
工事店名 郵便番号 住         所 電話番号 工事店名 郵便番号 住         所 電話番号

ア 秋山設備 〒709-4323 勝央町黒坂1060 0868-38-3744 タ 高橋設備 〒708-0842 津山市河辺1221-2 0868-26-1881

（株）芦田建設 〒708-1325 奈義町滝本49 0868-36-2660 （株）高橋ﾎﾟﾝﾌﾟ設備工業 〒708-1126 津山市押入566-1 0868-26-1663

（株）アズマ設備 〒707-0113 美作市真加部319-1 0868-77-1601 （有）田淵管工 〒708-0012 津山市下田邑489 0868-28-1144

安藤設備 〒709-4613 津山市宮尾1183-8 0868-57-9222 （有）津山技研空調 〒708-0814 津山市東一宮1233-3 0868-27-7177

(株)イーテック 〒708-1205 津山市新野東958 0868-36-2144 （有）津山興産 〒709-4302 勝央町河原726-2 0868-38-4619

石川電制（株） 〒709-4311 勝央町岡10-10 0868-38-5672 津山設備（株） 〒708-0001 津山市小原281-1 0868-24-5550

（有）イマダ 〒707-0025 美作市栄町45 0868-72-0253 津山サービス(株) 〒708-0002 津山市上河原232-16 0868-22-6569

（本社）イワタニ山陽(株) 〒739-0321 広島市安芸区中野1-7-2 082-893-3055 土井設備 〒708-1215 津山市杉宮329 0868-29-2371

(営業所)イワタニ山陽(株)津山支店 〒708-0841 津山市川崎1965-1 0868-26-9883 東部水道工業（株） 〒708-0841 津山市川崎554-26 0868-26-1718

（株）エーアンドエム 〒708-1307 奈義町高円1920-1 0868-36-2011 （株）トーコー工業所 〒719-3121 真庭市上河内136-1 0867-55-2116

（株）エコプランニング 〒708-1325 奈義町滝本280 0868-36-5542 トミデン 〒708-1305 奈義町行方118-2 0868-36-2453

（有）大内電器 〒708-1325 奈義町滝本1614 0868-36-5158 ナ （株）和企画 〒708-0007 津山市総社2-2 0868-32-8753

（有）大谷工業 〒709-4316 勝央町勝間田735-1 0868-38-2002 （株）中島設備 〒708-1123 津山市下高倉西823-4 0868-29-1490

大原建設（有） 〒707-0417 美作市下町184 0868-78-3332 （有）中塚電器 〒708-0842 津山市河辺1035-5 0868-26-1828

岡本電気水道工事（株） 〒707-0036 美作市北原73-5 0868-72-1314 （株）中村水道サービス 〒700-0847 岡山市北区山科町70-6 086-201-0559

カ 影山水道 〒708-0843 津山市国分寺439-17 0868-35-0247 （有）西本電気工事 〒707-0045 美作市巨勢700-3 0868-72-4910

（有）カネサダ設備 〒717-0024 真庭市月田2015-1 0867-44-2657 ハ （有）ハナフサ工業 〒709-0832 赤磐市正崎1021 086-955-5471

（有）岸元建設 〒709-4303 勝央町豊久田1525 0868-38-4392 はちまる設備 〒708-1543 美咲町書副650-2 0868-64-7480

（株）衣笠電水工業 〒707-0025 美作市栄町124-1 0868-72-1433 （有）春名材木店 〒707-0412 美作市古町1359-1 0868-78-3776

絹田建設（株） 〒707-0121 美作市長谷内235 0868-77-0564 ハルナ設備 〒707-0021 美作市楢原中558-1 0868-72-3770

清原電気水道工業（株） 〒708-0854 津山市中原65-1 0868-26-4931 ハレルヤ建設 〒709-4316 勝央町勝間田90-4 0868-38-3338

共栄建設(株) 〒708-1115 津山市河辺1376-1 0868-35-3338 美北建設（株） 〒709-3912 津山市加茂町河井95-2 0868-42-3154

