
町内の事業者 令和４年１０月現在

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)エコ-設備 731-4221 安芸郡熊野町出来庭3-6-30 (082)854-5783

広島水道ガス(株) 731-4221 安芸郡熊野町出来庭4-17-37 (082)854-5588

道土井工業(株) 731-4213 安芸郡熊野町萩原8-8-66 (082)854-3222

山根設備 731-4215 安芸郡熊野町城之堀9-15-3 (082)854-0693

（株）平垣内組 731-4211 安芸郡熊野町新宮1-20-3 (082)854-0870

(株)横山建設 731-4213 安芸郡熊野町萩原8-7-8 (082)854-0317

西部メンテナンス 731-4223 安芸郡熊野町川角3-1-3 (082)854-9085

(株)康和設備 731-4221 安芸郡熊野町出来庭8-6-7 (082)855-1606

ワカシマ 731-4222 安芸郡熊野町呉地1-19-15 090-6406-6712

(株)熊野技建 731-4212 安芸郡熊野町初神1-10-8 （082）854-4344

(有)南崎建設 731-4213 安芸郡熊野町萩原5-11-8 （082）854-5211

越智設備 731-4221 安芸郡熊野町出来庭7-13-8 (082)854-4970

(有）竹之内土木 731-4214 安芸郡熊野町中溝3-1-5 （082）854-1301

（有）中本興業 731-4215 安芸郡熊野町城之堀9-20-12 （082）854-8114

佐々木設備 731-4229 安芸郡熊野町平谷3-15-4-2 （082）855-1170

　町外の事業者

≪安芸郡海田町≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)新生工業 736-0025 安芸郡海田町大立町6-25 (082)823-7116

(有)高田設備 736-0022 安芸郡海田町蟹原2-10-17 (082)822-0580

(有)乗重設備 736-0062 安芸郡海田町昭和町1-21 (082)823-3326

(有)三基工業 736-0033 安芸郡海田町南本町4-14 (082)823-8122

富永商事（株） 736-0021 安芸郡海田町成本8-7 （082）823-2196

≪安芸郡坂町≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

今村住宅設備（有） 731-4323 安芸郡坂町横浜中央1-1-13 （082）886-3088

（有）後藤設備工業所 731-4314 安芸郡坂町坂西4-1-13 082（885）0149

髙塚設備 731-4323 安芸郡坂町横浜中央2-1-1 （082）847-6740

≪安芸郡府中町≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)サンエイ工業 735-0013 安芸郡府中町浜田1-3-6 (082)286-1024

(有)平田住宅設備工業 735-0006 安芸郡府中町本町1-3-2 (082)282-6701

（有）高野工業 735-0007 安芸郡府中町石井城1-5-12 （082）281-6600

（有）横田工業所 735-0013 安芸郡府中町浜田1-4-1-16 （082）890-0250

（株）小田設備工業 735-0014 安芸郡府中町柳ヶ丘76-40 （082）284-4780
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熊野町指定給水装置工事事業者一覧表　　　　　　　
≪広島市中区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(株)水野工業所 730-0844 広島市中区舟入幸町3-10 (082)291-4520

大松工業（株） 730-0844 広島市中区舟入幸町20-18 (082)231-7228

(株)宮本設備工業 730-0825 広島市中区光南1-11-17-101 （082）247-0094

（株)クラシアン 730-0814 広島市中区羽衣町2-21 （082）249-6861

(株)富士ハウス広島 730-0847 広島市中区舟入南1-10-20 （082）234-2882

（株）アクアライン 730-0012 広島市中区上八丁堀8-8第1ウエノヤビル6F （082）502-6639

≪広島市東区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(株)アサ・テクノ 732-0001 広島市東区戸坂惣田2-3-4 (082)229-5311

山本設備工業(株) 732-0066 広島市東区牛田本町1-10-18 (082)221-0325

(有)和田工業所 732-0055 広島市東区東蟹屋町20-4 (082)261-0222

セキセイエンジニアリング(有） 732-0052 広島市東区光町2-8-24 （082）263-7110

≪広島市南区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)中田設備工業 734-0005 広島市南区翠4-1-20 (082)255-2611

