
 安芸太田町下水道排水設備指定工事店

【町内の事業者】  令和3年4月1日現在

地　区 店            名 郵便番号 住            所 代表者氏名 電    話    番    号

加計 加計燃料株式会社 731-3501山県郡安芸太田町大字加計3262番地1 東        斌彦 22-0017

廣濱建設株式会社 731-3621山県郡安芸太田町大字下筒賀1522番地1 米田    祐司 22-1234

株式会社    竹下建設 731-3621山県郡安芸太田町大字下筒賀1152番地1 竹下    和志 22-0335

広島ガス第一プロパン株式会社 731-3501山県郡安芸太田町大字加計3281番地2 小田    頼明 22-0376

斉藤工業有限会社 731-3501山県郡安芸太田町大字加計4968番地 斉藤    義隆 22-0713

佐々木設備 731-3501山県郡安芸太田町大字加計5840番地1 佐々木    芳彦 22-2248

株式会社    杉原土建 731-3621山県郡安芸太田町大字下筒賀1107番地 石内    久雄 22-1217

中本建設株式会社加計営業所 731-3412山県郡安芸太田町大字坪野947番地4 佐々木　一 23-0505

徳屋 731-3501山県郡安芸太田町大字加計4874番地3 徳永　心人 22-1431

筒賀 山縣建設株式会社 731-3702山県郡安芸太田町大字中筒賀791番地 佐々木　弘 32-7011

株式会社    梅田組 731-3702山県郡安芸太田町大字中筒賀2163番地 梅田    國昭 32-2844

有限会社    木下商会 731-3702山県郡安芸太田町大字中筒賀1163番地2 木下    義輝 32-2046

戸河内 有限会社    川本組 731-3812山県郡安芸太田町大字遊谷632番地 川本    秀昌 28-2628

株式会社    河本組 731-3812山県郡安芸太田町大字遊谷665番地1 河本    和雄 28-2317

井上建設工業株式会社 731-3810山県郡安芸太田町大字戸河内865番地10 井上    照雄 28-2512

筒賀建設株式会社 731-3664山県郡安芸太田町大字上殿1791番地1 佐々木    研次 28-1877

株式会社    クリンプロ 731-3821山県郡安芸太田町大字土居310番地 三井    崇裕 28-1880

栗栖設備 731-3821山県郡安芸太田町大字土居236番地2 栗栖    美知正 28-2670

【町外の事業者】

地　区 店            名 郵便番号 住            所 代表者氏名 電    話    番    号

北広島町 有限会社    芸北プロパン不二屋 731-2323山県郡北広島町川小田10076番地 宗美    秀史 (0826)35-0536

ぶなの里 731-2551山県郡北広島町東八幡原886番地5 藤原    俊二 (0826)37-0030

株式会社    ジール 731-1533山県郡北広島町大字有田3413番地 藪    茂樹 (0826)72-2292

広島市 株式会社    第一総合建設 731-0231広島市安佐北区亀山八丁目18番15号 古垰    英幸 (082)815-1229

安佐北区 株式会社    竹野下組 731-0221広島市安佐北区可部三丁目38番6号 竹野下    敏夫 (082)815-2525

日成テック有限会社 731-0212広島市安佐北区三入東二丁目23番5号 清野    浩之 (082)818-5832

有限会社    安佐企業 731-0231広島市安佐北区亀山9丁目35番18号 渡辺        徹 (082)516-5116

株式会社    曽根川施工 739-1734広島市安佐北区口田四丁目8番2号 曽根川    洋司 (082)842-4103

有限会社    玖田設備工業 731-0231広島市安佐北区亀山四丁目3番5号 玖田        博 (082)815-4155

松田住建株式会社 739-1142広島市安佐北区安佐町大字飯室6475番地の1 松田    隆善 (082)837-0053

有限会社    山西設備 731-0231広島市安佐北区亀山７丁目2番31号 早戸    智綱 (082)814-4128

