
さぬき市下水道排水設備等工事指定工事店一覧表

指　定　番　号 商　　　　　号

さぬき　第　1　号 アオバ　株式会社 高松市 香南町吉光 135番地7 087- 816-7725

さぬき　第　2　号 株式会社　赤澤組 東かがわ市 湊 820番地1 0879- 24-1772

さぬき　第　3　号 安芸住設　株式会社 さぬき市 津田町津田 1024番地 0879- 42-2547

さぬき　第　4　号 秋友設備工業　有限会社 高松市 香川町大野 1281番地13 087- 886-5342

さぬき　第　5　号 株式会社　アクア 仲多度郡 まんのう町買田 385番地 0877- 75-1473

さぬき　第　6　号 朝川産業　株式会社 さぬき市 大川町富田中 1500 0879- 43-3138

さぬき　第　7　号 朝倉電機 さぬき市 志度 303-1 087- 894-4717

さぬき　第　8　号 有限会社　旭水道工業所 高松市 由良町 657番地4 087- 848-3337

さぬき　第　9　号 有限会社　池田組 さぬき市 長尾西 1059番地3 0879- 52-2368

さぬき　第　10　号 有限会社　池戸電水 さぬき市 長尾東 353番地6 0879- 52-2717

さぬき　第　11　号 株式会社 イシカワ住設 高松市 庵治町 1847番地13 087- 871-2190

さぬき　第　12　号 有限会社　イシバシ設備 東かがわ市 引田 2544番地 0879- 33-3749

さぬき　第　13　号 株式会社 一真工業 高松市 香川町川東下 114-11 087- 887-7767

さぬき　第　14　号 井上住設 東かがわ市 町田 1187番地 0879- 24-3268

さぬき　第　15　号 井上電機　株式会社 仲多度郡 琴平町 656番地1 0877- 73-5241

さぬき　第　16　号 株式会社　茨設備工業 さぬき市 造田是弘 1652-79 0879- 52-1137

さぬき　第　17　号 いりくら工業 高松市 国分寺町新名 1301-7 087- 874-7205

さぬき　第　18　号 岩井設備　株式会社 高松市 木太町 5083番地18 087- 867-0287

さぬき　第　19　号 株式会社　岩澤建設 さぬき市 造田是弘 697番地の2 0879- 52-2405

さぬき　第　20　号 インターマシン 株式会社 丸亀市 飯野町東二 1798－1 0877- 24-2511

さぬき　第　21　号 ウエノ電気 高松市 牟礼町大町 1048-2 087- 845-6771

さぬき　第　22　号 植村建設工業 株式会社 さぬき市 志度 1176番地3 087- 894-4460

さぬき　第　23　号 有限会社 浮田設備工業所 高松市 大工町 6-17 087- 851-5204

さぬき　第　24　号 有限会社 英弘設備工業所 高松市 円座町 810番地1 087- 886-1323

さぬき　第　25　号 株式会社 エス・ケイ・ワイ井上 高松市 川部町 535 087- 886-6412

さぬき　第　26　号 有限会社 榎本設備管工 高松市 三名町 342-10 087- 888-0890

さぬき　第　27　号 大川建設 株式会社 さぬき市 大川町富田西 2901番地3 0879- 43-2057

さぬき　第　28　号 大阪屋金物電機工具 株式会社 東かがわ市 川東 31-1 0879- 25-2185

さぬき　第　29　号 有限会社 大数賀水道工業所 高松市 御厩町 432番地9 087- 885-3959

さぬき　第　30　号 大平設備 株式会社 高松市 高松町 1618-14 087- 843-8884

さぬき　第　31　号 大山設備　株式会社 さぬき市 大川町富田中 2513-3 0879- 43-4603

さぬき　第　32　号 有限会社 岡田工業 木田郡 三木町大字鹿庭丙 2番地9 087- 899-0285

さぬき　第　33　号 岡田電化サービス 東かがわ市 白鳥 128-1 0879- 25-0549

さぬき　第　34　号 有限会社 岡谷建設 さぬき市 鴨庄 2485番地 087- 895-2137

さぬき　第　35　号 織田設備 株式会社 高松市 新田町甲 469－6 087- 841-5310

さぬき　第　36　号 有限会社 おはら 木田郡 三木町大字氷上 4043-3 087- 898-5616
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さぬき　第　37　号 鏡原設備 さぬき市 鴨部 505番地 087- 895-0236

