排水設備工事のお申し込みは指定工事店へ
排水設備工事は、「四万十市排水設備工事指定工事店」以外で行うことはできません。
「指定工事店」は、市が定める基準に合った設備をつくるために必要な技術や知識を習得し、排水設備工事に必要な諸々の事務手続き
を申請者に代わって行うとともに、不当な工事費の請求や粗悪工事、粗悪品の販売などをなくして、安心して工事をまかせることが
できるよう市が指定し、指導・監督しています。現在、下記の業者を指定していますので、お気軽にご相談ください。

【四万十市排水設備工事指定工事店一覧表】

令和３年４月１日現在

営 業 所 在 地
四万十市古津賀一丁目１７５番地

電 話 番 号

指定番号

1

指 定 業 者 名
有限会社 大杉設備工業

60

指 定 業 者 名
有限会社 水道屋かきもと

営 業 所 在 地
宿毛市片島３番１１号

（０８８０）３４－２３２４

（０８８０）６５－５０１１

2

有限会社 山下建設

四万十市竹島３３３６番地

（０８８０）３３－０６５３

61

高田水道工業

宿毛市二ノ宮６３５番地２

（０８８０）６３－２４２５

3

サイバラ建設 株式会社

四万十市古津賀四丁目１０８番地

（０８８０）３５－５１８８

65

株 式 会 社 西 水 道

土佐清水市旭町７０番３号

（０８８０）８２－２３７２

6

有限会社 実業土木

四万十市佐田２３９０番地

（０８８０）３５－６８４４

66

竹村産業 株式会社

宿毛市中央２丁目２番１号

（０８８０）６３－３１１８

7

岡崎プロパン 株式会社

四万十市中村京町２丁目６番地

（０８８０）３５－３４５８

67

一一設備工業 株式会社

高知市一宮東町５丁目２３番１２号

（０８８）８４５－５５５５

8

有限会社 夕部設備

四万十市不破２０５０番１２

（０８８０）３７－３３８３

68

株式会社 高南設備工業

高知市福井町２１８７番地１

（０８８）８２２－２４８０

9

有限会社 カキタニ設備

四万十市下田４３２２番地７

（０８８０）３３－０６６０

69

四国パイプ工業 株式会社

高知市塩田町２０番２６号

（０８８）８２２－４４２２

11

株式会社 大塚工務店

四万十市古津賀３０９６番地３０

（０８８０）３４－４６４５

70

四國水道工業 株式会社

高知市鴨部一丁目２番８号

（０８８）８４４－４２１２

14

株式会社 杉本住宅産業

四万十市具同５１１４番地

（０８８０）３７－１５２０

72

有限会社 朝比奈設備

高知市神田２３９３番地６

（０８８）８３３－８９４４

15

有限会社 大同設備

四万十市中村新町５丁目１０番地

（０８８０）３５－４８７９

73

幡西道路建設 株式会社

宿毛市高砂４番２５号

（０８８０）６５－８６８１

16

株式会社 中村住設

四万十市古津賀３４４３番地１

（０８８０）３４－３６２１

74

野村企画設備

幡多郡黒潮町田野浦１５９３番地

（０８８０）４３－４６６５

18

有限会社 福永工業

四万十市中村大橋通６丁目５番１号

（０８８０）３５－５９９６

77

株式会社 竹内建設

南国市植田６７４番地１

（０８８）８６２－２６１７

19

豚座建設 株式会社

四万十市古津賀２丁目６番地

（０８８０）３４－６０３１

78

クロシオライフラインサービス

幡多郡黒潮町入野１７６９番地

（０８８０）４３－３０７５

22

株式会社 森下住宅設備

四万十市不破２０８３番地４０

（０８８０）３４－４８５５

80

土佐ガス 株式会社

高知市葛島２丁目３番７５号

（０８８）８８２－３１６５

25

株式会社 奥宮工業

四万十市具同７３６１番地５

（０８８０）３７－５１５１

81

武田設備

宿毛市西町３丁目８番２５号

（０８８０）６５－８２５０

26

有限会社 平野水道

四万十市中村上小姓町１８番地

（０８８０）３５－２３１６

82

株式会社 ヨシナガ設備

高知市一宮中町１丁目１４番５６号

（０８８）８４６－０００４

28

有限会社 西南浄化槽

土佐清水市貝ノ川１３４８番地５

（０８８０）８３－８１５１

83

株式会社 しらきインテリア

四万十市右山五月町７番２８号

（０８８０）３４－２７４４

30

有限会社 大崎住設

高知市上本宮町１１３番地９

（０８８）８４４－３０１８

84

相生工設 有限会社

高知市針木北１丁目１２番５３号

（０８８）８４０－６６１３

32

株式会社 四電工 中村営業所

四万十市中村丸の内１８２８番８号

（０８８０）３４－１３３１

85

株式会社 岡村水道

高岡郡中土佐町久礼２２１９番地９

（０８８９）５２－４５８８

33

有限会社 宿毛水道工業

宿毛市平田町戸内２０８５番地１

（０８８０）６６－１９３０

86

有限会社 スズキ設備工業

高知市福井扇町８番２２号

（０８８）８７５－７１００

36

有限会社 上岡水道工事

宿毛市山奈町山田１０３１番地２

（０８８０）６６－０６４３

87

有限会社 大貴工業

高岡郡日高村下分２９１４番地

（０８８９）２４－５８６８

45

明星建設 有限会社

四万十市古尾１３１番地５

（０８８０）３２－１３４０

88

株式会社 濱田水道工業

高知市南ノ丸町５番地７

（０８８）８３１－０２７０

46

株式会社 福田工務店

四万十市中村於東町２７番地

（０８８０）３４－３２１１

89

株式会社 津島工業

高知市大谷公園町２０番 23-13 号

（０８８）８４３－８９４０

47

吉本水道工務店

幡多郡黒潮町下田の口８２２番地 174

（０８８０）４３－２０２４

90

昂翔設備

土佐清水市汐見町 13 番８-１号

（０８８０）８２－０５１９

48

道倉水道工務店

幡多郡黒潮町浮鞭３５５８番地８

（０８８０）４３－２０９６

91

株式会社 山忠

高知市杉井流８番 13 号

（０８８）８８４－８００５

49

所谷建設 株式会社

宿毛市二ノ宮２００９番地１

（０８８０）６３－１６９５

92

昭栄設備工業株式会社

高知市大津乙 1830 番地４

（０８８）８６６－２０１０

53

有限会社 伊与田設備

宿毛市小筑紫町福良６３番地１

（０８８０）６７－００６３

93

VER TECHNO 株式会社

高知市北本町四丁目３番 25 号和ビル３F

（０８８）８８５－５５１１

54

有田建設 株式会社

宿毛市小筑紫町都賀川２７番地

（０８８０）６３－５２２６

94

福山水道工事有限会社

土佐清水市足摺岬 380 番地

（０８８０）８８－０７１８

55

有限会社 アクア・サワダ

宿毛市中央３丁目６番１６号

（０８８０）６３－２５４１

指定番号

電 話 番 号

