
                     令和２年９⽉３０⽇現在

番号
排⽔指
定番号

事 業 所 名 所  在  地 電話番号

1 84 ⽇新技研㈱ ⾼松市茜町１７番１７号 (831)3810
2 18 新英⼯業㈱ ⾼松市茜町２０番１４号 (837)2000
3 390 ㈱多⽥電気 ⾼松市庵治町７５６番地１ (871)2538
4 193 ⼭下電気商会 ⾼松市庵治町９９０番地 (871)2077
5 90 ㈲イワサキ ⾼松市庵治町１０５８番地 (871)3959
6 165 中村建設⼯業㈱ ⾼松市庵治町１６１１番地２ (871)5063
7 512 ㈱イシカワ住設 ⾼松市庵治町１８４７番地１３ (871)2190
8 228 ㈱シオタ電⼯ ⾼松市庵治町２００４番地１ (871)3786
9 521 オフィスメイト ⾼松市庵治町４１３５番地１ (871)4557
10 232 ㈲清和⼯業 ⾼松市庵治町５９１５番地１ (871)2496
11 231 ㈲新上電機 ⾼松市庵治町６３８５番地４６ (871)3545
12 138 ㈱佐藤建設 ⾼松市庵治町６３９１番地１４８ (871)4122
13 317 ㈲⾼崎設備 ⾼松市飯⽥町２３番地 (882)5337
14 26 三喜⼯事㈱ ⾼松市飯⽥町６５６番地１ (842)5678
15 58 ㈱福⽥⼯業 ⾼松市飯⽥町８０３番地８ (882)2008
16 44 ㈱⾼橋⽔道 ⾼松市飯⽥町１２０９番地４ (832)9121
17 46 ㈱⽵元設備 ⾼松市飯⽥町１３３１番地３ (813)0578
18 348 三栄⼯業㈱ ⾼松市池⽥町１１８７番地１ (849)1144
19 583 イザナミ企画 ⾼松市⼀宮町３２９番地２０ (885)3108
20 311 ㈲協和設備 ⾼松市⼀宮町６８５番地４ (886)6980
21 409 ⽇本浄化槽㈱ ⾼松市⼀宮町８４２番地２ (886)5977
22 64 松熊⼯業㈱ ⾼松市⼀宮町１１２７番地５ (886)2828
23 538 ㈱花⽥設備⼯業 ⾼松市⼀宮町１６１５番地１ (887)6096
24 593 川滝設備⼯業 ⾼松市今⾥町⼆丁⽬１９番地２３ (802)3176
25 9 ㈲英弘設備⼯業所 ⾼松市円座町８１０番地１ (886)1323
26 47 三誠設備⼯業㈱ ⾼松市円座町１０４２番地２ (870)4584
27 588 宮治設備 ⾼松市円座町１４１７番地９ (886)8236
28 290 ⽔本設備 ⾼松市太⽥上町１３１番地１４ (888)0041
29 81 三和電業㈱ ⾼松市太⽥下町２５８０番地３ (865)8588
30 571 ㈱Ｃｉｒｃｌｅ ⾼松市岡本町８８０番地１５ (813)9550
31 222 ㈲草薙電気 ⾼松市⾹川町浅野１５５番地９ (889)1730
32 573 ㈱濱野設備 ⾼松市⾹川町浅野７６１番地１５ (888)6285
33 166 ㈱中⼭組 ⾼松市⾹川町浅野１２５５番地１ (879)2454
34 312 ㈲⾕原デンキ⽔道⼯業所 ⾼松市⾹川町浅野３０８３番地２ (889)1250
35 437 ㈱正⽊管⼯設備 ⾼松市⾹川町浅野３３８１番地２ (889)1767
36 600 ㈱ナカムラ設備 ⾼松市⾹川町浅野１７６９番地２ (813)7248
37 187 ㈱宮⻄⼟建 ⾼松市⾹川町⼤野７９８番地４ (885)1392
38 168 ㈱野崎組 ⾼松市⾹川町⼤野１０９５番地４ (885)4141
39 309 秋友設備⼯業㈲ ⾼松市⾹川町⼤野１２８１番地１３ (886)5342
40 188 ㈲ミヨシ電機 ⾼松市⾹川町⼤野１７５２番地２ (885)2849
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41 204 ㈲伊賀電気⼯業所 ⾼松市⾹川町⼤野２５１６番地１２ (886)0440
42 70 ㈱安部⼟⽊ ⾼松市⾹川町川内原１５１番地１ (879)4378