さぬき　第　38　号 笠井建設 株式会社 さぬき市 津田町津田 2510番地 0879- 42-2575

さぬき　第　39　号 株式会社 片山組 さぬき市 津田町津田 2123番地6 0879- 42-2347

さぬき　第　40　号 かとう住設 東かがわ市 中筋 506番地8 0879- 24-3352

さぬき　第　41　号 株式会社 カナック 高松市 三谷町 136番地 087- 889-8111

さぬき　第　42　号 有限会社 カマダデンキ 東かがわ市 三本松 579-3 0879- 25-2669

さぬき　第　43　号 カメダ住設 さぬき市 大川町富田西 2686番地 0879- 43-3762

さぬき　第　44　号 株式会社 河北水道 高松市 檀紙町 960番地3 087- 813-8095

さぬき　第　45　号 有限会社 川田設備工業 さぬき市 志度 2214-33 087- 894-6610

さぬき　第　46　号 有限会社 川西工務店 さぬき市 長尾東 2361-2 0879- 52-6065

さぬき　第　47　号 川端建設 株式会社 さぬき市 志度 885番地6 087- 894-0789

さぬき　第　48　号 有限会社 環境設備サービス さぬき市 長尾西 547番地2 0879- 52-4511

さぬき　第　49　号 関西建設 株式会社 さぬき市 志度 4301番地 087- 894-1771

さぬき　第　50　号 木内農機商会 さぬき市 鴨庄 1866番地 087- 895-0620

さぬき　第　51　号 雉鳥工業 株式会社 高松市 上福岡町 1201番地 087- 861-3467

さぬき　第　52　号 株式会社 北風建テック 高松市 香西南町 457番地11 087- 881-6677

さぬき　第　53　号 株式会社 北山建設 さぬき市 造田宮西 416番地 0879- 52-2456

さぬき　第　54　号 有限会社 木村商会 さぬき市 大川町富田中 2127番地 0879- 43-3029

さぬき　第　55　号 株式会社 栗生商店 さぬき市 津田町津田 1132番地 0879- 42-2531

さぬき　第　56　号 有限会社 ケイテック 高松市 前田東町 28-5 087- 847-5213

さぬき　第　57　号 有限会社 幸和住設 高松市 香川町川東上 1354-3 087- 879-5018

さぬき　第　58　号 ココちょっと さぬき市 寒川町石田西 2403番地 0879- 23-2557

さぬき　第　59　号 コスモ電工 さぬき市 志度 435-2 087- 894-5879

さぬき　第　60　号 後藤設備工業 株式会社 高松市 香西東町 645-1 087- 881-3116

さぬき　第　61　号 株式会社 コモブチ 高松市 牟礼町牟礼 2220-6 087- 845-9378

さぬき　第　62　号 斎藤土建工業 株式会社 さぬき市 大川町富田中 1261番地 0879- 43-5079

さぬき　第　63　号 有限会社 佐藤住設 高松市 川部町 1765-2 087- 816-7736

さぬき　第　64　号 有限会社 サトウ設備 木田郡 三木町大字井戸 1839番地2 087- 898-6669

さぬき　第　65　号 株式会社 サヌキ さぬき市 長尾西 1816-1番地 0879- 52-2735

さぬき　第　66　号 三栄工業　株式会社 高松市 池田町 1187番地1 087- 849-1144

さぬき　第　67　号 有限会社　寒川設備 高松市 下田井町 206-20 087- 847-5624

さぬき　第　68　号 三喜工事　株式会社 高松市 飯田町 656番地1 087- 842-5678

さぬき　第　69　号 株式会社  三溪設備 高松市 三谷町 2661-3 087- 889-1890

さぬき　第　70　号 三信電気水道 株式会社 高松市 中央町 15番20-21号 087- 831-1751

さぬき　第　71　号 有限会社 三友設備工業所 高松市 林町 2563番地15 087- 866-5800

さぬき　第　72　号 サンレッド 有限会社 高松市 多肥上町 914-7 087- 889-0930

さぬき　第　73　号 三和電業 株式会社 高松市 太田下町 2580番地3 087- 865-8585
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さぬき　第　74　号 サンワサポート株式会社 東かがわ市 西村 520-1 0879- 24-1530

