竜王町下水道指定工事店一覧表
（順不同）

令和２年９月1日現在
会社名

住所

電話番号

株式会社 村田管工

滋賀県蒲生郡竜王町大字林８０８番地

0748-57-0384

三貴設備工業 株式会社

滋賀県湖南市三雲１２０番地５

0748-72-2462

島村電気商会

滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋１４１３番地

0748-58-0670

株式会社 沢井建設

滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸５３９番地

0748-57-0108

浅原工業 株式会社

滋賀県近江八幡市東川町１４９番地

0748-37-3456

株式会社 西村設備工業

滋賀県蒲生郡竜王町大字橋本４５６番地

0748-58-0711

ｱ･ｱ･ﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 株式会社

滋賀県湖南市朝国２６０番地

0748-72-0356

株式会社 江成建設

滋賀県蒲生郡竜王町大字西川７０１番地の１

0748-58-1400

株式会社 シマダ

滋賀県蒲生郡竜王町大字小口２４６番地の３

0748-58-1055

村井建設 株式会社

滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋１２２３番地

0748-58-2244

エムワイティー

滋賀県蒲生郡竜王町大字小口２５２番地

0748-58-2919

株式会社 ヤマタケ創建

滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上３２７６番地

0748-57-1100

弥生電研

滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上３３８７番地

0748-57-0990

株式会社 アース

滋賀県近江八幡市上田町１３４８番地

0748-37-0013

ﾎｰﾑｴﾝｼﾞﾆｱｻｰﾋﾞｽ・タマモト

滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡１１７１番地

0748-58-0332

株式会社 オギキチ

滋賀県近江八幡市野村町２１５番地の２

0748-34-8990

株式会社 北中工業

滋賀県野洲市小篠原２０９７番地３

077-587-2193

株式会社 ライフテックミツダ

滋賀県東近江市今堀町６２１番地の１

0748-23-0667

坂井水道工業 株式会社

滋賀県東近江市東沖野三丁目９番４号

0748-22-0368

株式会社 ウメテツ建設

滋賀県近江八幡市十王町３４８番地の２

0748-36-8071

株式会社 ニシデン

滋賀県東近江市沖野三丁目８番３１号

0748-25-1929

会社名

住所

電話番号

美松電気 株式会社

滋賀県湖南市平松北二丁目３番地

0748-72-3240

株式会社 第一技研

滋賀県守山市山賀町２４０番地の３

077-584-2229

株式会社 早瀬水道

滋賀県草津市草津町２０１２番地

077-562-2596

奥村管工 株式会社

滋賀県大津市神領三丁目１４番７号

077-545-1169

ツジソト 株式会社

滋賀県近江八幡市音羽町７番地の１

0748-33-3261

冨村設備

滋賀県守山市吉身６丁目４番36号

077-583-3798

株式会社 クリーン・テック滋賀

滋賀県近江八幡市加茂町３６５１番地１１

0748-34-6217

有限会社 平井百貨店

滋賀県東近江市川合町１５６９番地

0748-55-0888

株式会社 中嶋工業

滋賀県蒲生郡竜王町大字林３６５番地１

0748-57-8057

TOTOリモデルサービス株式会社

滋賀県湖南市朝国１番地

0748-72-1404

株式会社 乾設備工業

滋賀県近江八幡市土田町１０４０番地

077-587-2101

株式会社 福本設備

滋賀県甲賀市水口町三本柳１０６番地

0748-62-2098

西村建設 株式会社

滋賀県湖南市中央三丁目１２番地

0748-72-1121

有限会社 小山工業

滋賀県守山市水保町５０３番地

077-585-0392

株式会社 岡山建設

滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上５２０５番地

0748-57-0461

株式会社 コテラ

滋賀県彦根市原町３６８番地１

0749-22-0833

有限会社 一宮設備

滋賀県湖南市中央２丁目７３番地

0748-72-2389

有限会社 ウッディーアート

滋賀県大津市一里山五丁目２２番６号

077-547-5055

株式会社 オーレックス

滋賀県湖南市石部北一丁目５番２１号

0748-77-2822

チシロ設備

