
＜琴浦町内＞ ＜琴浦町外＞
事業者名 所在地 電話番号 ＦＡＸ 事業者名 所在地 電話番号 ＦＡＸ

愛建ことうら 琴浦町赤碕1920-204 (0858)55-1339 あいけん有限会社　アイシン 米子市彦名町527-2 (0859)29-3222 29-6996
有限会社　アイティ設備 琴浦町逢束1213-3 (0858)53-6118 53-6116 あいてぃアイワ設備工業　有限会社　 北栄町亀谷952-15 (0858)37-4593 37-4593
有限会社　足立水道設備 琴浦町赤碕1942-3 (0858)55-1221 55-1222 あだち 株式会社　あさひほーむ 倉吉市昭和町2丁目236 (0858)23-7272 23-7273
株式会社　井木組 琴浦町赤碕2000-1 (0858)55-0811 55-7070 いぎ イソエ設備 北栄町江北2448-3 (0858)36-5360 36-5360
有限会社　石前建設 琴浦町下伊勢431 (0858)53-1572 53-1557 いしまえ有限会社　いるか設備 湯梨浜町久留20-11 (0858)35-5065 35-5035
株式会社　伊藤建設 琴浦町逢束873 (0858)53-0251 53-0694 いとう 株式会社　ウォーターワークス 倉吉市福守町374-1 (0858)27-0550 27-0552
岩森水道 琴浦町浦安374-7 (0858)52-3835 いわもり株式会社　オオヒロ 鳥取市松並町1丁目168-24 (0857)26-1007 26-1030
馬野建設　株式会社　 琴浦町赤碕1840-1 (0858)49-2222 55-2912 うまの オグラ管機　有限会社　 三朝町大柿657 (0858)43-5633 43-5634
加登脇建設　株式会社　 琴浦町徳万362 (0858)53-1314 53-1027 かどわき河野設備 倉吉市大立57 (0858)28-5363 28-5351
有限会社　河野組 琴浦町徳万431-7 (0858)53-1574 53-2748 かわの 有限会社　河本建設 倉吉市秋喜485-1 (0858)28-3452 28-3465
有限会社　倉光建材店 琴浦町浦安233-16 (0858)52-2218 52-2267 くらみつ有限会社　キコー設備 北栄町亀谷950-4 (0858)37-2051 37-5348
株式会社　高野組 琴浦町赤碕817-7 (0858)55-0921 55-7286 こうの 株式会社　空研 倉吉市広栄町931-2 (0858)22-1777 22-8024
有限会社　ダイエンジア 琴浦町竹内361-2 (0858)55-7290 55-7338 だいえんじあ株式会社　クラエー 倉吉市鴨川町32-1 (0858)28-0608 28-0697
有限会社　田中水道 琴浦町逢束1078-6 (0858)52-2053 52-2058 たなか 山陰冷暖設備　株式会社 鳥取市津ノ井302-8 (0857)51-7222 51-7223
有限会社　谷田武雄建設 琴浦町下伊勢527-2 (0858)52-3503 52-3254 たにだたけお株式会社　清水設備 伯耆町押口332-3 (0859)57-6163 57-2123
有限会社　東伯環境設備工業 琴浦町赤碕1973-7 (0858)55-1888 55-0326 とうはくかんきょう有限会社　昇和設備 湯梨浜町上浅津135-6 (0858)35-4643 35-5408
有限会社　東伯土建工業 琴浦町中尾733 (0858)52-2462 52-2457 すいどうや　くらもと 湯梨浜町宇野1962-21 (0858)35-3298 35-3298
ナガタ設備 琴浦町下伊勢216-1 (0858)53-1968 とうはくどけん株式会社　すばる住設 三朝町西小鹿1148 (0858)43-1298 43-3618
合同会社　ニシモト 琴浦町浦安444-9 090-3637-5009 53-1876 ながた 住マイル設備 北栄町西園504-1 (0858)37-3527 37-4831
有限会社　西本機器水道 琴浦町三保99-8 (0858)52-2601 52-1811 にしもと株式会社　蒼進 鳥取市千代水1丁目139 (0857)85-0104 85-0104
有限会社　西本商会 琴浦町浦安444-2 (0858)52-2201 52-2202 にしもときき曽我工業　株式会社　 米子市富益町63-8 (0859)25-1186 25-1565
有限会社　信方水道設備 琴浦町赤碕1708-9 (0858)55-7466 55-0024 にしもとしょうかい有限会社　ソケット 倉吉市旭田町32 (0858)24-0277 24-0278
株式会社　フジックス 琴浦町赤碕1796-2 (0858)55-2323 55-2326 のぶかた大幸設備工業　有限会社 米子市両三柳150-3 (0859)32-9615 23-0211
株式会社　ヘイセイ 琴浦町徳万731 (0858)53-0771 52-2200 ふじっくす有限会社　第一設備工業 鳥取市商栄町122-1 (0857)24-4341 24-4343
有限会社　美柑組 琴浦町丸尾126 (0858)52-2461 52-3308 へいせい大和設備倉吉　株式会社 倉吉市和田東町190 (0858)23-2211 23-2215
よしもと設備 琴浦町赤碕399-9 (0858)55-0702 55-0702 みかん 有限会社　ダイワ鋼商 日吉津村日吉津194-9 (0859)27-5019 27-5217
株式会社　若松組 琴浦町松谷5-1 (0858)55-0726 55-0747 よしもと有限会社　高橋設備工業所 倉吉市八屋209-2 (0858)26-3281 26-7015

