
鳥取市水道局

名称 所在地 電話番号

㈲ 橋本設備　鳥取営業所 鳥取市秋里１１９５番地 0857-29-2212
吉野設備工業 ㈱ 鳥取市岩吉９６番地２８ 0857-38-9288
㈱ 興洋工務店 鳥取市岩吉１３０番地３ 0857-28-2244
林設備 林宏祐 鳥取市江津９７１番地５ 0857-29-3168
ＮＫＳ設備 ㈲　 鳥取市江津１１０９番地 0857-27-0628
タカミ建設 ㈲ 鳥取市円通寺７番地１ 0857-53-3110
竹内電器設備 竹内博幸　 鳥取市円通寺３６６番地１ 0857-53-2723
ケーエム設備 ㈲ 鳥取市円通寺７４０番地 0857-51-7130
㈱ 谷建工業 鳥取市大杙１６７番地１２ 0857-26-5662
㈲ 鳥取大成　 鳥取市面影二丁目１２番１５号 0857-24-8564
㈱ 大北工業 鳥取市片原五丁目５０１番地 0857-22-6489
㈲ 都建物設備管理 鳥取市叶４４５番地 0857-53-0540
明生管工 ㈲ 鳥取市賀露町４０１７番地 0857-28-6718
水道屋まつおか㈱ 鳥取市賀露町４０２０番地 0857-50-1730
青谷建設 ㈱ 鳥取市賀露町４１２３番地 0857-28-1623
岩見設備 岩見瑞雄 鳥取市賀露町北三丁目１４番３０号 0857-28-0302
㈱日翔工業 鳥取市賀露町西三丁目２番４１号 0857-30-5513
竹内設備 竹内馨 鳥取市賀露町南四丁目１０番２１号 0857-31-1067
㈲ 井田技研 鳥取市川端五丁目２２１番地 0857-22-6550
㈱ タカミズ 鳥取市国安２３７番地１ 0857-50-0005
木村建設 ㈱ 鳥取市国安９４０番地１ 0857-53-2692
鳥取市上水道事業協同組合 鳥取市国安字高土手２１０番地３ 0857-51-7177
フジタ電気設備 ㈲ 鳥取市雲山１２４番地１７ 0857-29-2355
㈱水生設備 鳥取市雲山２２１番地２３ 0857-30-4470
ウイング 寺谷透 鳥取市雲山２９６番地９７ 0857-27-4390
㈲ 大伸設備工業 鳥取市興南町１４８番地 0857-23-5630
フウロ工業 ㈱ 鳥取市小沢見３００番地１ 0857-59-2020
日ノ丸産業 ㈱　鳥取支店 鳥取市五反田町１番地 0857-28-3131
鳥取瓦斯産業 ㈱ 鳥取市五反田町６番地 0857-28-8822
㈲ 秋山設備工業 鳥取市湖山町北一丁目４６３番地 0857-28-4447
㈲ パイプフレンド 鳥取市湖山町北三丁目４６８番地 0857-28-1324
㈱　エイチツーアイビレッジ 鳥取市湖山町北四丁目８２９番地 0857-30-4438
㈲ エスオーティー 鳥取市湖山町西二丁目３９２番地 0857-38-8660
㈱ 阪田設備 鳥取市湖山町西二丁目４４３番地１ 0857-32-2650
㈲ 藤川設備工業 鳥取市湖山町西二丁目５１２番地 0857-28-5707
㈱ シェードワン 鳥取市湖山町東一丁目２４８番地 0857-30-0181
やすとみ設備 安富知 鳥取市湖山町東一丁目５２６番地 0857-28-5458
㈱ オグラ 鳥取市湖山町東三丁目５１番地２ 0857-28-8844
㈱ 白兎設備水道 鳥取市湖山町東三丁目７２番地 0857-28-5811
㈲ 大冨工業 鳥取市湖山町東三丁目８３番地 0857-54-1152
㈲ 湯川建設 鳥取市湖山町東四丁目９０番地 0857-28-7758
㈱ ＹＤ 鳥取市湖山町東四丁目９３番地 0857-50-0109
井上設備　井上達哉 鳥取市湖山町南二丁目６８３番地８ 070-7561-3251
ライフパート工業 尾崎浩文 鳥取市材木町３５４番地 0857-29-7811
アルファテック㈱ 鳥取市倭文２２０番地 050-3436-0185
㈲ kyowa 鳥取市下味野３７番地 0857-53-0058
㈲ 第一設備工業 鳥取市商栄町１２２番地１ 0857-24-4341
大和設備 ㈱　本社営業部 鳥取市商栄町２２７番地 0857-24-6144
㈲ 浜村建設 鳥取市商栄町２３０番地２ 0857-37-0060
サンユー技研工業 ㈱ 鳥取市商栄町４０９番地１３ 0857-24-7722
大永設備工業 ㈲ 鳥取市商栄町４１９番地２ 0857-39-4777
アクア設備 大橋勇生 鳥取市杉崎３７３番地 090-1188-1733
ケン水道 山本健輔 鳥取市杉崎６０１番地６ 0857-30-1055
㈱ 原田建設 鳥取市数津６２番地２ 0857-53-4331
㈲ ハラケン 鳥取市数津６２番地２ 0857-53-4558