有限会社    迫田工務店 731-0222広島市安佐北区可部東五丁目25番22号 迫田    邦彦 (082)815-0011

可部佃ポンプ株式会社 731-0221広島市安佐北区可部五丁目12番4号 籠島    和則 (082)812-3148

株式会社    田尾設備 731-0144広島市安佐南区高取北三丁目2番11号 田尾    日出人 (082)878-0601

安佐南区 有限会社    正木設備 731-0103広島市安佐南区緑井七丁目28番13号 正木    次雄 (082)877-2324

河内産業株式会社 731-0124広島市安佐南区大町東一丁目11番21号 亀井　稔 (082)876-1611

株式会社    佃ポンプ店 731-0103広島市安佐南区緑井六丁目25番32号 佃        隆由紀 (082)877-1250

中和建設工業株式会社 731-0154広島市安佐南区上安二丁目52番24-4号 植木    重夫 (082)878-7551

ホクエイ設備工業株式会社 731-0103広島市安佐南区緑井八丁目3番6号 小田  克仁 (082)879-7704

積和建設中国株式会社 731-3168広島市安佐南区伴南一丁目4番31号 三浦　康司 (082)849-6255

株式会社    竹野工業 731-0102広島市安佐南区川内六丁目28番9-2号 竹野    一志 (082)962-1709

株式会社    カジハラ 731-0143広島市安佐南区長楽寺一丁目19番27-7号 梶原　秀興 (082)878-7890

佐古建設株式会社 738-0601広島市佐伯区湯来町大字和田4番地 佐古    真樹 (0829)83-0244

佐伯区 日本冷熱工業株式会社 731-5127広島市佐伯区五日市七丁目8番19号 山田    誠一 (082)921-2131

広島ガス湯来販売株式会社 738-0601広島市佐伯区湯来町大字和田字伏谷口1847番1号 光井    利成 (0829)83-0420

株式会社    タイキョク 731-5115広島市佐伯区八幡東三丁目19番11-9号 曽根川    文平 (082)927-5727

中区 株式会社    水野工業所 730-0844広島市中区舟入幸町3番10号 水野    正太郎 (082)291-4520

株式会社    免出 733-0812広島市西区己斐本町一丁目14番12号 免出    大介 (082)271-1555

西区 株式会社    広島水道センター 733-0812広島市西区己斐本町2丁目16番地10号 蔦本    幹夫 (082)507-7510

有限会社    鳥取工業 733-0841広島市西区井口明神三丁目11番1号 鳥取    昭男 (082)208-5388

株式会社    アサ・テクノ 732-0001広島市東区戸坂惣田二丁目3番4号 河野    好英 (082)229-5311

東区 株式会社    朝日グリーン 732-0066広島市東区牛田本町一丁目7番地15号 谷本    憲秋 (082)211-3969

山本設備工業株式会社 732-0066広島市東区牛田本町一丁目10番18号 山本    昌宏 (082)221-0325

セキセイエンジニアリング有限会社 732-0052広島市東区光町二丁目8番24号 多岐    幸路 (082)263-7110

南区 有限会社    中田設備工業 734-0005広島市南区翠四丁目1番20号 中田    隆司 (082)255-2611

有限会社    米谷設備工業 736-0081広島市安芸区船越四丁目5番19号 米谷    勝美 (082)822-5715

安芸区 有限会社渡辺設備工業所 736-0083広島市安芸区矢野東一丁目1番15号 脇野    実男 (082)888-0600

株式会社    佐々木設備工業 736-0083広島市安芸区矢野東七丁目2番11号 佐々木    義親 (082)209-0644

安芸高田市 有限会社    FULL  HOUSE 739-1105安芸高田市甲田町下甲立1052-3 小原    政義 (0826)45-4285

株式会社    シガ設備工業 731-0521安芸高田市吉田町常友131番地3 志賀    良介 (0826)43-1122

府中町 有限会社    平田住宅設備工業 735-0006安芸郡府中町本町一丁目3番2号 迫川    和志 (082)282-6701