（株）宗政 734-0043 広島市南区南大河町38 (082)253-2766

（株）岡設備工業 734-0027 広島市南区仁保南1-3-29 (082)283-6578

平本設備工業（株） 734-0055 広島市南区向洋新町3-1-7 (082)282-5693

(株)大方工業所 732-0802 広島市南区大州2-15-8 （082）282-4301

(株)ＳＥＩＷＡ 734-0055 広島市南区向洋新町1-14-14 （082）890-3140

（有）日進設備 734-0015 広島市南区宇品御幸1-10-12 （082）254-0776

（株）タイト設備 734-0022 広島市南区東雲2-5-20-2 （082）215-4476

≪広島市西区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

シゲタ工業(株) 733-0035 広島市西区南観音4-3-4 （082）231-4977

(有)鳥取工業 733-0841 広島市西区井口明神3-11-1 （082）208-5388

（株）上下水道センタ- 733-0812 広島市西区己斐本町2-16-10 （082）507-7510

(有)楸工業 733-0815 広島市西区己斐上3-31-16 （082）527-0339

（有）管興商会 733-0853 広島市西区山田新町1-25-28 （082）273-4561

太陽住宅設備(株） 733-0852 広島市西区鈴ヶ峰町35-1-103 （082）278-2553

（有）丸忠工業 733-0812 広島市西区己斐本町3-17-1 （082）527-0808

ウォーターポイント(株) 733-0821 広島市西区庚午北4-2-13 （082）272-2431

彩住設（株） 733-0822 広島市西区庚午中2-16-16 （082）275-6434

（株）ブルアーチ 731-5124 広島市佐伯区皆賀3-14-2 （082）921-6611

（有）金村建設 733-0035 広島市西区南観音4-5-33 （082）232-3760

（株）第一工務店 733-0033 広島市西区観音本町2-8-10 （082）292-3245

（株）KEI設備 733-0851 広島市西区田方2-3-5 090-7546-6381

（株）ユーズテック 733-0012 広島市西区中広町2-17-2 （082）532-7231



熊野町指定給水装置工事事業者一覧表　　　　　　　
≪広島市安佐南区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

シミズ設備工業(有) 731-0142 広島市安佐南区高取南1-3-33 (082)872-3122

積和建設中国（株） 731-3168 広島市安佐南区伴南1-4-31 (082)849-6255

（有）ワイケイ技研 731-0152 広島市安佐南区毘沙門台3-22-22 (082)876-4240

(株)ジェット 731-0102 広島市安佐南区川内6-21-10 (082)831-1108

（株）第一設備 731-0138 広島市安佐南区祇園6-9-22 （082）874-7002

エミーコーポレーション（株） 731-0124 広島市安佐南区大町東3-7-6-103 （082）209-8877

ホクエイ設備工業（株） 731-0103 広島市安佐南区緑井8-3-6 （082）879-7704

中和建設工業（株） 731-0154 広島市安佐南区上安2-52-24-4 （082）878-7551

(株）サンテック 731-3161 広島市安佐南区伴中央4-12-10 （082）848-2311

（有）SDN 731-0141 広島市安佐南区相田3-12-21 （082）832-7700

（株）高川設備 731-0101 広島市安佐南区八木9-27－27 （082）555-5547

（株）NS設備 731-3164 広島市安佐南区伴東2-53-16-12 （082）215-6628

合同会社　伴設備 731-3165 広島市安佐南区伴中央2-3-4-52 （082）811-8120

≪広島市安佐北区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(株)アップル建設 731-3165 広島市安佐南区伴中央6-35-6 (082)837-3941

（有）山二管工設備 739-1733 広島市安佐北区口田南6-23-9 （082）842-0780

（有）安佐企業 731-0231 広島市安佐北区亀山9-35-18 （082）516-5116

（有）山西設備 731-0231 広島市安佐北区亀山7-2-31 （082）814-4128

ダン環境設備（株） 739-1752 広島市安佐北区上深川町244-1 （082）840-1311

（株）ネクストプラン 731-0221 広島市安佐北区可部8-11-19 0120-477-442

岸本電工（株） 739-1743 広島市安佐北区倉掛三丁目38－9 080-1648-584

(有)オオモト 731-0223 広島市安佐北区可部南5-15-13 （082）881-0323

≪広島市安芸区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)渡辺設備工業所 736-0083 広島市安芸区矢野東1-1-15 (082)888-0600

(有)米谷設備工業 736-0081 広島市安芸区船越4-5-19 (082)822-5715

(有)ユキ住宅設備 736-0085 広島市安芸区矢野西1-8-3-15 (082)888-5382

（有）中国設備工業 736-0089 広島市安芸区畑賀町3802-12 (082)827-1001

やぶねハウビン（株） 736-0083 広島市安芸区矢野東1-1-17 (082)888-3388

（有）瀬野川設備 739-0321 広島市安芸区中野1-11-4 (082)892-4330

(株）佐々木設備工業 736-0083 広島市安芸区矢野東7-2-11 （082）209-0644

代本設備工業（株） 731-4231 広島市安芸区阿戸町216-10 （082）820-8454

（株）ホ-ムテクノ 739-0321 広島市安芸区国信1-3-40 （082）823-5011



熊野町指定給水装置工事事業者一覧表　　　　　　　
≪広島市佐伯区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

日本冷熱工業(株) 731-5127 広島市佐伯区五日市7-8-19 (082)921-2131

(有)愛建 731-5106 広島市佐伯区利松2-21-16 (082)926-4567

(株)タイキョク 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-19-11-9 (082)927-5727

（有）小田秀工業 731-5101 広島市佐伯区五月が丘3-9-27 （082）941-2648

（株）KNK 731-5115 広島市佐伯区八幡東3-20-6 （082）927-8447

≪東広島市≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)タイト-工業 724-0619 東広島市黒瀬町切田が丘1-26-18 (0823)82-0352

