阿波市内指定給水装置工事事業者一覧
番号

名

称

住

所

電話番号

1 大久保設備

阿波市吉野町西条字出口６６番地１

088-696-2816

2 株式会社 大倉設備

阿波市吉野町柿原字原２０番地２

088-696-3823

3 大塚ハウジング

阿波市吉野町柿原字北二条９３番地

088-696-3539

4 柏手電気商会

阿波市吉野町柿原字谷１５７番地

088-696-2643

5 野口無線電機商会

阿波市吉野町西条字町口６２番地

088-696-2077

6 有限会社 吉岡設備

阿波市吉野町西条字宮ノ前２０番地１

088-696-4889

7 吉野住設

阿波市吉野町西条字西姥御前４５番地５

088-696-2426

吉野町

番号

名

７業者

称

住

所

電話番号

1 糸谷電機商会

阿波市土成町吉田字姫塚２２番地４

088-695-2041

2 有限会社 稲井商店

阿波市土成町郡５６４番地１

088-695-3035

3 鵜飼電機工業

阿波市土成町土成字南原３２４番地４

088-695-3640

4 コニシ設備 有限会社

阿波市土成町土成字南原３０１番地

088-637-8188

5 有限会社 武田水道工業

阿波市土成町吉田字城根木９２番地１

088-637-8037

6 筒井電機商会

阿波市土成町高尾字南原１番地

088-695-4216

7 テライ設備機器 有限会社

阿波市土成町水田字金屋８２番地

088-695-3077

8 土井設備

阿波市土成町土成字南原１４０番地

088-695-2872

9 有限会社 原コーポレーション

阿波市土成町吉田字城根木９５番地５

088-695-2806

10 藤原電気工事店

阿波市土成町宮川内字下り松７３番地４

088-695-4407

11 細川ポンプ店

阿波市土成町土成字前田６８番地１

088-695-2056

12 松本電気工事

阿波市土成町浦池５９９番地

088-695-2662

13 有限会社 妙夏設備 阿波営業所

阿波市土成町吉田字一の坂３０番地

088-695-4122

14 株式会社 矢部電機

阿波市土成町土成字南原３２０番地７

088-695-3036

15 ヤマムラ電器商会

阿波市土成町吉田字平井２番地３

088-695-2865

16 吉本電気

阿波市土成町土成字実安１４９番地１

088-695-3645

土成町

番号

名

１６業者

称

住

所

電話番号

1 株式会社 阿北電気

阿波市市場町大俣字原渕３５１番地２

0883-36-5512

2 株式会社 阿波三松園

阿波市市場町市場字岸ノ下２９３番地３

0883-36-3123

3 株式会社 市場西村建設

阿波市市場町香美字郷社本２６３番地１

0883-36-2022

4 有限会社 イチムラデンキ

阿波市市場町香美字秋葉本８１番地１

0883-36-5270
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5 有限会社 大村電気工業所

阿波市市場町大俣字宇佐６１番地

0883-36-2252

6 有限会社 笠井電機

阿波市市場町市場字町筋７２番地

0883-36-2017

7 笠井 賢

阿波市市場町切幡字観音２０６番地１

0883-36-3103

8 有限会社 後藤田電器

阿波市市場町大野島野神１６６番地２

0883-36-4371

9 近藤建設工業

阿波市市場町香美字渡１６７番地

0883-36-2452

10 住友水道工事店

阿波市市場町尾開字八坂１８２番地１

0883-36-2093

11 有限会社 ゼン建

阿波市市場町大俣字久光２８番地

0883-36-4111

12 有限会社 高杉建設

阿波市市場町大影字ニイヤ４９番地

0883-36-3952

13 高田造園土木

阿波市市場町犬墓字竹倉４２番地

0883-36-3940

14 有限会社 武田電機商会

阿波市市場町八幡字町屋敷３８番地

088-695-4392

15 中川電気商会

阿波市市場町興崎字南分２９０番地１

0883-36-4460

16 治田 正

阿波市市場町香美字渡７３番地４

0883-36-4940

17 坂東電機商会

阿波市市場町大俣字八幡８１番地１

0883-36-2096

18 フジエ電気

阿波市市場町犬墓字大北１９３番地２

0883-36-2797

19 有限会社 ミカミ電気商会

阿波市市場町市場字町筋６２番地３

0883-36-2051

20 矢田電器商会

阿波市市場町香美字西野神１５番地７

0883-35-5528

21 山添水道工事店

阿波市市場町大俣字貞久３５７番地２

0883-36-2843

22 ユサデンキ

阿波市市場町伊月字定松６０番地

0883-36-4190

23 吉成水道

阿波市市場町興崎字北分２番地

0883-36-2156

市場町

番号

名

２３業者

称

住

所
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1 有限会社 安岐建設

阿波市阿波町南五味知１５３番地

0883-35-7732

2 有限会社 秋田建設

阿波市阿波町医王寺３５２番地

0883-35-2545

3 阿波開発 有限会社

阿波市阿波町小倉１６７番地２

0883-35-3490

4 阿波家庭電器 株式会社

阿波市阿波町大原９２番地２

0883-35-2208

5 井形電機

阿波市阿波町大原１１１番地

0883-35-2873

6 牛田水道工事店

阿波市阿波町庚申原２２８番地

0883-35-2277

7 岡山水道店

阿波市阿波町丸山１１７番地２４

0883-35-5510

8 有限会社 尾花工業

阿波市阿波町南整理２００番地１４

0883-35-2329

9 河原工業 株式会社

阿波市阿波町東条１６９番地

0883-35-2524

10 有限会社 工藤設備

阿波市阿波町東長峰１６８番地２

0883-35-2834

11 コヤマ電気

阿波市阿波町山王１５６番地６

0883-35-6229
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12 酒巻機業

阿波市阿波町谷島４５番地

0883-35-2124

13 有限会社 佐藤工業

阿波市阿波町川久保１１８番地

0883-35-4127

14 高橋建設 株式会社

阿波市阿波町糸下６８番地

0883-35-7142

15 有限会社 谷口電工

阿波市阿波町川久保５８番地２

0883-35-4947

16 中塚設備 有限会社

阿波市阿波町四歩一１９番地１

0883-35-3776

17 中野設備工業

阿波市阿波町久原９６番地９

0883-35-6420

18 有限会社 東根組

阿波市阿波町糸下３１番地４

0883-35-6503

19 吉岡農機

阿波市阿波町中原１６９番地

0883-35-4238

20 有限会社 芳野配管工業所

阿波市阿波町元町２２番地２

0883-35-3415

21 有限会社 米倉建設

阿波市阿波町南整理３４５番地３

0883-35-2677

22 脇本左官設備

阿波市阿波町中川原１番地８

0883-35-4557

阿波町

２２業者

合計

６８業者

