
市内業者 （４２社）

北田設備

㈱上野設備 井原市上出部町２１０２－３ ６２-８４５３

㈲梶平商店 井原市大江町３９６２ ６７-０１３５

片山建設㈲

岡本設備㈲ 井原市下出部町二丁目４－１ ６７-２８７０

㈱岡本管工 井原市高屋町２３５４ ６７-１６９６

井原市西江原町２９３５－２ ６３-２８８８

㈱小田組 井原市芳井町川相２３０－２ ７２-０２３２

㈱快適 井原市井原町３２７－１ ６３-２１２１

井原市下水道排水設備指定工事店一覧表
令和４年１０月１日現在

工　事　店　名 所　　　　在　　　　地 電　話　番　号

㈲アイエス電機 井原市岩倉町３８７５－２ ６３-０３８２

井原食糧企業組合 井原市岩倉町２３６ ６２-１０３０

㈱井原環境保全 井原市大江町１３２３－１ ６７-２３３２

㈲イケダ工業 井原市上稲木町１２７－１ ６２-０５００

㈲猪原組 井原市木之子町５１７ ６２-３６４７

㈱井原工務店 井原市上出部町６２８－２ ６２-３４１７

㈱クリーンサービス・イバラ 井原市下稲木町１７６２－２ ６７-１７２１

㈲後藤瓦建材 井原市木之子町３０４６－１ ６２-３６５０

川田金物㈲ 井原市西江原町９８３ ６２-０５１９

６２-６３２８井原市西方町７４４

㈱佐能松山園 井原市下出部町５１３－２ ６２-０８８５

㈱志多木組 井原市西江原町１９３１ ６２-２０００

㈲坂本設備工業 井原市高屋町４９９－３ ６７-０３５７

佐藤設備㈱ 井原市西江原町１５２５－２ ６２-７２７２

妹尾設備 井原市東江原町１７１ ６３-１９８０

太洋エンジニアリング㈱ 井原市東江原町３５２－１ ６３-００６１

シタキホームサービス㈱ 井原市七日市町８８４－１ ６３-１４１０

道城設備 井原市芳井町与井４７５－２ ７２-１５３６

タナベ設備 井原市大江町３５９４ ６７-１４３３

谷本建設㈱ 井原市笹賀町１５９３－２ ６７-０４８４

６７-１２５６谷設備 井原市大江町３０３７

名合建設㈱ 井原市芳井町吉井３６２６－１ ７２-０２６６

㈲西山建設 井原市上出部町６３３ ６２-１１９２

トーダ工業㈲ 井原市美星町大倉２３４４ ８７-２２８８

中塚設備 井原市美星町星田２－６７ ８７-３９５５

ハシモト設備 井原市七日市町８０５－１０ ６２-３５３３

㈱報国電設 井原市七日市町１６１－２ ６２-２００７

㈲矢吹管工 井原市高屋町三丁目１６－１７ ６７-０４０８

㈲藤原組 井原市東江原町１７９９ ６２-５８７３

藤原設備工業 井原市神代町２５５－７ ６３-３４７１

フジ工業 井原市西江原町４７０５－１ ６２-５７３８

㈲藤充建設工業 井原市井原町３５５７－２９ ６２-０７１２

藤岡水道工業㈲ 井原市高屋町１７０７ ６７-１９８９

山本設備 井原市芳井町梶江４７７ ７２-０７８６

㈱渡辺金物店 井原市井原町８５５ ６２-２１７１



市外業者 （６６社）

㈱上下水道センター岡山営業所 岡山市南区豊成３丁目２３－３０

井原市下水道排水設備指定工事店一覧表
令和４年１０月１日現在

工　事　店　名 所　　　　在　　　　地 電　話　番　号

青木ガス機器産業㈱ 浅口市鴨方町益坂１３７７－１ ０８６５-４４-２３７７

旭設備商事㈱ 総社市総社１０３１－３ ０８６６-９２-０８７６
㈱アルバ・エル 岡山市北区白石１９３－７ ０８６-２５３-７２５１

㈱アクア美保 笠岡市入江３８２－１ ０８６５-６７-３５５５
アクアライフ 小田郡矢掛町小田６５６７－１ ０８６６-８４-８４０７

五輪設備㈱ 倉敷市玉島柏島５６３８－５ ０８６-４７６-８９３３
㈱出原建設 小田郡矢掛町小田５５５３－４ ０８６６-８４-８３０６

㈲石井設備 笠岡市尾坂９６１ ０８６５-６５-２５４９
㈱石田 笠岡市美の浜３２－５８ ０８６５-６７-１４４８

浦川設備 玉野市和田一丁目１２－１６ ０８６３-８１-０６５２
㈱江口設備 倉敷市中島９０７－７ ０８６-４６５-１７２１

㈱インテック共和 倉敷市東塚六丁目９－１６ ０８６-４５５-５９４９