43 561 ⼟居住器 ⾼松市⾹川町川内原３５２番地２ (879)7848
44 395 ㈱カナック・テクノサービス ⾼松市⾹川町川内原１５９８番地２ (813)8419
45 263 ㈲真鍋農機管⼯ ⾼松市⾹川町川東上１００９番地２ (879)2560
46 366 ㈲幸和住設 ⾼松市⾹川町川東上１３５４番地３ (879)5018
47 275 ㈲洋電チェーン中央店 ⾼松市⾹川町川東上１７２４番地１４ (879)3300
48 339 ㈱加藤技建 ⾼松市⾹川町川東上２２５３番地１ (879)4664
49 548 ㈱⼀真⼯業 ⾼松市⾹川町川東下１１４番地１１ (887)7767
50 295 協栄産業㈱ ⾼松市⾹川町川東下２１７番地２ (879)2251
51 268 モリニシ設備 ⾼松市⾹川町川東下１８５２番地２ (879)6217
52 259 ㈲藤川設備 ⾼松市⾹川町安原下第３号３１５番地 (879)7133
53 40 ⼤同設備⼯業㈱ ⾼松市春⽇町９４番地 (843)0492
54 82 ㈱誠良興業 ⾼松市春⽇町１２９番地 (843)6350
55 33 ㈲東伸設備⼯業 ⾼松市春⽇町１４２４番地 (841)2177
56 560 ㈱⽔本⼯務店 ⾼松市⿅⾓町２５９番地４ (815)1422
57 509 ㈱林⽥建設 ⾼松市紙町４５８番地５ (841)3301
58 63 ㈱松浦⽔道 ⾼松市紙町５０６番地５ (866)2930
59 568 農協清掃㈱ ⾼松市上之町⼀丁⽬９番１１号 (865)6636
60 37 ⼤⾼⼯業㈲ ⾼松市上之町⼆丁⽬３番３３号 (865)5074
61 102 ㈲アクアシステム ⾼松市上林町５８３番地１ (816)8010
62 16 雉⿃⼯業㈱ ⾼松市上福岡町１２０１番地 (861)3467
63 48 ㈲⽟浦⼯業所 ⾼松市上福岡町１２３５番地１ (861)7467
64 119 丸⾼⼯業㈱ ⾼松市上福岡町１２８４番地 (833)8795
65 117 ㈱フレイン ⾼松市⻲岡町１４番１１号 (837)2800
66 520 ㈲川染⼟⽊⼯事 ⾼松市⻲⽥南町８７番地１２７ (847)4289
67 457 ｏｆｆｉｃｅ Ｍ'ｓ ⾼松市川島東町１３番地１３ (887)7537
68 126 ㈲⼭⽥商店 ⾼松市川島本町１５７番地 (848)0074
69 595 喜多設備 ⾼松市川部町５1番地１０ (885)2642
70 23 ㈱エス・ケイ・ワイ井上 ⾼松市川部町５３５番地 (886)6412
71 450 ㈲佐藤住設 ⾼松市川部町１７６５番地２ (816)7736
72 565 ㈱アパ・マン ⾼松市⽡町⼆丁⽬２番１９号 (837)0303
73 65 ㈱⻑尾設備 ⾼松市⽊太町１１８７番地４ (867)1170
74 28 三幸設備商会 ⾼松市⽊太町１２０５番地 (865)6982
75 121 ㈲森川設備 ⾼松市⽊太町２８７０番地５ (833)7169
76 107 ㈲川崎設備 ⾼松市⽊太町３０５２番地２２ (835)2176
77 501 プラスアルファ・サービス ⾼松市⽊太町３６０４番地１７ (835)1244
78 69 ⼭地設備⼯業 ⾼松市⽊太町４３０２番地５ (866)3637
79 345 ⽊太建材㈱ ⾼松市⽊太町５０３６番地６ (865)3202
80 172 ㈱原野組 ⾼松市⽊太町５０４０番地１６ (868)3213
81 6 岩井設備㈱ ⾼松市⽊太町５０８３番地１８ (867)0287
82 444 ㈲平福興業 ⾼松市⾹⻄北町６０８番地 (881)0553
83 24 後藤設備⼯業㈱ ⾼松市⾹⻄東町６４５番地１ (881)3116
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84 17 ㈱北⾵建テック ⾼松市⾹⻄南町４５７番地１１ (881)6677
85 529 イナヤマ⼯業㈱ ⾼松市⾹⻄南町５２２番地１１ (881)8870
