－８０４０
彦根鑿泉㈱ 彦根市森堂町１４７番地 ０７４９－２５－２３４５
㈲南エンジニアリング 彦根市清崎町７４９番地１ ０７４９－２８－４０５６
㈱ノセヨ 彦根市地蔵町１１２番地１ ０７４９－３０－２０３８
目加田住設 彦根市平田町１８５番地２６ ０７４９－２３－４６７３
イスミ工業 彦根市正法寺町１１０番地１７２ ０７４９－２０－１９１６
コジマテック 彦根市岡町１番地 ０７４９－２３－７８０６
サン電設工業 彦根市開出今町１５７３番地３０ ０７４９－２９－７５５８
喜多嘉和㈱ 彦根市古沢町６８５番地 ０７４９－２３－８８００
T．伊藤住設㈱ 彦根市古沢町５０２番地１ ０７４９－２３－１４０９
株式会社ハヤシ 彦根市高宮町１６０８番地１ ０７４９－２３－１１０１
株式会社ユニオン設備 彦根市外町４７番地１３ ０７４９－３０－９６６６
シバタ設備株式会社 彦根市田附町１４０７番地 ０７４９－４３－７０７７
ヒロセツ 彦根市芹川町１４５６番地８ ０９０－１４４５－７００３
㈱AI　SYSTEM 彦根市馬場二丁目６番３６号 ０７４９－２９－９０３０
株式会社ヒグチワークス 彦根市日夏町３６２４番地１ ０７４９－２８－７０３０
㈲広陽電機水道 彦根市須越町６８３番地 ０７４９－２５－５１２７

守山ガス器具センター住設㈱ 守山市吉身三丁目１５番１６号 ０７７－５８３－１３４７
㈱冨村設備 守山市吉身五丁目２番１０号 ０７７－５８３－３７９８
㈱田中水道 守山市播磨田町１２４０番地 ０７７－５８３－２０７４
㈱みずほ設備工業 守山市水保町１２７番地 ０７７－５８５－１４６２
㈲小山工業 守山市水保町５０３番地 ０７７－５８５－０３９２
㈱第一技研 守山市山賀町２４０番地３ ０７７－５８４－２２２９
東郷設備株式会社 守山市洲本町１４５９番地 ０７７－５８５－３８３１
㈱ハシモト 守山市守山六丁目１８番３３号 ０７７－５８２－４７５０
㈱エヌアール 守山市金森町１４０番地２０ ０７７－５８１－３２９５
今明水道株式会社 守山市笠原町９５３番地２ ０７７－５９８－１９０３
仁工業 守山市立入町１８番地６５ ０７７－５７６－９６００

㈱湖水設備 野洲市乙窪４２４番地10 ０７７－５８９－２２４７
㈱丸林設備 野洲市上屋１３８３番地５ ０７７－５８８－１７５９
三協高圧㈱ 野洲市小篠原２７０番地 ０７７－５８６－６０８８
コウシン住設 野洲市小篠原２５３６番地 090-8166-2213
㈱北中工業 野洲市小篠原２０９７番地３ ０７７－５８７－２１９３
株式会社シミズ設備 野洲市五之里１０８番地 ０７７－５８７－３５２４
㈱山本管工 野洲市冨波乙１１番地１ ０７７－５８７－２２５６

（守山地区）

（野洲地区）



指定工事店名 所在地 電話番号
森設工業 野洲市冨波甲８６２番地 ０７７－５８７－１７８６
㈱アブラサダ 野洲市永原４９１番地２ ０７７－５８７－０２４５
斉藤配管 野洲市三上２１８６番地５９ ０７７－５８８－２９５７
坂本油化㈱　野洲営業所 野洲市北野一丁目２３番地１０号 ０７７－５８７－３３２９
ナイスプラザニシモト 野洲市西川原２３８３番地 ０７７－５８９－２０３５
橋部工業 野洲市大篠原７０９番地 ０７７－５８８－２３４８
有限会社林工務店 野洲市小南１８４４ ０７７－５８７－１４１７
㈱乾設備工業 野洲市高木４８番地１ ０７７－５８７－２１０１
ワイズテック 野洲市大篠原２１２４番地 ０７７－５９９－１６７０

㈱夏山商店 栗東市下戸山１２３８番地１ ０７７－５５２－５５２２
㈲奥井水道 栗東市坊袋１４８番地１ ０７７－５５２－０４０１
株式会社山村設備 栗東市川辺６５５番地２１ ０７７－５５３－０４８０
㈱今井水道工業 栗東市安養寺八丁目３番12号 ０７７－５５２－６７７７

山崎建設㈲ 多賀町大字一円１番地１ ０７４９－４８－１１３５
㈱コザイ工業 多賀町大字久徳５３２番地 ０７４９－４８－０１８５
道明電機 多賀町富之尾２０３２番地２ ０７４９－４７－１８００

パナスコープきたがわ 豊郷町安食西９３１番地５ ０７４９－３５－２５３２
ヒロセ設備 豊郷町高野瀬２６９番地３５ ０７４９－３５－４６４７

㈲タナカ 甲良町尼子２０１３番地４ ０７４９－３８－２１８８
小川設備 甲良町大字法養寺１８５番地６ ０７４９－３８－３３２１
ＳＥ電設 甲良町大字尼子1929番地 ０７４９－３８－３９８０