滋賀県湖南市平松２４２番地

0748-72-8200

株式会社 アブラサダ

滋賀県野洲市永原４９１番地の２

077-587-0245

辰井設備工業

滋賀県近江八幡市池田本町９４８番地１３

0748-33-7440

会社名

住所

電話番号

一圓テクノス 株式会社

滋賀県彦根市小泉町７８番地の１０

0749-22-7974

株式会社 シミズ設備

滋賀県野洲市五之里１０８番地

077-587-3524

三﨑設備

滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋１２９１番地

0748-58-0848

株式会社 田中水道

滋賀県守山市播磨田町１２４０番地

077-583-2074

志賀設備工業 株式会社

滋賀県近江八幡市桜宮町１６９番地

0748-33-6002

守山ガス器具センター住設 株式会社

滋賀県守山市吉身三丁目１５番１６号

077-583-1347

三協高圧 株式会社

滋賀県野洲市小篠原２７０番地

077-586-6088

有限会社 住拓工業

滋賀県蒲生郡日野町松尾三丁目２６番地

0748-52-1688

梅谷設備工業所

滋賀県東近江市沖野一丁目６番１４号

0748-22-0293

株式会社 水谷工業

滋賀県東近江市市辺町２６２０番地３６

0748-20-5950

井口左官設備

滋賀県東近江市宮川町６８８番地４０１

0748-55-5104

有限会社 奥井水道

滋賀県栗東市坊袋１４８番地１

077-552-0401

イシナオ株式会社

滋賀県東近江市佐野町７２６番地１

0748-42-3823

株式会社 奥村設備

滋賀県湖南市針２２８番地１

0748-72-0078

株式会社 角田設備

滋賀県大津市衣川三丁目４番５６号

077-579-1450

株式会社 山本管工

滋賀県野洲市冨波乙１１番地１

077-587-2256

長門産業有限会社

滋賀県近江八幡市千僧供町１８６番地

0748-37-7027

株式会社 水研設備

滋賀県東近江市山路町７９２番地５

0748-42-0308

有限会社 パイオニア設備工業

滋賀県大津市千町一丁目１９番１９号

077-534-2961

ホームプラザ八幡（株式会社 ホームズ） 滋賀県近江八幡市鷹飼町４５５番地９

0748-33-7111

甲賀電気設備 株式会社

滋賀県甲賀市甲賀町相模１９７番地

0748-88-5206

有限会社 林工務店

滋賀県野洲市小南１８４４番地

077-587-1417

会社名

住所

電話番号

村防工業 株式会社

滋賀県東近江市上平木町１８５０番地１

0748-22-6611

株式会社 坂野設備工業

滋賀県近江八幡市金剛寺町１０４番地９

0748-26-0843

株式会社 湖北製作所

滋賀県長浜市湖北町海老江５５０番地

0749-79-0511

有限会社 ハラダ設備

滋賀県野洲市井口５７２番地

077-589-3001

滋賀設備 株式会社

滋賀県甲賀市水口町酒人５５９番地

0748-62-0381

有限会社 伊東商店

滋賀県近江八幡市玉木町一丁目５番地の１

0748-32-2537

斉藤配管

滋賀県野洲市三上２１８６番地５９

077-588-2957

株式会社 湖水設備

滋賀県野洲市乙窪４２４－１０

077-589-2247

有限会社 ユーテック

滋賀県東近江市小脇町１３５４番地

0748-22-5759

株式会社 丸林設備

滋賀県野洲市上屋１３８３番地５

077-588-1759

有限会社 八茂工業

滋賀県大津市本堅田二丁目７番３７号

077-572-1313

ＫＯＫＯＲＯ住設

滋賀県東近江市沖野一丁目２-３３

0748-22-5053

上谷設備

滋賀県東近江市伊庭町１０９番地６

0748-42-1427

岡田設備

滋賀県東近江市山上町２０９９番地

0748-27-2002

大喜鉄工株式会社

滋賀県彦根市新海町１２８８番地

0749-43-2935

有限会社中島設備

滋賀県大津市南郷三丁目７番１７号

077-534-3287

豊栄綜合建設

滋賀県甲賀市信楽町神山１５９７番地

0748-82-2452

有限会社 西村設備

滋賀県愛知郡愛荘町島川１１０５番地

0749-42-2961

田中建築

滋賀県蒲生郡竜王町大字山之上２１７８番地

0748-57-0028

株式会社 ゆたか設備

滋賀県近江八幡市安土町上豊浦９１８番４

0748-46-8080

有限会社 ウシヤマ設備

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦633番１

0748-46-2951

株式会社 湖東工業所

滋賀県愛知郡愛荘町安孫子２４９番地

0749-37-2883

会社名

住所

電話番号

株式会社 今井工業

滋賀県蒲生郡日野町大字里口１８番地

0748-52-2458

株式会社 大谷設備工業