86 352 髙嶋電気 ⾼松市⾹⻄南町６９７番地４ (882)3174
87 31 ㈱サンキ ⾼松市郷東町４６８番地１ (882)2121
88 62 ㈱フソウ四国⽀店 ⾼松市郷東町７９２番地８ (881)0210
89 411 城北建設㈱ ⾼松市郷東町７９６番地１２２ (881)5689
90 496 ㈲⿊川建興 ⾼松市⾹南町池内７番地８ (879)0253
91 164 ⻑尾⼯業 ⾼松市⾹南町池内８５０番地１ (879)3062
92 482 オカヒロ総設 ⾼松市⾹南町岡１４４２番地１ (879)2717
93 186 美⾺⼟建 ⾼松市⾹南町⻄庄１４２番地３ (879)3669
94 67 ㈱電⼯社エンジニアリング ⾼松市⾹南町⻄庄２４８番地１ (879)0808
95 492 ㈲新⽣設備 ⾼松市⾹南町⻄庄１９７８番地３ (879)3826
96 325 ㈱⿊川産業 ⾼松市⾹南町⻄庄２３３２番地５ (879)4140
97 249 ㈱中野建設興業 ⾼松市⾹南町由佐７８番地２ (879)2252
98 12 ㈲あさい電気⼯業 ⾼松市⾹南町由佐７７３番地６ (879)3422
99 225 ㈱下所組 ⾼松市⾹南町由佐１２４４番地１ (879)2348
100 220 喜⽔⼯業 ⾼松市⾹南町由佐２２００番地 (879)3447
101 547 ㈱電建 ⾼松市⾹南町横井３５２番地１ (813)9403
102 502 アオバ㈱ ⾼松市⾹南町吉光１３５番地７ (816)7725
103 328 藤井設備⼯業 ⾼松市国分寺町国分６１９番地６ (874)5397
104 442 ㈲⻲井電機⽔道 ⾼松市国分寺町国分８５４番地３ (874)1219
105 562 ㈱ＯＺＡＫＡ ⾼松市国分寺町国分１６６６番地６ (805)2239
106 439 富⼠⼯研 ⾼松市国分寺町国分２１１８番地２ (874)3733
107 137 ⼩橋⼯業㈱ ⾼松市国分寺町新名１６３番地 (874)0312
108 241 ㈱つぼみ建設 ⾼松市国分寺町新名１２０１番地４ (874)0154
109 462 いりくら⼯業 ⾼松市国分寺町新名１３０１番地７ 090(5273)6933
110 139 ㈲三愛電気⽔道 ⾼松市国分寺町新居１３番地６ (874)1333
111 400 ㈱瀬⼾内エンジニアリング ⾼松市国分寺町新居１４９番地１ (874)0019
112 240 ㈲⽥中⽔道設備 ⾼松市国分寺町新居３４９番地４ (874)1174
113 297 ㈲杉村電設 ⾼松市国分寺町新居３６７番地８ (874)0779
114 143 ㈲シビル⼯業 ⾼松市国分寺町新居５６５番地９ (874)8823
115 549 ㈲福井コーポレーション ⾼松市国分寺町新居５７６番地６ (874)5557
116 152 ⼤平⼟⽊⼯業㈱ ⾼松市国分寺町新居７９５番地２ (874)5746
117 371 ㈱丸島ハウジングサービス⾼松⽀店 ⾼松市国分寺町新居１６７２番地２ (875)0637
118 4 ㈲相⽣建設 ⾼松市国分寺町福家甲１４８番地１ (874)5110
119 95 エレキハウス⼤⻄ ⾼松市国分寺町福家甲１７４６番地６ (874)3675
120 177 ㈱福井組 ⾼松市国分寺町福家甲２５２４番地１ (874)3290
121 199 ㈲渡辺電気⽔道 ⾼松市国分寺町福家甲３１０４番地５ (874)0288
122 158 津川電機⼯業所 ⾼松市国分寺町福家甲３７８７番地１ (874)0066
123 32 斎久⼯業㈱ 四国⽀店 ⾼松市寿町⼆丁⽬３番１１号 (802)3190
124 34 ㈱四電⼯ ⾹川⽀店 ⾼松市⻄宝町⼀丁⽬８番２４号 (836)0116
125 556 ⽔巧社 ⾼松市三条町３８番地１９ (834)3450
126 388 ㈲五津紀設備 ⾼松市三名町１６７番地１ (888)0527
