
＜市 外 １＞
（知多地区）

半田市指定給水装置工事事業者一覧表 令和5年3月27日現在

地区 指 定 工 事 店 名 住 所 電 話 番 号
知多 ㈱伊波設備 阿久比町宮津字西森下7-3 (0569) ４８－４３０２
知多 ㈲浪岡設備 阿久比町横松字前田15-1 (0569) ４８－１６２５
知多 ㈱マルヤマ 阿久比町草木字伯父ケ脇5 (0569) ４８－０９２７
知多 ㈲山本水道設備 阿久比町板山字比沙田58-1 (0569) ４８－０７９７
知多 富士管工 常滑市保示町4-87 (0569) ３４－２４１６
知多 ㈲松田工務店 常滑市苅屋町6-96 (0569) ３４－７６６１
知多 ㈲菅野設備工業 常滑市蒲池町5-10-1 (0569) ４３－８３３２
知多 ㈲丸孝管工 常滑市金山字石田32 (0569) ４２－２３６１
知多 ㈱知多ホーム 常滑市新開町3-30 村上ビル3F (0569) ３４－８１８７
知多 茶山設備工業 常滑市字萱苅口7-9 (0569) ２２－９９９０
知多 ㈱桶槽 常滑市大野町9－112 (0569) ４２－１３２２
知多 ㈲早川ポンプ店 常滑市大野町2－220 (0569) ４２－０５７５
知多 ㈱光栄設備 大府市横根町箕手146-14 (0562) ４８－３３４４
知多 新生 大府市半月町３－４１ (0562) ８５－２１２５
知多 ㈲巧 大府市北山町4-152-102 (0562) ５７－５７３０
知多 阿南設備 知多市巽が丘4-336 (0562) ７７－５２９２
知多 ㈱佐藤実業 知多市岡田字海渡66 (0562) ５５－３２３１
知多 ㈱たつみ 知多市南巽が丘2-193 (0562) ３４－９２０３
知多 ㈱阿知波設備 知多市梅が丘1-18 (0562) ５５－２５６９
知多 タッグジャパン㈱ 知多市清水が丘1-908-3 (0562) ５１－１４６７
知多 東海ガス㈱ 知多市八幡字荒古前33-1 (0562) ３３－５１６８
知多 ㈱村瀬組 知多市八幡字堀切57 (0562) ３３－２５１１
知多 中川設備工業㈱ 東浦町大字緒川字西釜池5-15 (0562) ３４－９２３２
知多 ㈲セイワ設備工業 東浦町大字生路字西畑13-1 (0562) ８４－４８０７
知多 ㈱にいみ電気 東浦町大字藤江字大坪48-27 (0562) ８３－２３６６
知多 東福瓦斯興業㈱ 東海市加木屋町大清水558 (0562) ３４－９１１８
知多 東福ｶﾞｽ住設㈲ 東海市加木屋町大清水558 (0562) ３４－５２７６
知多 武一㈱ 東海市加木屋町石田1－2 (0562) ３３－２１１１
知多 ㈱日東土木 東海市中央町5－24 (052) ６０３－２５０１
知多 ㈱板倉設備 東海市養父町里中９－１ (0562) ３３－２３８３
知多 ㈲竹本設備 南知多町大字豊丘字大深135 (0569) ６５－０６４８
知多 ㈲管友 美浜町大字野間字冨具崎192 (0569) ８７ー０６３１
知多 大崎設備 美浜町美浜緑苑3-21-12 (0569) ８８－６５１０
知多 ㈱大宗設備 美浜町大字奥田字海道田126-2 (0569) ８７－３０２２
知多 ㈲服部建設工業 美浜町大字豊丘字郷島64-1 (0569) ８２－３２３４
知多 石黒建工㈱ 武豊町平井2-55 (0569) ７２－６１０５
知多 磯部水道 武豊町字中狭22 ｱﾐﾃｨ中狭102 (0569) ７３－８７８３
知多 大岩水道 武豊町字向陽5-38 (0569) ７４－１０７７
知多 小林水道設備㈱ 武豊町字山起85-2 (0569) ８９－８０７３
知多 ㈲トータルサービス 武豊町字中根2-58 (0569) ７２－４９９０
知多 ㈲三井商店 武豊町字天神前2-107 (0569) ７２－１８８６
知多 ヤマシゲ水道設備 武豊町二ケ崎2-28 (0569) ７３－６０９３



