
地　区 指定工事店名 郵便番号 営業所所在地 電話番号 備考

西日本開発株式会社 〒667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南607番地 079-662-2741

成田住設 〒667-0004 兵庫県養父市八鹿町上小田345-1番地 079-662-4370

有限会社飯野電器 〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿873-1番地 079-662-6777

さくら設備 〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿529-1番地 079-662-1596

幸栄不動産建設有限会社 〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1568-1番地 079-662-7618

株式会社児島屋商店 〒667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿933番地 079-662-2066

株式会社但馬近畿工業 〒667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場208-3番地 079-662-6154

株式会社安井工務店 〒667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場54-2番地 079-662-3216

才木住設 〒667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉592番地 079-662-4647

株式会社モリモト 〒667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉401-7番地 079-662-2718

フリーライフ 〒667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉873番地 079-662-8284

有限会社西村工業所 〒667-0031 兵庫県養父市八鹿町九鹿237-2番地 079-662-3202

河原設備 〒667-0031 兵庫県養父市八鹿町九鹿304番地 079-662-5304

綿貫設備 〒667-0041 兵庫県養父市八鹿町八木126番地 079-662-1600

内田設備 〒667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳766番地 079-662-4651

八鹿設備工業 〒667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳250-7番地 079-662-5190

株式会社国木建設 〒667-0044 兵庫県養父市八鹿町国木198－1番地 079-662-7897

株式会社 Revolution 〒667-0115 兵庫県養父市八鹿町八木1145-1 079-661-9017

株式会社本城根組 〒667-0102 兵庫県養父市十二所1088番地 079-664-1878

北垣建設株式会社 〒667-0102 兵庫県養父市十二所1470-2番地 079-664-0368

田中工業株式会社 〒667-0102 兵庫県養父市十二所810-1番地 079-663-4771

美亀菅工 〒667-0105 兵庫県養父市左近山519番地 079-664-0416

吉井水道 〒667-0111 兵庫県養父市大薮748番地 079-665-0473

福井建設株式会社 〒667-0113 兵庫県養父市薮崎166番地 079-665-0301

株式会社ナカシマ 〒667-0115 兵庫県養父市上箇326-1番地 079-664-1402

株式会社ミキホーム 〒667-0115 兵庫県養父市上箇55-5番地 079-664-2001

片岡工業株式会社 〒667-0124 兵庫県養父市上箇５番地１ 079-660-2568

ミタカ商事 〒667-0131 兵庫県養父市上野1296-1番地 079-664-0467

株式会社アキタ 〒667-0301 兵庫県養父市大屋町上山513番地 0790-49-0399

有限会社大屋ホームガス 〒667-0311 兵庫県養父市大屋町大屋市場278-2番地 079-669-0182

有限会社島垣工務店 〒667-0315 兵庫県養父市大屋町加保263番地 079-669-0632

有限会社松原興業 〒667-0321 兵庫県養父市大屋町蔵垣551番地 079-669-0797

フジコー株式会社 〒667-0433 兵庫県養父市大屋町門野373番地 079-669-2488

岡田重機 〒667-1105 兵庫県養父市関宮906番地 079-667-3001

有限会社ソウジ 〒667-1105 兵庫県養父市関宮360-1番地 079-667-2376

森本住設 〒667-1105 兵庫県養父市関宮65番地 079-667-2173

株式会社ﾏｯｸﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ 〒667-1105 兵庫県養父市関宮633番地 0796-44-0768

てつや水道 〒667-1115 兵庫県養父市葛畑951番地 079-667-8286

杉本建設 〒667-1116 兵庫県養父市中瀬1486-2番地 079-667-3331

株式会社川口工務店 〒667-1123 兵庫県養父市梨ヶ原220番地 079-667-8233

岡　設備 〒667-1128 兵庫県養父市別宮475番地 079-667-8329

たじま設備株式会社 〒667-1311 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2754番地 0796-98-1255

有限会社中村建工 〒667-1325 兵庫県美方郡香美町村岡区高井368番地 0796-94-0640

株式会社西村工務店 〒667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区福岡17番地 0796-96-1136

株式会社アイテック西岡 〒667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区福岡1073-6番地 0796-96-0874

