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㈲ハツシマ -江田島市江田島町切串二丁目9-7 　　 　0823-43-0312
竹中設備工業㈲ -江田島市江田島町切串三丁目15-30 　　 　0823-43-0816
㈱やまもと住研（江能店） -江田島市江田島町小用一丁目31-7 　　 　0823-42-0108
㈲江田島建材店 -江田島市江田島町中央一丁目2-11 　　 　0823-42-1255
㈱宇根川工業所 -江田島市江田島町中央三丁目3-5 　　 　0823-42-0111
㈲武田水道工業 -江田島市江田島町中央四丁目11-3 　　 　0823-42-2131
小栗建設 -江田島市江田島町宮ノ原一丁目18-5 　0823-42-0557
三興建設㈱ -江田島市江田島町宮ノ原二丁目26-17 　　 　0823-42-1800
㈱ヤマサキ -江田島市江田島町秋月三丁目1-6 　　 　0823-42-0275
㈱フルサワ -江田島市江田島町秋月四丁目10-9 　　 　0823-42-1602
ヒラタコーポレーション㈱ -江田島市江田島町江南一丁目2-8 　　 　0823-42-1653
㈱大胡興業 -江田島市江田島町鷲部二丁目17-20 　　 　0823-42-4980
㈲井上商店 -江田島市能美町中町4948-12 　　 　0823-45-2345
新栄設備 -江田島市能美町中町1472-3 　0823-45-4795
㈲奥山工業所 -江田島市能美町鹿川1262-1 　　 　0823-45-4668
㈱サンライフ小西 -江田島市能美町鹿川1898 　　 　0823-45-2208
新家建設㈱ -江田島市能美町鹿川548-2 　　 　0823-45-4212
㈲西浜工務店 -江田島市能美町鹿川3417-2 　　 　0823-45-4448
濵嵜工務店 -江田島市能美町鹿川175-1 　0823-45-4352
㈱フジタ設備 -江田島市能美町鹿川2772-5 　　 　0823-45-4201
㈲岡組 -江田島市能美町高田3314 　　 　0823-45-2117
空久保建設㈲ -江田島市沖美町畑1248-2 　　 　0823-49-1221
亀石水道工事店 -江田島市沖美町是長349 　0823-48-0003
㈲富島建設 -江田島市沖美町高祖129-7 　　 　0823-47-0770
㈱上野工務店 -江田島市沖美町三吉387-1 　　 　0823-47-0737
㈲江能設備建設 -江田島市沖美町三吉919-1 　　 　0823-47-1433
㈲河畑建設 -江田島市沖美町三吉663 　　 　0823-47-0262
小園建設 -江田島市沖美町三吉387-1 　0823-47-1262
津村水道 -江田島市沖美町三吉2699-2 　0823-47-0585
大田産業㈲ -江田島市大柿町飛渡瀬4034-3 　　 　0823-57-2332
立畑水道工業所 -江田島市大柿町飛渡瀬366-2 　0823-57-2355
二矢川建設㈱ -江田島市大柿町柿浦1457 　　 　0823-57-3939
山根建設㈲ -江田島市大柿町柿浦2346-7 　　 　0823-57-2501
杉元工務店 -江田島市大柿町大君188 　0823-57-5963
㈲船倉造園土木 江田島営業所 -江田島市大柿町大君252-1 　　　　　 　0823-57-5934
㈱Ｍ・Ｋ・Ｓ -江田島市大柿町大原5345-1 　　 　0823-57-0202
中田水道 -江田島市大柿町大原1153-2 　0823-57-2531
平井興産㈱ -江田島市大柿町大原519-3 　　 　0823-57-5666
㈲宮本建設 -江田島市大柿町大原2553 　　 　0823-57-4129
㈲藤井組 -江田島市大柿町深江1119-2 　　 　0823-57-3546
㈱藪下組 -江田島市大柿町深江2153-5 　　 　0823-57-2578
㈲井村工務所 -呉市阿賀中央三丁目2-13 　　 　0823-71-8223
新開 -呉市阿賀中央三丁目17-5 　0823-74-3590