(本社)(株)クラシアン 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-2-1 045-473-8181 (株)平田工業 〒708-1212 津山市安井242-3 0868-29-7857

(営業所)(株)クラシアン岡山支店 〒700-0973 岡山市南区下中野1421-1 086-245-6471 （株）平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 〒708-1212 津山市安井287 0868-29-1406

（有）このは 〒709-3712 美咲町金堀82-2 0868-66-7180 （株）船倉建設工業 〒710-0038 倉敷市新田2477-1 086-425-1132

サ サカテ設備 〒708-0883 津山市一方677-7 0868-24-4715 マ 真加部建設（株） 〒707-0113 美作市真加部300 0868-77-0230

坂本建設（株） 〒708-0845 津山市日上62-1 0868-26-1590 松岡設備 〒708-0002 津山市上河原403-1 0868-31-2557

作州電器　勝央店 〒709-4334 勝央町平230-1 0868-38-2188 （有）松本防災工業 〒708-0862 津山市横山583-3 0868-32-1788

佐藤建設（株） 〒709-4316 勝央町勝間田225-5 0868-38-5188 （株）マルセツ工業 〒708-0801 津山市上横野593-3 0868-27-3156

（株）佐保建設 〒709-4316 勝央町勝間田733-1 0868-38-5363 水島建設（株） 〒709-4335 勝央町植月中2830-2 0868-38-5168

山陽技研（株） 〒700-0941 岡山市北区青江4-8-1 086-231-0248 水島工業（株） 〒709-4331 勝央町植月北2747-10 0868-38-3261

システムアップ 〒708-0842 津山市河辺1345-1 0868-32-9022 水島総合設備 〒708-1117 津山市草加部796-2 0868-29-3244

(株)清水管工 〒708-0843 津山市国分寺899-3 0868-32-8813 水島土建（株） 〒709-4314 勝央町東吉田43-2 0868-38-4158

勝栄サービス 〒709-4313 勝央町小矢田928 0868-38-1108 道田工業 〒708-1222 津山市西中936-2 0868-36-5487

（有）勝南建設 〒709-4316 勝央町勝間田763-14 0868-38-3369 三菱電機システムサービス（株）中四国支社

（有）新生電気水道設備 〒708-0342 苫田郡鏡野町薪森原150-8 0868-54-1183 岡山サービスステーション

（株）末元住宅設備 〒709-4236 美作市川北671-2 0868-75-0256 美津吉商事（株） 〒708-0883 津山市一方194 0868-23-2255

成好設備工業（株） 〒708-0004 津山市山北621-17 0868-22-4146 （有）宮岡設備 〒708-0801 津山市上横野157-2 0868-27-0821

（有）西美管工 〒708-0014 津山市院庄882-7 0868-28-0666 宮本建設（株） 〒709-4303 勝央町豊久田126-1 0868-38-4543

誠和設備 〒709-4331 勝央町植月北2528 0868-38-7030 （株）ミヨシ 〒709-4331 勝央町植月北1510 0868-38-2314

積和建設中国（株）岡山支店 〒701-0304 都窪郡早島町早島4962-38 086-480-1600 （株）森藤建設 〒709-4307 勝央町石生221-1 0868-38-2341

（有）妹尾住宅機器 〒708-0002 津山市上河原236-6 0868-23-3798 （株）森藤工業 〒708-1314 奈義町荒内西130-2 0868-36-5864

せのお設備 〒708-0843 津山市国分寺121-7 0868-26-8860 ヤ （有）裕貴工業 〒708-0013 津山市二宮1228 0868-28-4505

全管工（株） 〒708-0836 津山市林田町8-1 0868-22-6553 （有）横尾設備 〒707-0022 美作市楢原上521 0868-72-1310

（有）ヨコベ設備 〒708-1113 津山市田熊917-2 0868-29-0072

勝央町指定給水装置工事事業者

〒700-0965 岡山市北区西長瀬1206-6 086-241-3945
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