さぬき　第　75　号 シコク環境ビジネス 株式会社 丸亀市 垂水町 5番地4 0877- 28-8308

さぬき　第　76　号 四国玉屋設備 株式会社 高松市 福岡町3丁目 3-20 087- 821-8804

さぬき　第　77　号 下根建設 有限会社 木田郡 三木町大字井戸 1290 087- 898-6825

さぬき　第　78　号 昇栄水道 坂出市 府中町 5958-14 0877- 48-0358

さぬき　第　79　号 株式会社 白川建設運送 さぬき市 大川町富田西 2910-7 0879- 43-2518

さぬき　第　80　号 有限会社 白川設備 さぬき市 志度 912-3 087- 894-1273

さぬき　第　81　号 新英工業 株式会社 高松市 茜町 20-14 087- 837-2000

さぬき　第　82　号 有限会社 新上電機 高松市 庵治町 6385-46 087- 871-3545

さぬき　第　83　号 有限会社　真誠樹脂工業 高松市 高松町 2202番地2 087 841-1234

さぬき　第　84　号 有限会社 水建舎 高松市 屋島東町 515-273 087- 843-7989

さぬき　第　85　号 有限会社 杉村電設 高松市 国分寺町新居 367-8 087- 874-0779

さぬき　第　86　号 株式会社 スズケン工業 木田郡 三木町大字井戸 2412番地4 087- 891-9380

さぬき　第　87　号 有限会社　正 光 高松市 林町 351番地39 087- 816-1048

さぬき　第　88　号 株式会社 瀬戸内エンジニアリング 高松市 国分寺町新居 149番地1 087- 874-0019

さぬき　第　89　号 セトウチ技研 株式会社 高松市 勅使町 1295-1 087- 866-0101

さぬき　第　90　号 有限会社 瀬戸内電気設備 さぬき市 造田宮西 263-2 0879- 52-3262

さぬき　第　91　号 大髙工業　有限会社 高松市 上之町 2丁目3番33号 087- 865-5074

さぬき　第　92　号 株式会社 タイシュウ管工 高松市 伏石町 1033番地10 087- 868-7938

さぬき　第　93　号 大商設備 株式会社 高松市 鶴市町 2035番地18 087- 813-1447

さぬき　第　94　号 太善工業 株式会社 高松市 出作町 348番地1 087- 889-7121

さぬき　第　95　号 大通土建 株式会社 高松市 東山崎町 330-1 087- 847-6317

さぬき　第　96　号 大同設備工業 株式会社 高松市 春日町 94番地 087- 843-0492

さぬき　第　97　号 髙尾工業 株式会社 高松市 多賀町 1丁目1番23号 087- 831-7655

さぬき　第　98　号 株式会社 高木産業 さぬき市 寒川町石田西 981番地2 0879- 43-2325

さぬき　第　99　号 有限会社 高崎設備 高松市 飯田町 23番地 087- 882-5337

さぬき　第　100　号 株式会社 宝工業 高松市 檀紙町 1331-12 087- 814-7755

さぬき　第　101　号 竹内建興 株式会社 木田郡 三木町大字上高岡 36番地 087- 898-1296

さぬき　第　102　号 有限会社 タダ産業 さぬき市 志度 3760番地2 087- 894-1586

さぬき　第　103　号 多田設備 さぬき市 大川町田面 277-2 0879- 43-6876

さぬき　第　104　号 株式会社　多田電気 高松市 庵治町 756-1 087- 871-2538

さぬき　第　105　号 株式会社 谷井建設 木田郡 三木町大字下高岡 3995番地2 087- 898-2814

さぬき　第　106　号 谷商店 さぬき市 小田 1389番地 087- 896-0103

さぬき　第　107　号 谷土建 株式会社 さぬき市 鴨庄 2116番地 087- 895-2568

さぬき　第　108　号 有限会社 茶山建材店 東かがわ市 落合 218-2 0879- 25-4871

さぬき　第　109　号 株式会社　ＴＥＣ 綾歌郡 綾川町陶 7017番地10 087- 870-7687

さぬき　第　110　号 出口産業 株式会社 さぬき市 昭和 3347-9 0879- 52-3003
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さぬき　第　111　号 有限会社 寺村設備 さぬき市 津田町鶴羽 2685番地 0879- 42-5816