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127 344 ㈲榎本設備管⼯ ⾼松市三名町３４２番地１０ (888)0890
128 471 ㈲藤本産業 ⾼松市塩江町上⻄甲６７７番地 (893)1680
129 458 岩部電気 ⾼松市塩江町安原上２７０番地７ (893)0344
130 405 尾形建設㈱ ⾼松市塩江町安原上東１４０７番地１ (893)0715
131 451 ㈲尾形電気⼯業所 ⾼松市塩江町安原上東１６３７番地 (893)1077
132 438 ⿊川農機商会 ⾼松市塩江町安原上東２４２３番地 (893)0048
133 454 ㈱⼤栄建設 ⾼松市塩江町安原下第１号１４１９番地２ (897)0932
134 207 ㈱市原建設 ⾼松市塩江町安原下第２号１４９８番地１ (893)0268
135 550 ㈱ＴＯＳＨＩ電設⼯房 ⾼松市塩江町安原下第２号１５１４番地 (897)0190
136 378 ㈲川⽥商店 ⾼松市塩江町安原下第３号６６５番地１ (897)0111
137 554 ㈱ワールド管⼯ ⾼松市下⽥井町９０番地１ (813)4033
138 22 ㈲寒川設備 ⾼松市下⽥井町２０７番地１６ (847)5624
139 75 太善⼯業㈱ ⾼松市出作町３４８番地１ (889)7121
140 544 アソカ ⾼松市出作町５０８番地１１ (888)1891
141 106 ⻲⽥設備⼯業 ⾼松市神在川窪町３６７番地１ (882)0364
142 13 織⽥設備㈱ ⾼松市新⽥町甲４６９番地６ (841)5310
143 522 ⼤道⼯業㈱ ⾼松市新⽥町甲１４９０番地 (843)3562
144 468 藤広業 ⾼松市新⽥町甲２１４４番地１ (843)2251
145 85 ㈱広瀬住宅総合サ－ビス ⾼松市末広町６番地９ (822)5478
146 8 ㈲浮⽥設備⼯業所 ⾼松市⼤⼯町６番地１７ (851)5204
147 43 ⾼尾⼯業㈱ ⾼松市多賀町⼀丁⽬１番２３号 (831)7655
148 517 光設備⼯業㈲ ⾼松市多賀町三丁⽬６番１５号 (831)7726
149 314 ㈱オプティマ ⾼松市⾼松町８７６番地９ (843)9633
150 256 ㈲ハウスリフォームアサクラ ⾼松市⾼松町１３２６番地３ (818)1814
151 537 ⼤平設備㈱ ⾼松市⾼松町１６１８番地１４ (843)8884
152 419 ㈲真誠樹脂⼯業 ⾼松市⾼松町２２０２番地２ (841)1234
153 440 ㈱松⽥⼯業 ⾼松市⾼松町２４９４番地 (841)1515
154 292 ㈱⼋重洲電⼯ ⾼松市多肥上町２０番地２ (889)1931
155 523 ㈲篠宮組 ⾼松市多肥上町９１３番地１ (888)5761
156 460 サンレッド㈲ ⾼松市多肥上町９１４番地７ (889)0930
157 105 ⾹川県南部淨化センター㈲ ⾼松市多肥上町２０３１番地１ (864)8831
158 435 北⾵クアライン ⾼松市多肥上町２１４２番地５ (888)0671
159 453 ㈱⾹南⼟⽊ ⾼松市⽥村町５６８番地６ (865)5678
160 540 揺動システム㈲ ⾼松市⽥村町８８７番地 (866)9074
161 525 ㈱河北⽔道 ⾼松市檀紙町９６０番地３ (886)7596
162 45 ㈱宝⼯業 ⾼松市檀紙町１３３１番地１２ (814)7755
163 318 ㈲森池住設 ⾼松市檀紙町１５０８番地３ (886)5500
164 29 三信電気⽔道㈱ ⾼松市中央町１５番２０－２１号 (831)1751
165 387 南部開発㈱ ⾼松市勅使町２９９番地２ (867)5133
166 507 ㈱マツシタ ⾼松市勅使町６７７番地２ (865)6671
167 372 セトウチ技研㈱ ⾼松市勅使町１２９５番地１ (866)0101
168 355 東讃建設㈱ ⾼松市鶴市町５７３番地４ (881)2941