光元設備工業（株） 739-0041 東広島市西条町寺家7959-3 (0824)22-5438

(有)柴﨑工業 739-0003 東広島市西条町土与丸1151-2 (0824)24-3766

ヤマシン産業 739-2618 東広島市黒瀬桜が丘1-6-3 (0823)82-1766

(有)リトルテック 739-2111 東広島市高屋町高屋堀1083 (0824)91-1610

(株)Cobain 724-0612 東広島市黒瀬町松ヶ丘6-8 (0823)82-8250

（有）マツモト装備 739-2503 東広島市黒瀬町南方199-143 （0823）82-5595

（有）村岡工業 739-0036 東広島市西条町田口189-318 （082）425-0699

（有）日谷住研 724-0307 東広島市豊栄町鍛冶屋429-4 （082）432-2659

二家本総合設備 739-2106 東広島市高屋町稲木566-41 （0824）39-0046

(株)高西工業 739-0024 東広島市西条町御薗宇1665-3 （082）422-4411

いのもと産業（株） 739-0025 東広島市西条中央3-8-11 （082）423-8340

アワタ工業（株） 739-0036 東広島市西条町田口2940-15 （082）425-1679

（株）岩城 739-0036 東広島市西条町田口2931-29 （0824）90-4072

西条住設（株） 739-0024 東広島市西条町御薗宇8595-1 （0824）23-2626

（株）吉田設備 739-0144 東広島市高屋町中島801-8 （0824）28-8829

（有）中国ホット・ウォ-タ- 739-2662 東広島市黒瀬町乃美尾463-6 （0823）83-1533

前田設備 739-2619 東広島市黒瀬町切田が丘2-8-1 （0823）36-3210

(株)今岡住設 739-0042 東広島市西条町西条東918 （0824）23-2516

（株）カシワ設備 739-0132 東広島市八本松町正力1439 （082）436-3931



熊野町指定給水装置工事事業者一覧表　　　　　　　
≪呉市≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

(有)井村工務所 737-0003 呉市阿賀中央3-2-13 (0823)71-8223

(有)吉田設備工業所 737-0004 呉市阿賀南2-5-11 (0823)71-3554

(有)永濱工業 737-0914 呉市押込西平町18-7 (0823)34-0071

(有)原田設備 737-0882 呉市天応東久保1-1-10 (0823)38-8659

（株）呉水道工業所 737-0826 呉市両城2-12-7 (0823)21-8639

（有）ｹｲｴﾇ　ｺ-ﾎﾟﾚ-ｼｮﾝ 737-0051 呉市中央3-7-20-201 (0823)22-1980

(有)コ-セイ設備工業所 737-0053 呉市長ノ木町10-17 (0823)24-8228

(有)佐古設備 737-0915 呉市押込1-11-7 （0823）34-1541

折口開発(有) 737-0004 呉市阿賀南5-4-16 (0823)71-7767

（有）長代設備 737-0152 呉市仁方本町1-2-20 （0823）84-7352

桐田工業（株） 737-0056 呉市朝日町12-11 （0823）21-9221

（有）呉風呂センタ- 737-0053 呉市長ノ木町1-31 （0823）21-4233

（株）広金属工業所 737-0113 呉市広横路3-2-37 （0823）71-3166

宮迫設備工業(株） 737-0908 呉市焼山宮ヶ迫1-7-1 （0823）34-0538

（有）竹本住宅設備 737-2518 呉市安浦町内海北2-3-17 （0823）84-2062

（株）吉川設備 737-0935 呉市焼山中央6-12-20 （0823）33-6588

(株)中山設備工業 737-0125 呉市広本町1-8-18 （0823）69-4657

（有）ヒロシ工業 737-0137 呉市広小坪1-45-1 （0823）76-0270

井戸設備工業（株） 737-0124 呉市広古新開8-33-15 （0823）74-7085

(有)サニタリープランニング 737-0914 呉市押込西平14-18 （0823）34-0660

藤井設備工業(株) 737-0821 呉市三条1-8-18 （0823）21-4292

（株）脇田水道 737-0141 呉市広文化町4-46 （0823）73-5273

≪その他の地区≫

事業所の名称 郵便番号 所在地 連絡先

（有）相野水道工事 739-0425 廿日市市物見西2-9-5 (0829)50-5052

（株）中国工業開発 725-0002 竹原市西野町1625 （0846）29-1111

Ｍ設計工房（株） 729-0106 福山市高西町2-5-21 （084）939-6525

(株)イースマイル 542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-7-3イースマイルビル （06）-7739-2525

（株）タカギ 802-0836 福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1 (093)962-0941 

（株）マサ・エンジニアリング 741-0082 山口県岩国市川西4-5-97-1 （0827）41-3112

（株）ハウスラボ 556-0014 大阪府大阪市浪速区大国2-1-6 （0120）-78-78-78

*業者登録順に掲載