ウォータークリエイト 小田郡矢掛町矢掛２１９９ ０８６６-８３-２６０５

㈱尾熊設備 笠岡営業所 笠岡市有田１９６３－１ ０８６５-６６-５３１３

㈱江尻設備 小田郡矢掛町横谷１６０３ ０８６６-８２-２３３３
オカ設工業㈱ 岡山市北区白石４３４－８ ０８６-２４３-０７０７

㈱共生 小田郡矢掛町矢掛２５３９ ０８６６-８２-１７１７
㈱コウケン 笠岡市生江浜９４６ ０８６５-６６-２５５２

小野商㈱ 倉敷市連島町鶴新田１５１ ０８６-４４４-３３７１

貝原水道㈱ 倉敷市中庄１０８３－５ ０８６-４６２-５２３２
開盛配管有限会社 倉敷市中島１１８０ ０８６-４６６-１０１０

佐伯設備 都窪郡早島町若宮３－２１ ０８６-４８３-１５４４

㈱三美産業 高梁市川上町三沢４３４２－２ ０８６６-４８-２８７８

㈲幸福設備工業 倉敷市船穂町船穂９３６－３ ０８６-５５２-３１６１
小林ミシン電機商会 倉敷市玉島黒崎８２４７－２ ０８６-５２８-１１１６

坂本設備 浅口郡里庄町里見９４４２－１ ０８６５-６４-５３６１

山陽住宅㈱ 笠岡市五番町５－５０ ０８６５-６３-３６６３
㈱三立建材 笠岡市笠岡４３６０－１９ ０８６５-６３-３２５５

山陽技研㈱ 岡山市北区青江四丁目８－１ ０８６-２３１-０２４８
山陽施設管理㈱ 笠岡市尾坂３９０ ０８６５-６５-３１１１

積和建設中国㈱ 岡山支店 都窪郡早島町早島４９６２－３８ ０８６-４８０-１６００

㈱太陽 笠岡市六番町４－３ ０８６５-６２-５２６５

㈲昭栄設備 浅口郡里庄町里見７４３５ ０８６５-６４-５３６０

㈲菅野設備 倉敷市中庄２３７６－６ ０８６-４６４-３１３３
０８６-２３９-８８０２

倉敷市玉島長尾１０３－１ ０８６-５２５-３３７５

中村建設㈱ 高梁市横町１５４１－５ ０８６６-２２-１７７７
中村工事㈱ 浅口市金光町大谷４２６－１ ０８６５-４２-２１５５

㈱東和建材社 小田郡矢掛町矢掛３０４７－１６ ０８６６-８２-０２５２
㈱ナカハラ　 小田郡矢掛町小田６４９８－２ ０８６６-８４-８５５９
中原総合設備 倉敷市連島町西之浦５１９９－１ ０８６-４４１-２６４１

YOKOTAせつび 小田郡矢掛町東三成２９２６－１ ０８６６-８４-８４４０

㈱森山 笠岡市走出２１１９ ０８６５-６５-１６３５
山中設備㈲ 倉敷市真備町有井１６４６－８ ０８６-６９８-４９４０

㈱福登 笠岡市大島中５１７７－２ ０８６５-６７-５５４６
㈱フクモト住設 高梁市川面町１８１０ ０８６６-２６-１９１９

㈱船倉建設工業
フタバ興業㈱ 笠岡市四番町１－６ ０８６５-６２-２８７６

倉敷市新田２４７７－１ ０８６-４２５-１１３２

福井建設工業㈱ 小田郡矢掛町東三成１０－１ ０８６６-８２-０４７４
福島設備 小田郡矢掛町小田１４３－１ ０８６６-８４-８５２３

㈲那須設備 倉敷市玉島上成５８５－３ ０８６-５２３-１５６７
㈱備陽工業所

株式会社山和 岡山市南区宮浦１３０８－４ ０８６-２６７-９１５５

笠岡市美の浜２７－２８ ０８６５-６７-５１００

㈱藤田水道 倉敷市西岡１５９２－９ ０８６-４３５-２０６０
㈱藤水 笠岡市大冝１９４８－１ ０８６５-６６-２７３９

山室農機㈲ 小田郡矢掛町小林１７５－２ ０８６６-８２-０８５４

メイワ産業㈱ 倉敷市黒石１８４－４ ０８６-４２６-７３３３
守永運輸㈱ 倉敷市玉島阿賀崎一丁目６－１４ ０８６-５２２-１５２０

㈲溝田設備

㈲東伸設備 岡山市東区九蟠１０３５－１ ０８６-９４８-９７７０

株式会社中村水道サービス 岡山市北区山科町７０－６ ０８６-２０１-０５５９

セトアクア工業株式会社岡山支店 岡山市北区撫川１３０２－１ ０８６-２９２-５１０５

津田工業㈱ 笠岡営業所 笠岡市篠坂２１２３－１ ０８６５-６６-００５５

㈲立間建設 小田郡矢掛町東川面７３０－１ ０８６６-８２-３５７７
㈲中国水道 笠岡市相生１１０７－２ ０８６５-６６-４２０５
㈱中水設備 倉敷市新田２３０３ ０８６-４２５-５５２２
㈱中電工 笠岡営業所 笠岡市四番町２－３ ０８６５-６２-５１５３