基龍設備 愛荘町市６８４番地３ ０７４９－４２－４８６５
愛知電機工業㈱ 愛荘町愛知川１２６２番地 ０７４９－４２－３０８８
多喜建設 愛知郡愛荘町愛知川７０５番地４ ０７４９－４２－２５００
増田鉄工所 愛荘町沓掛５９１番地 ０７４９－４２－３３８４
大丸エナウィン㈱　滋賀支店 愛荘町長野３８０番地 ０７４９－４２－２４８０
辻野設備サービス 愛荘町川原８５０番地１ ０７４９－４２－３７９９
㈱湖東工業所 愛荘町安孫子２４９番地 ０７４９－３７－２８８３
金利水電㈱ 愛荘町安孫子７１０番地 ０７４９－３７－２２６５
㈲山本設備工業 愛荘町安孫子２４０番地 ０７４９－３７－３６５４
㈲西村設備 愛荘町島川１１０５番地 ０７４９－４２－２９６１
㈱八木電機 愛荘町下八木８４番地１ ０７４９－４２－２２２０
住宅設備ノノムラ 愛荘町南野々目１１６番地１ ０７４９－４２－２９４１
㈲前川電気工業 愛荘町目加田１００７番地 ０７４９－３７－３７２８
㈲ウエスト設備 愛荘町斧磨１５６１番地 ０７４９－３７－４０７１
ワイツー電設 愛荘町松尾寺１０３４番地 ０７４９－３７－２４２５
㈱山徳建設 愛荘町常安寺７８４番地 ０７４９－３７－４５６８
堤設備商会 愛荘町目加田９４１番地 ０７４９－３７－２３２５
辻設備 愛知郡愛荘町矢守１２０番地 ０７４９－４２－４１８７
タケイチ工業 愛知郡愛荘町軽野乙３１６番地１３ ０７４９－２０－４９３８

稲垣工業 日野町上駒月１２８７番地 ０７４８－５３－３０３２
㈲大堀機鋼 日野町内池３３４番地２ ０７４８－５２－０２５９
竹村管工 日野町小井口６４番地４０ ０７４８－５３－２２８５
㈱今井工業 日野町大字里口１８番地 ０７４８－５２－２４５８
佐野設備工業 日野町中之郷６７１番地 ０７４８－５２－２６９５
㈱ヒロセ 日野町松尾９６０番地１ ０７４８－５２－０９４３
㈲住拓工業 日野町松尾三丁目２６番地 ０７４８－５２－１６８８
㈱日映日野 日野町大字大窪８１5番地 ０７４８－５３－３９４１
岸村電器商会 日野町大字上駒月１２８２番地 ０７４８－５２－１４３３
㈱みずほ 日野町別所１９５番地 ０７４８－５２－８８００

（栗東地区）

（多賀地区）

（豊郷地区）

（甲良地区）

（愛荘地区）

（日野地区）



指定工事店名 所在地 電話番号
白井水道設備 日野町深山口７２６番地 ０７４８－５３－３５８４

㈱西村設備工業 竜王町橋本４５６番地 ０７４８－５８－０７１１
㈱村田管工 竜王町大字林８０８番地 ０７４８－５７－０３８４
㈱中嶋工業 竜王町大字林３６５番地１ ０７４８－５７－８０５７
㈱岡山建設 竜王町山之上5205番地 ０７４８－５７－０４６１
村井建設㈱ 竜王町大字岡屋１２２３番地 ０７４８－５８－２２４４
㈱沢井建設 竜王町大字綾戸５３９番地 ０７４８－５７－０１０８
㈱シマダ 竜王町大字林小口２４６番地３ ０７４８－５８－１０５５
大豊設備工業 竜王町西横関７３５番地 ０９０－２５９０－８９０８

衛生設備工事兼田 高島市鴨３１５０番地２９ ０７４０－３６－１５１０
石田設備 高島市勝野１８０１番地３ ０７４０－３６－０６９４

中川工業 長浜市相撲町１３４７番地４ ０７４９－６４－１５７１
川瀬産商㈱ 長浜市勝町１１３番地の１ ０７４９－６２－０２８４
上屋設備 長浜市平方町６３５番地１ ０７４９－６５－４３４８
㈱ウェルビー滋賀 長浜市加納町６６０番８ ０７４９－６２－２３４５
㈱湖北製作所 長浜市湖北町海老江５５０番地 ０７４９－７９－０５１１
光和設備 長浜市室町２７０番地３ ０７４９－６３－８１２０
(有)小森設備工業 長浜市高月町柏原１３５７番地１ ０７４９－８５－４５０６
吉田設備 長浜市湖北町速水１６６５番地４ ０９０－１６７０－３７７０
中川電設 長浜市安養寺町７６１番地 ０７４９－５０－３７２３
株式会社三和開発 長浜市三和町３番２５号 ０７４９－６３－５７０９
(有)伊藤ポンプ工業所 長浜市永久寺町１２２２番地１ ０７４９－６３－０３７４
吉原設備工業 長浜市西上坂町１２２８番地１ ０７４９－６３－８８４６

西山建設㈲ 米原市梅ヶ原８２７番地 ０７４９－５２－０２２５
㈲清水エンジニアリング 米原市番場１７９４番地４ ０７４９－５４－０４８４
創流 米原市磯１２９８番地３ ０７４９－５２－０９４５

（高島地区）

（長浜地区）

（米原地区）

（県内に営業所等あり）

（竜王地区）