＜市 外 ２＞
（三河・尾張地区）

半田市指定給水装置工事事業者一覧表 令和5年4月26日現在

地区 指 定 工 事 店 名 住 所 電 話 番 号
三河 ㈱畔柳組 岡崎市羽根町字中田5-11 (0564) ５１－４４０５
三河 アオイ設備工業 株式会社 岡崎市美合新町6 (0564) ５２－２２２８
三河 ㈲タカス水道設備 岡崎市福岡町字毘沙門75-10 (0564) ５２－５７８６
三河 ㈱タマサエンジニア 岡崎市美合町入込59-2 (0564) ５７－８９７０
三河 ㈱三河設備 岡崎市滝町字根張沢48-3 (0564) ２７－７０８０
三河 ㈲伊藤設備工業 高浜市八幡町5-9-2 (0566) ５３－１０９５
三河 岩瀬工業㈱ 西尾市一色町一色乾地176 (0563) ７２－８３６７
三河 ㈱加藤工務店 西尾市一色町対米九郎左28 (0563) ７２－８１５９
三河 ㈱オケスエ 西尾市住吉町4－12 (0563） ５６－３０２０
三河 ㈱アイラス 西尾市寺部町田中67-1 (0563） ６２－３３７９
三河 大浜燃料㈱ 碧南市港本町4-21 (0566) ４１－２６６６
三河 ㈱長谷川設備工業 碧南市中後町1-47 (0566) ４２－１１９０
三河 ㈱長谷基業 碧南市西浜町1-46 (0566) ４１－０７２７
三河 ㈲ＣＡＣ 豊田市越戸町梅盛1-７ (0565) ４４－２１００
尾張 ㈱タツダ 愛西市戸倉町中屋敷39-2 (0567) ２８－３３３２
尾張 (有)まるば工業白退社 あま市七宝町遠島大切戸1484-6 (052) ４４２－７８２０
尾張 アスカ設備㈱ 海部郡大治町砂子山ノ前763-1 (052)  ４４４－３３８３
尾張 ㈲岡田工業 海部郡蟹江町学戸4-6 (0567) ９５－８６８３
尾張 ㈱ヤママ住設 小牧市東田中南新田1600-１ (0568) ７７－６９８５
尾張 (有)平川工業所 瀬戸市はぎの台1-37 (0561) ４８－２５７８
尾張 善勝㈲ 津島市元寺町2-40 (0567) ２２－５２００
尾張 ㈱菅原設備 津島市元寺町3-21-2 (0567) ２４－１７４３
尾張 ㈱山新設備 津島市唐臼町西島33 (0567) ３１－０４２７
尾張 ㈱光設備 津島市神守町下町131-1 (0567)  ３１－７６６２
尾張 ㈱ウォーター工業 豊明市沓掛町金山5 (0562) ９１－３６６７
尾張 ㈱浜島設備工業所 豊明市栄町上ノ山84-35 (0562) ９７－１５４０



＜市 外 ３＞
（名古屋地区）

半田市指定給水装置工事事業者一覧表 令和4年11月14日現在

地区 指 定 工 事 店 名 住 所 電 話 番 号
尾張 ㈱Good performance 名古屋市港区小碓2-176 (052) ３５５－８３１６
尾張 ㈲中川メンテナンスサービス 名古屋市港区須成町1-1 (052) ６６５－２７８８
尾張 ㈱パイプマン名古屋 名古屋市港区六軒家1431 (052) ３９８－５２２５
尾張 GROWTH 株式会社 名古屋市守山区小幡太田15-20 (052) ７９７－９１８８
尾張 積和建設中部㈱ 名古屋市守山区四軒家2-609 (052) ７７２－２４１１
尾張 ㈲富田設備 名古屋市守山区新守西2003 (052) ７９１－４６７６
尾張 ㈱フジコー 名古屋市瑞穂区洲山町1-57-1 (052) ８５３－２７１７
尾張 ㈱レックスコーポレーション 名古屋市瑞穂区中山町3-13 (052) ８４１－１３８２
尾張 協立設備工業㈱ 名古屋市千種区高見1-18-9 (052) ７５１－２００４
尾張 ㈱三東 名古屋市千種区桜が丘226 (052) ７８２－２３２２
尾張 ㈱前田工業 名古屋市千種区天満通2-8 (052) ７２１－５３６８
尾張 ㈱愛知テクノス 名古屋市中区錦3-10-14 (052) ２１１－７７２７
尾張 ㈱ミニミニハウジング 名古屋市中区錦3-16-27 (052) ９７３－０１０１
尾張 コニックス㈱ 名古屋市中村区太閤4-6-22 (0566) ７７－３８３８
尾張 ㈱エイト 名古屋市中川区横前町58 (052) ４６２－９９５０
尾張 ㈲ハウスメイクタカギ 名古屋市天白区高島2-1603 (052) ６２７－６０５０
尾張 中衛工業㈱ 名古屋市南区鶴里町3－11 (052) ８１１－８１１１
尾張 アイチＥＣＯプロ株式会社 名古屋市南区本星崎町大道392-1 (052) ６９３－９２１１
尾張 ＤＡＩＳＵＩ㈱ 名古屋市熱田区古新町2-91 (052) ６８１－２７１８
尾張 ニッカホーム中部㈱ 名古屋市緑区相原郷1-2609 (052） ８９９－３５８０
尾張 ㈱イースマイル中部支店 名古屋市緑区東神の倉3-531 (052) ８７６－７０５５
尾張 ㈱エブリデイピープル 名古屋市名東区一社3-138 (052) ７４７－５５１２