さぬき　第　112　号 株式会社 電工社エンジニアリング 高松市 香南町西庄 248-1 087- 879-0808

さぬき　第　113　号 徳寿工業 株式会社 高松市 福岡町 2丁目5番10号 087- 851-9151

さぬき　第　114　号 株式会社 富田組 さぬき市 大川町富田西 1266-3 0879- 43-2160

さぬき　第　115　号 冨田電機工業 さぬき市 長尾東 1569-5番地 0879- 52-3956

さぬき　第　116　号 有限会社 友澤電設 高松市 中山町 823番地11 087- 882-2349

さぬき　第　117　号 株式会社 長尾設備 高松市 木太町 1187番地 4 087- 867-1170

さぬき　第　118　号 有限会社 中川電機 東かがわ市 西村 1509-1 0879- 25-1973

さぬき　第　119　号 中川電機設備 有限会社 さぬき市 鴨庄 4361-1 087- 894-0415

さぬき　第　120　号 株式会社　ＮＡＫＡＹＯＳＨＩ 高松市 三条町
120番地4ｿﾆｯｸ
ﾋﾞﾙ101号室 087- 813-9550

さぬき　第　121　号 有限会社 奈良設備 高松市 西植田町 991番地1 087- 840-4060

さぬき　第　122　号 南部開発 株式会社 高松市 勅使町 299番地2 087- 867-5133

さぬき　第　123　号 株式会社 西設備工業所 さぬき市 長尾西 569番地3 0879- 52-2023

さぬき　第　124　号 西森電気 東かがわ市 小磯 702 0879- 25-5561

さぬき　第　125　号 日照工業 株式会社 高松市 牟礼町原 563番地2 087- 845-3884

さぬき　第　126　号 株式会社 野口水道 高松市 鶴市町 1572番地3 087- 861-1066

さぬき　第　127　号 有限会社 伸正建設 木田郡 三木町大字氷上 2841-1 087- 849-1888

さぬき　第　128　号 ハヤシ住設 有限会社 高松市 三谷町 1376-3 087- 888-2484

さぬき　第　129　号 株式会社 平井設備 高松市 六条町 750-3 087- 867-8125

さぬき　第　130　号 有限会社 平岡建材店 さぬき市 志度 345番地10 087- 894-0529

さぬき　第　131　号 平野工業 さぬき市 津田町津田 946-9 0879- 42-3051

さぬき　第　132　号 ビルド笠井 さぬき市 津田町津田 2557-2 0879- 42-5559

さぬき　第　133　号 広瀬住設 さぬき市 鴨庄 2145-7 087- 895-3980

さぬき　第　134　号 株式会社 広瀬電工 さぬき市 大川町富田西 1270番地2 0879- 43-3581

さぬき　第　135　号 株式会社 福田工業 高松市 飯田町 803番地8 087- 882-2008

さぬき　第　136　号 フジイ住設工業 さぬき市 造田野間田 740-5 0879- 52-1386

さぬき　第　137　号 藤井水道 さぬき市 津田町津田 992-1 0879- 42-2018

さぬき　第　138　号 有限会社 藤澤水道工業所 高松市 八坂町 3-7 087- 821-7041

さぬき　第　139　号 藤井設備工業 高松市 国分寺町国分 619-6 087- 874-5397

さぬき　第　140　号 株式会社 藤川設備 高松市 香川町安原下第3号 315番地 087- 879-7133

さぬき　第　141　号 藤川設備 さぬき市 津田町鶴羽 894-1 0879- 42-2502

さぬき　第　142　号 有限会社 藤重電機 綾歌郡 綾川町萱原 803-3 087- 876-1489

さぬき　第　143　号 不二設備工業 株式会社 高松市 元山町 638番地 087- 813-6560

さぬき　第　144　号 有限会社 フルタデンキ 東かがわ市 落合 226番地 0879- 25-8781

さぬき　第　145　号 株式会社 フレイン 高松市 亀岡町 14番11号 087- 837-2800

さぬき　第　146　号 堀尾電気 株式会社 さぬき市 津田町津田 112-6 0879- 42-2111