滋賀県大津市森二丁目６番１０号

077-546-4888

ミナミダ

滋賀県大津市野郷原一丁目４番８号

077-548-3399

コウロギ設備株式会社

滋賀県草津市青地町１０９番地２

077-566-3205

株式会社 サトウ

滋賀県東近江市小脇町１２７６番地２

0748-24-2350

今明水道 株式会社

滋賀県守山市今浜町５０５７番地２

077-583-1289

北川産業 株式会社

滋賀県彦根市古沢町６８５番地

0749-23-3309

川口設計管理事務所

滋賀県東近江市小脇町１６１８番地

0748-23-0788

有限会社 滋賀総業

滋賀県大津市羽栗一丁目１１番６号

077-546-0800

株式会社 畑中技研

滋賀県蒲生郡竜王町大字鵜川３５９番地

0748-58-0485

株式会社 内田設備工業

滋賀県大津市大江７丁目９番９号

077-545-4390

株式会社 日吉

滋賀県近江八幡市北之庄町９０８番地

0748-32-5111

株式会社 ＡＵＣ

滋賀県東近江市今在家町６０２番地１

0749-47-2225

山脇設備

滋賀県近江八幡市鷹飼町南４丁目５番２０

0748-34-3991

株式会社 夏山商店

滋賀県栗東市下戸山１２３８番地１

077-552-5522

竹村管工

滋賀県蒲生郡日野町小井口６４－４０

0748-53-2285

湖栄設備工業所

滋賀県東近江市佐野町６６１番地

0748-42-7750

坂本水道

滋賀県東近江市平林町６３１番地

0748-55-1620

ナイスプラザニシモト

滋賀県野洲市西河原２３８３番地

077-589-2035

株式会社 丸屋建設

滋賀県栗東市辻４７４番地２

077-552-4394

神山設備

滋賀県甲賀市甲南町竜法師８５７－２

0748-86-1130

有限会社 清水エンジニアリング

滋賀県米原市番場１７９４－４

0749-54-0484

会社名

住所

電話番号

山尚工務店

滋賀県近江八幡市東川町５０２番地

0748-38-1214

広田設備

滋賀県東近江市勝堂町１１１３－２

0749-45-8098

中川設備

滋賀県大津市仰木三丁目４番１７号

077-573-0450

株式会社 エヌアール

滋賀県守山市金森町１４０番地２０

077-581-3295

片山設営

滋賀県甲賀市水口町山６２５番地４９

0748-63-0503

上田設備

滋賀県近江八幡市江頭町９４９番地４

0748-32-0780

株式会社 日新設備

滋賀県大津市大谷町１９番１２号

077-522-1480

株式会社 ハシモト

滋賀県守山市守山６丁目１８番地３３号

077-582-4750

森設備工業所

滋賀県東近江市東沖野２丁目５－７

0748-23-2585

藤井設備

滋賀県近江八幡市安土町内野６９５番地

0748-46-3651

株式会社 幸栄

滋賀県大津市下阪本一丁目１９番３号

077-578-6725

有限会社 杉浦電機

滋賀県東近江市種町６６０－４９

0748-42-5303

有限会社 植田設備

滋賀県東近江市愛東外町５８１-２

0749-46-1749

大豊設備工業

滋賀県蒲生郡竜王町西横関７３５番地

0748-58-0869

SE電設

滋賀県犬上郡甲良町尼子１９２９番地

0749-38-3980

浅野設備

滋賀県東近江市柴原南町９１８番地

0748-23-7134

リーバート

滋賀県甲賀市水口町山３９１９番地１９６

0748-63-3510

株式会社 ヨロキ・テクノス

滋賀県彦根市大薮町７１５番地１３

0749-35-2220

アビコ設備

滋賀県草津市青地町１１３番地４

077-562-5347

東郷設備株式会社

滋賀県守山市洲本町１４５９番地

077-585-3831

有限会社三洋工業 大津営業所

滋賀県大津市坂本五丁目２０番３号

077-577-2081

上屋設備

滋賀県長浜市平方町６３５番地１

0749-65-4348

会社名

住所

電話番号

株式会社勝田商会

滋賀県彦根市京町１丁目３番１３号

0749-24-3211

仁工業

滋賀県守山市立入町１８番地６５

077-576-9600

株式会社みずほ

滋賀県蒲生郡日野町別所１９５番地

0748-52-8800

有限会社 西常商店

滋賀県大津市本堅田三丁目11番21号

077-572-0301

稲垣工業

滋賀県蒲生郡日野町上駒月1287 番地

0748-53-3032

竹原工業所

滋賀県東近江市宮川町244-97

0748-55-3817

秀心設備工業

滋賀県東近江市下羽田町424番地２

0748-24-2477

株式会社 北庄

滋賀県彦根市小泉町672番地５

0749-24-6523

石田設備

滋賀県高島市勝野1801番地３

0740-36-0694

株式会社ノセヨ

滋賀県彦根市地蔵町112番地１

0749-30-2038