㈱コヤマソービ -呉市三和町5-18 　　 　0823-22-1769
真鍋設備工業㈱ -呉市東中央四丁目4-34 　　 　0823-22-6551
㈱広金属工業所 -呉市広横路三丁目2‐37 　　 　0823-71-3166
㈲石嵜建設 -呉市広本町三丁目22-16-410 　　 　0823-74-5265
井戸設備工業㈱ -呉市広塩焼二丁目15-21 　　 　0823-74-7085
㈱中山設備工業 -呉市広本町一丁目12-11 　　 　0323-69-4657
㈲原田設備 -呉市天応東久保一丁目10 　　 　0823-38-8659
呉設備工業㈱ -呉市二河峡町5-15-201号 　　 　0823-21-7598
㈲永濵工業 -呉市押込西平町18-7 　　 　0823-34-0071
㈲佐古設備 -呉市押込一丁目11-7 　　 　0823-34-1541
㈱吉川設備 -呉市焼山中央六丁目12-20 　　 　0823-33-6588
㈲石地設備 -呉市倉橋町3888 　　 　0823-53-1737
㈱亀本管工事 -呉市倉橋町1205-2 　　 　0823-53-1865
㈲長代設備 -呉市仁方本町一丁目2-20 　　 　0823-84-7352
㈱水野工業所 -広島市中区舟入幸町3-10 　 　 　082-291-4520
㈱アサ・テクノ -広島市東区戸坂惣田二丁目3-4 　　 　082-229-5311
小松設備 -広島市東区温品二丁目3-14 　082-847-6365
㈲森川工業 -広島市東区温品六丁目1-8 　　 　082-289-0536
タカノ住設㈱ -広島市東区牛田本町三丁目2-12 　　 　082-222-2266
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㈱大方工業所 -広島市南区大州二丁目15-8 　　 　082-282-4301
㈲中田設備工業 -広島市南区翠四丁目1-20 　　 　082-255-2611
㈱タイト設備 -広島市南区東雲一丁目23-15ロイヤルビルⅢ102 　　 　082-215-4476
㈱広島水道センター -広島市西区己斐本町2丁目16-10 　　 　082-507-7510
ウォーターポイント㈱ -広島市西区庚午北四丁目2-13 　　 　082-272-2431
㈲鳥取工業 -広島市西区井口明神三丁目11-1 　　 　082-208-5388
㈲中田設備 -広島市安佐南区高取南一丁目9-34 　　 　082-878-5686
㈱竹野工業 -広島市安佐南区川内6-28-9-2 　　 　082-962-1709
㈱曽根川施工 -広島市安佐北区口田四丁目8-2 　　 　082-842-4103
㈲米谷設備工業 -広島市安芸区船越四丁目5-19 　　 　082-822-5715
㈲渡辺設備工業所 -広島市安芸区矢野東一丁目1-15 　　 　082-888-0600
㈱タイキョク -広島市佐伯区八幡東三丁目19-11-9 　　 　 　082-927-5727
㈱理構設備 -広島市佐伯区皆賀三丁目14-2 　　 　082-921-6611
㈲エムズテック -広島市佐伯区五日市中央四丁目10-11 　　 　082-925-6260
新生住宅 -広島市安芸区矢野東二丁目27-65 　　　　　 　082-888-5213
㈲山西設備 -広島市安佐北区亀山７丁目2-31 　　　　 　082-814-4128
㈱レイト -広島市安佐北区口田四丁目23-17     　082-847-5836
㈲山根住建 -東広島市西条町田口383-110 　　 　082-425-5137
富士整備㈱ -廿日市市大野原一丁目4-31 　　 　0829-55-0214
㈲エコー設備 -安芸郡熊野町出来庭三丁目6-30 　　 　082-854-5783
㈱康和設備 -安芸郡熊野町出来庭八丁目6-7 　082-855-1606
㈲平田住宅設備工業 -安芸郡府中町本町一丁目3-2 　082-282-6701
㈲三基工業 -安芸郡海田町南本町4-14 　　 　082-823-8122
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