津崎設備 〒667-1345 兵庫県美方郡香美町村岡区高坂274番地 0796-96-0125

山本工業 〒667-1361 兵庫県美方郡香美町村岡区長瀬613-1番地 0796-95-1110

株式会社大一興業 〒667-1521 兵庫県美方郡香美町小代区野間谷15-3番地 0796-97-3131

有限会社谷川工務店 〒667-1543 兵庫県美方郡香美町小代区忠宮21番地 0796-97-2233

有限会社ごとう設備 〒668-0005 兵庫県豊岡市滝584－1番地 0796-22-0156

ナニワ設備 〒668-0014 兵庫県豊岡市野田10‐1番地 0796-23-0885

有限会社但馬ビルサービス 〒669-6212 兵庫県豊岡市小田井町７－６番地 0796-23-2607

ディエムカンパニー有限会社 〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町4番12号 0796-29-0300

株式会社元庄屋 〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町6番4号 0796-22-0707
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高山設備株式会社 〒668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町320番地 0796-23-2850

三和商事株式会社 〒668-0063 兵庫県豊岡市正法寺628番地 0796-22-3136

MORITA 〒668-0073 兵庫県豊岡市辻152-1番地 0796-22-8822

株式会社中村商店 〒668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分355番地 0796-52-2218

株式会社川崎設備 〒668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分146-2番地 0796-52-3045

有限会社イワミ技研 〒668-0272 兵庫県豊岡市出石町鳥居1153番地 0796-52-3220

出石米穀有限会社 〒668-0274 兵庫県豊岡市出石町水上169-1番地 0796-52-3127

大石建設設備株式会社 〒668-0302 兵庫県豊岡市但東町矢根1106番地 0796-54-0001

株式会社中村設備 〒668-0862 兵庫県豊岡市香住1337-1番地 0796-29-5525

田中設備工業所 〒668-0863 兵庫県豊岡市上鉢山829番地 0796-27-0227

岸田工業株式会社 〒668-0863 兵庫県豊岡市上鉢山783番地 0796-27-0145

小島設備 〒669-5362 兵庫県豊岡市日高町芝330番地1 090-8205-2193

光丸商曾 〒669-5362 兵庫県丹波市山南町大谷263-1番地 0795-77-1229

株式会社近畿興産 〒669-3572 兵庫県丹波市氷上町谷村1461-2番地 0796-82-5319

但南建設株式会社 〒669-5101 兵庫県朝来市山東町滝田148-1番地 079-676-3121

高見設備株式会社 〒669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町845番地 079-676-3975

樋口工業 〒669-5104 兵庫県朝来市山東町末歳758番地 079-676-3320

有限会社平石電気 〒669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山165-1番地 079-672-3345

株式会社ふじ 〒669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷4丁目5番地 079-672-3248

有限会社和田山設備 〒669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213－34番地 079-672-5533

有限会社岡設備 〒669-5203 兵庫県豊岡市日高町岩中163-5番地 0796-42-5199

足立設備 〒669-5221 兵庫県朝来市和田山町秋葉台2-27番地 079-672-0604

株式会社阿野建設 〒669-5241 兵庫県朝来市和田山町土田562番地 079-672-2456

有限会社ニシダ住宅設備 〒669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田20-1番地 079-673-2417

株式会社アスク 〒669-5244 兵庫県朝来市和田山町宮内86-1番地 079-672-1212

BANDO設備 〒669-5246 兵庫県朝来市和田山町岡242番地 079-672-5047

有限会社カタオカ 〒669-5264 兵庫県朝来市和田山町加都91-1番地 079-674-2688

株式会社水管理企画 〒669-5267 兵庫県朝来市和田山町法興寺162番地 079-672-3434

北村トウキ水道設備 〒669-5301 兵庫県豊岡市日高町江原63番地 0796-42-0206

太陽設備 〒669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺592番地 0796-42-1462

有限会社三世商事 〒669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野828番地 0796-45-0225

有限会社イフジ設備 〒669-6225 兵庫県豊岡市竹野町轟128-1番地 0796-20-5418

株式会社坪内電気 〒679-3402 兵庫県朝来市桑市22-1番地 079-678-0304

株式会社木島水道建設 〒679-3421 兵庫県朝来市伊由市場87番地 079-678-0317

有限会社栄大設備 〒679-3441 兵庫県朝来市羽渕305-1番地 079-677-1628

有限会社山本水道 〒669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒513番地 079-676-3072

高山住設 〒669-5204 兵庫県朝来市和田山町駅北12－10番地 079-670-2883

谷村設備 〒668-0222 兵庫県豊岡市出石町寺町537番地 0796-52-5077

シミズ電設 〒668-0204 兵庫県豊岡市出石町宮内3番地の４ 0796-52-5939

タザキ建設 〒668-0815 兵庫県豊岡市日撫４５６番地の１ 0796-23-6205

大政設備 〒669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中479番地 0795-80-1007
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