さぬき　第　147　号 有限会社 槇野設備工業 さぬき市 長尾西 620番地1 0879- 52-3418



さぬき市下水道排水設備等工事指定工事店一覧表

指　定　番　号 商　　　　　号 住　　　　　所 電　話　番　号

さぬき　第　148　号 株式会社 正木管工設備 高松市 香川町浅野 3381番地2 087- 889-1767

さぬき　第　149　号 有限会社　松井金物店 木田郡 三木町大字井戸 4076番地4 087- 898-7211

さぬき　第　150　号 株式会社 松浦水道 高松市 紙町 506-5 087- 866-2930

さぬき　第　151　号 松岡金物店 さぬき市 長尾西 840番地 0879- 52-2201

さぬき　第　152　号 株式会社 松尾建設 さぬき市 大川町富田中 3290番地12 0879- 43-3801

さぬき　第　153　号 株式会社 松尾綜合土木 さぬき市 大川町田面 65番地 0879- 43-3570

さぬき　第　154　号 松熊工業 株式会社 高松市 一宮町 1127番地5 087- 886-2828

さぬき　第　155　号 株式会社 松田組 高松市 牟礼町原 414番地3 087- 845-1407

さぬき　第　156　号 株式会社 真部組 さぬき市 昭和 3334番地3 0879- 52-2747

さぬき　第　157　号 丸山住設 さぬき市 志度1343-89   201号 087- 894-7018

さぬき　第　158　号 丸山電気商会 東かがわ市 引田 2449-5 0879- 33-2406

さぬき　第　159　号 株式会社 三笠設備工業 高松市 西山崎町 176番地3 087- 885-9482

さぬき　第　160　号 株式会社 三木設備 高松市 浜ノ町 15番10号 087- 821-3250

さぬき　第　161　号 株式会社 三木山田清掃 木田郡 三木町大字池戸 2960番地 087- 898-1445

さぬき　第　162　号 瑞穂工業 株式会社 東かがわ市 松原 1335番地2 0879- 25-6486

さぬき　第　163　号 水本設備 高松市 太田上町 131-14 087- 888-0041

さぬき　第　164　号 株式会社　三谷電気 木田郡 三木町大字平木 24番地6 087- 898-1146

さぬき　第　165　号 有限会社　三好設備 高松市 西春日町 1274-5 087- 866-9087

さぬき　第　166　号 有限会社　ミヨシ電機 高松市 香川町大野 1752-2 087- 885-2849

さぬき　第　167　号 有限会社　三好電設 東かがわ市 西山 852番地1 0879- 27-2233

さぬき　第　168　号 株式会社 六車建設 さぬき市 大川町富田中 792番地1 0879- 43-6372

さぬき　第　169　号 六車住設機器 さぬき市 大川町富田中 1634番地 0879- 43-4868

さぬき　第　170　号 六車電気テクノサービス 東かがわ市 町田 588番地1 0879- 25-9086

さぬき　第　171　号 村上設備 さぬき市 津田町鶴羽 1724番地6 0879- 42-5344

さぬき　第　172　号 牟礼北風水道 高松市 牟礼町牟礼 495番地の15 087- 845-2856

さぬき　第　173　号 メイキ工業 有限会社 綾歌郡 綾川町畑田 1848-6 087- 877-0946

さぬき　第　174　号 株式会社　茂木設備工業 さぬき市 造田是弘 983番地7 0879- 52-0753

さぬき　第　175　号 森永電器 東かがわ市 白鳥 83-2 0879- 25-9033

さぬき　第　176　号 有限会社　森本設備工業 木田郡 三木町田中 2698番地 087- 898-4550

さぬき　第　177　号 安田建材 木田郡 三木町氷上 268-1 087- 898-0164

さぬき　第　178　号 柳橋設備 さぬき市 志度 300番地5 087- 894-0048

さぬき　第　179　号 有限会社 藪内電工 さぬき市 志度 2166-1 087- 894-0853

さぬき　第　180　号 山地設備工業 高松市 木太町9区 4302-5 087- 866-3637