169 546 ㈱丸福建設 ⾼松市鶴市町６０７番地１ (882)7756
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170 421 ㈱河野組 ⾼松市鶴市町６１２番地１ (882)1241
171 42 浦川設備興業㈱ ⾼松市鶴市町９９１番地１ (882)4364
172 79 ㈱⾹川クリエイト ⾼松市鶴市町１４１７番地２ (861)1455
173 53 ㈱野⼝⽔道 ⾼松市鶴市町１５７２番地３ (861)1066
174 582 ㈱滝⼝⽔道 ⾼松市鶴市町１５９５番地 (813)4525
175 531 環境コンサルタント㈱ ⾼松市鶴市町１６１０番地５ (861)5561
176 39 ⼤商設備㈱ ⾼松市鶴市町２０３５番地１８ (813)1447
177 591 ⾼松市上下⽔道⼯事業協同組合 ⾼松市天神前５番地３０ (831)5633
178 543 松川設備⼯業㈱ ⾼松市中間町４９６番地５ (805)9204
179 73 ⽯井住設 ⾼松市中間町８５２番地２ (886)4919
180 111 ㈱中央冷機 ⾼松市中野町３１番１９号 (833)4891
181 61 ㈲友澤電設 ⾼松市中⼭町８２３番地１１ (882)2349
182 303 塚本産業㈱ ⾼松市成合町２番地 (886)1126
183 498 ㈲サン・ケンテック ⾼松市成合町１３３３番地３ (887)0202
184 289 ㈲奈良設備 ⾼松市⻄植⽥町９９１番地１ (840)4060
185 291 ㈲三好設備 ⾼松市⻄春⽇町１２７４番地５ (866)9087
186 120 ㈱三笠設備⼯業 ⾼松市⻄⼭崎町１７６番地３ (885)9482
187 283 ㈱⽚岡設備 ⾼松市⻄⼭崎町２０８番地４ (886)7116
188 506 ㈲原設備 ⾼松市⻄⼭崎町１０３６番地 (885)7801
189 575 ㈱ＫＥＩ設備 ⾼松市花園町⼀丁⽬１４番２３号 (887)7831
190 2 ㈲荒内⽔道⼯業所 ⾼松市花ノ宮町⼆丁⽬７番３３号 (867)3401
191 56 ㈲三村電気⽔道 ⾼松市花ノ宮町三丁⽬４番１７号 (867)3052
192 68 ㈱三⽊設備 ⾼松市浜ノ町１５番１０号 (821)3250
193 365 ㈲正光 ⾼松市林町３５１番地３９ (816)1048
194 293 ㈱ユメックス ⾼松市林町２５３７番地１０ (814)3751
195 30 ㈲三友設備⼯業所 ⾼松市林町２５６３番地１５ (866)5800
196 346 幸福産業㈱ ⾼松市林町２５７８番地７ (865)8111
197 434 清和⼯業㈱ ⾼松市番町三丁⽬３番１７号 (861)0858
198 461 ㈱久保⼟建 ⾼松市東植⽥町２８９８番地 (849)0405
199 109 ⾼畠設備 ⾼松市東ハゼ町１３番地２９ (868)3903
200 594 アクアクリエイティブ㈱ ⾼松市東ハゼ町１５番地７ (866)1017
201 353 ⼤通⼟建㈱ ⾼松市東⼭崎町３３０番地１ (847)6317
202 399 アート設備⼯業 ⾼松市福岡町⼀丁⽬７番２号 (897)3633
203 51 徳寿⼯業㈱ ⾼松市福岡町⼆丁⽬５番１０号 (851)9151
204 350 四国⽟屋設備㈱ ⾼松市福岡町三丁⽬３番２０号 (821)8804
205 484 まとば産業㈲ ⾼松市藤塚町⼀丁⽬５番２２号 (834)0026
206 480 ㈱タイシュウ管⼯ ⾼松市伏⽯町１０３３番地１０ (868)7938
207 114 ㈱中塚⼯業 ⾼松市伏⽯町１２９９番地１１ (866)5565
208 113 ㈱東興メンテナンス ⾼松市伏⽯町１３７８番地１１ (867)8002
209 432 ⼗川設備 ⾼松市仏⽣⼭町甲２８０３番地３ (888)0084
210 10 ダイダン㈱ 四国⽀店 ⾼松市本町６番地１７ (811)2301