わかまつ中海工業　株式会社　 倉吉市福庭町1-571 (0858)26-4431 26-4414
有限会社　テック 米子市一部162-2 (0859)37-1715 37-1716
有限会社　中原設備商会 北栄町西園98-1 (0858)37-3335 37-5337
有限会社　中本建設 湯梨浜町宇野1994-1 (0858)35-3502 35-3523
有限会社　ナディア 北栄町瀬戸10-1 (0858)49-6007 49-6008
成設備　株式会社 倉吉市清谷町1丁目247 (0858)26-8058 33-4858
株式会社　野崎設備工業 湯梨浜町龍島157-2 (0858)48-6520 48-6521
有限会社　長谷川商店 倉吉市清谷町2-80 (0858)27-6000 27-6001
早田設備　株式会社　 倉吉市和田東町115-1 (0858)22-7571 22-0273
ＴＢＵＩＬＤ　株式会社 湯梨浜町南谷429 (090)8713-0819

株式会社　ベクト総業 倉吉市井手畑158 (0858)26-0739 26-0749
伯耆浄水 湯梨浜町引地336-5 (0858)41-2148 41-2189
株式会社　マツモト工務店 鳥取市千代水3-59 (0857)31-4288 31-4343
有限会社　美咲 倉吉市西福守町601-2 (0858)48-2900 48-2901
有限会社　山下水道設備 大山町下甲288-2 (0858)58-3970 58-3971
ヤマフク 大山町名和894-16 (0859)54-6011 54-6011
有限会社　八幡建設 湯梨浜町園674 (0858)34-3159 34-3180
有限会社　ユアー設備計画 倉吉市和田505-3 (0858)23-3699 23-3979
株式会社　ヨシムラ 北栄町由良宿551-2 (0858)37-2052 37-3429
ヨネダ設備商会 倉吉市昭和町1-243 (0858)22-3535 22-3535

琴浦町下水道排水設備指定工事店 令和３年１２月１日現在

 排水設備工事に対する融資制度について
 　町では供用開始後、3年以内に行なわれる排水設備工事に対する融資を行っています。
 ＜貸付条件＞
 　貸 付 額　 　10万円～80万円
 　利　   率　 　年利1％
 　償還方法　　元利均等月払いで、口座振替
  　　　　　　　   貸付日の翌月から3年（36ヶ月）以内で償還
　 　    《参考》 80万円借り入れ、36ヶ月で償還する場合の償還金 月額22,566円
　 保 証 人　　 2名
　　　　　　（原則、琴浦町に住所を有する人で、税・上下水道使用料・下水道受益者負担金の滞納がないこと。）