さぬき　第　181　号 山下建設工業 株式会社 さぬき市 長尾東 1115番地 0879- 52-4605

さぬき　第　182　号 有限会社 山田商店 高松市 川島本町 157番地 087- 848-0074

さぬき　第　183　号 山田電機商会 高松市 牟礼町牟礼 2762-1 087- 845-3218

さぬき　第　184　号 株式会社 山西組 東かがわ市 水主 4748-1 0879- 25-5827



さぬき市下水道排水設備等工事指定工事店一覧表

指　定　番　号 商　　　　　号 住　　　　　所 電　話　番　号

さぬき　第　185　号 株式会社 山本電気工業所 東かがわ市 松原 111番地1 0879- 25-4557

さぬき　第　186　号 株式会社 ユメックス 高松市 林町 2537番地10 087- 814-3751

さぬき　第　187　号 横山水道工業所 木田郡 三木町大字平木 1185番地3 087- 898-4730

さぬき　第　188　号 吉澤水道工業所 高松市 屋島西町 1522番地6 087- 841-9638

さぬき　第　189　号 有限会社 吉田電気工業所 東かがわ市 西村 124番地1 0879- 25-9974

さぬき　第　190　号 株式会社 吉原工務店 さぬき市 津田町津田 2887番地6 0879- 42-3334

さぬき　第　191　号 吉見建設 さぬき市 津田町津田 1437-4 0879- 42-2109

さぬき　第　192　号 有限会社 吉森設備工事 綾歌郡 綾川町陶 3575番地2 087- 877-0347

さぬき　第　193　号 株式会社 四電工東讃営業所 東かがわ市 馬篠 177番地1 0879- 25-4015

さぬき　第　194　号 株式会社 ワールド管工 高松市 下田井町 90番地1 087- 813-4033

さぬき　第　195　号 有限会社　渡辺建設工業 木田郡 三木町大字井上 2385番地 087- 898-6111

さぬき　第　196　号 渡辺工作所 東かがわ市 引田 346番地13 0879- 33-2576

さぬき　第　197　号 渡邊設備工業 東かがわ市 落合 201-1 0879- 25-5826

さぬき　第　198　号 北風クアライン 高松市 多肥上町 2142-5 087- 888-0671

さぬき　第　199　号 有限会社　伊賀電気工業所 高松市 香川町大野 2516番地12 087- 886-0440

さぬき　第　200　号 多田建材 有限会社 さぬき市 津田町津田 1020番地 0879- 42-2051

さぬき　第　201　号 有限会社 堀土建 さぬき市 鴨庄 2971-1 087- 895-1748

さぬき　第　202　号 岸本家電用品商会 木田郡 三木町井戸 2579-5 087- 898-6484

さぬき　第　203　号 ブラザー電化住設 株式会社 木田郡 三木町池戸 2926番地3 087- 898-0152

さぬき 第　204  号 office Ｍ’s 高松市 木太町 3048番地2 087- 887-7537

さぬき 第　205  号 イザナミ企画 高松市 一宮町 329-20 087- 885-3108

さぬき 第　206  号 アクアクリエイティブ株式会社 高松市 東ハゼ町 15番地7 087- 866-1017

さぬき 第　207  号 有限会社　佐藤建築 さぬき市 寒川町神前 259番地 0879- 43-0091

さぬき 第　208  号 松川設備工業　株式会社 高松市 中間町 496-5 087- 805-9204

さぬき 第　209  号 牧野設備 丸亀市 郡家町 851番地8 0877- 28-0951

さぬき 第　210  号 株式会社　TOSHI電設工房 高松市 塩江町安原下 第2号1514番地 087- 897-0190

さぬき 第　211  号 有限会社　奥村総業 高松市 牟礼町大町 1007番地1 087- 845-9846

さぬき 第　212  号 株式会社　フソウ 高松市 郷東町 792番地8 087- 881-0210

さぬき 第　213  号 三宅産業　株式会社 観音寺市 坂本町 7丁目2番10号 0875- 25-4747