211 41 ㈲ケイテック ⾼松市前⽥東町２８番地５ (847)5213
212 569 前⽥⼯業 ⾼松市松並町７２８番地 (865)8910
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213 302 ㈲エルデサトウ ⾼松市松縄町２７番地９ (861)4780
214 116 林設備 ⾼松市松縄町１０１６番地１７ (865)6942
215 347 ㈱佐藤興業 ⾼松市松縄町１０５７番地２２ (867)5476
216 497 ㈱クラシアン⾼松⽀社 ⾼松市松縄町１１０３番地３ (868)6851
217 310 ㈲エヌ・エス設備 ⾼松市松縄町１１３１番地１５ (866)4718
218 349 四国ガス産業㈱⾼松営業所 ⾼松市松福町⼀丁⽬１３番３０号 (823)7595
219 15 ㈱カナック ⾼松市三⾕町１３６番地 (889)8111
220 52 ハヤシ住設㈲ ⾼松市三⾕町１３７６番地３ (888)2484
221 27 ㈱三渓設備 ⾼松市三⾕町２６６１番地３ (889)1890
222 597 ㈲四国設備 ⾼松市三⾕町５０７５番地 (888)4590
223 377 ㈱ミネック ⾼松市峰⼭町１８３７番地 (861)6200
224 11 ㈲⼤数賀⽔道⼯業所 ⾼松市御厩町４３２番地９ (885)3959
225 472 樋⼝建材㈱ ⾼松市御厩町４８４番地１ (885)1134
226 504 三栄設備 ⾼松市御厩町１４６０番地２ (885)1094
227 216 ㈲奥村総業 ⾼松市牟礼町⼤町１００７番地１ (845)9846
228 94 ウエノ電気 ⾼松市牟礼町⼤町１０４８番地２ (845)6771
229 156 ⾕電気⼯業所 ⾼松市牟礼町原４１２番地３ (845)9297
230 262 ㈱松⽥組 ⾼松市牟礼町原４１４番地３ (845)1407
231 142 四国電設⼯業㈱ ⾼松市牟礼町原４２５番地 (845)2808
232 253 ⽇照⼯業㈱ ⾼松市牟礼町原５６３番地２ (845)8862
233 266 牟礼北⾵⽔道 ⾼松市牟礼町牟礼４９５番地１５ (845)2856
234 88 ㈲⼀坂設備 ⾼松市牟礼町牟礼１４０７番地２ (845)2410
235 191 ⽮野電機⼯業㈱ ⾼松市牟礼町牟礼２２１６番地 (845)2205
236 227 ㈱コモブチ ⾼松市牟礼町牟礼２２２０番地６ (845)9378
237 273 ⼭⽥電機商会 ⾼松市牟礼町牟礼２７６２番地１ (845)3218
238 91 岩⽥電気商会 ⾼松市牟礼町牟礼３１８１番地２ (845)3835
239 206 井関商会㈱ ⾼松市牟礼町牟礼３６９２番地１ (845)2625
240 182 ㈲松始電気 ⾼松市牟礼町牟礼３７２０番地４００ (845)6022
241 66 グロービート松本㈲ ⾼松市室町１９６５番地１ (867)5366
242 60 不⼆設備⼯業㈱ ⾼松市元⼭町６３８番地 (813)6560
243 3 ㈲安⻄⼯業所 ⾼松市元⼭町１２３０番地６ (866)8639
244 59 ㈲藤澤⽔道⼯業所 ⾼松市⼋坂町３番地７ (821)7041
245 72 吉澤⽔道⼯業所 ⾼松市屋島⻄町１５２２番地６ (841)9638
246 551 ㈱⼤下組 ⾼松市屋島⻄町２０１４番地２ (843)1281
247 487 ㈲カトウ⼯業 ⾼松市屋島⻄町８１２番地 (816)3241
248 307 ㈲⽔建舎 ⾼松市屋島東町５１５番地２７３ (843)7989
249 1 ㈲旭⽔道⼯業所 ⾼松市由良町６５７番地４ (848)3337
250 590 ㈲栗林組 ⾼松市栗林町⼀丁⽬１５番４４号 (831)3911
251 76 ㈱平井設備 ⾼松市六条町７５０番地３ (867)8125
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