水道局指定給水装置工事事業者一覧

　
　水道の新設・改造・撤去などの工事は、指定給水装置工事事業者で行い、水道局の承認が必要です。
　単独水栓（水だけの蛇口）やパッキンの取り替えなど簡易な修繕を除き、家庭の水道工事は、飲料水の安
全性を確保するために水道局が指定する指定給水装置工事事業者でなければ行うことができません。

一覧は地域別（所在地は五十音順）となっています。　　　　　　　　　　　　令和3年2月1日現在

鳥　取　地　域

ご家庭の水道工事



テクニカルサービス 窪田博造 鳥取市大桷２０２番地１ 0857-21-6525
㈱ 高千穂 鳥取市高住８番地１ 0857-28-8911
吉村設備　吉村清 鳥取市滝山４４０番地８ 0857-26-5401
一功工房　丸山和明 鳥取市田島７８３番地２　サトシャルマン２０１号 090-7977-1239
ウエダ設備企画㈱ 鳥取市立川町五丁目２３３番地２７ 0857-77-4306
㈲ カワケン工業 鳥取市千代水一丁目５０番地 0857-23-3317
㈱ＩＦＩＳ 鳥取市千代水一丁目６８番地１ 0857-30-5500
日新工業 ㈲ 鳥取市千代水一丁目７３番地 0857-21-5411
西日本環境設備 ㈱ 鳥取市千代水一丁目１１９番地 0857-23-7711
㈱ 蒼進 鳥取市千代水一丁目１３９番地 0857-37-0510
㈲ 一高土木 鳥取市千代水一丁目１４９番地 0857-25-5505
鳥取ビルコン ㈱ 鳥取市千代水一丁目１５６番地 0857-24-2324
三菱電機システムサービス㈱鳥取サービスステーション 鳥取市千代水二丁目６１番地１ 0857-28-5617

㈱ ヤマタホーム 鳥取市千代水二丁目１３０番地 0857-30-5211
㈱ マツモト工務店 鳥取市千代水三丁目５９番地 0857-31-4288
日本上下水道工業 ㈱ 鳥取市千代水三丁目７５番地 0857-31-2431
㈲ 丙工業 鳥取市津ノ井２７５番地６ 0857-37-4766
山陰冷暖設備 ㈱ 鳥取市津ノ井３０２番地８ 0857-51-7222
㈱ スリーエス 鳥取市田園町四丁目３６２番地 0857-50-0581
㈱ 北陽エンヂニア・サービス 鳥取市徳尾１４８番地４ 0857-26-0421
㈲ 奥村建材 鳥取市富安二丁目１２２番地 0857-22-8896
㈲ トータル電機 鳥取市南栄町３０番地８ 0857-53-3400
㈲ 杉浦工業 鳥取市西円通寺４７番地 0857-53-3277
㈱ アース 鳥取市西品治１７３番地２ 0857-30-7737
㈲ 履正社 鳥取市西品治１８３番地７ 0857-22-8033
㈲ 前田工業所 鳥取市西品治５３３番地１ 0857-22-1393
㈱ 中電工　鳥取統括支社 鳥取市西品治田島前の二８１６番地１ 0857-23-4621
ナチュール空設 森田勝 鳥取市野寺１７６番地 0857-53-6001
かとう水道設備㈱ 鳥取市野寺１７６番地 0857-53-2707
ｔｉｅｓ ㈱ 鳥取市橋本１０５番地１ 0857-30-5011
㈲ 開正工業 鳥取市馬場１６２番地 0857-51-8653
㈱ グリーン企画浜本　　　　 鳥取市浜坂２８８番地１ 0857-21-5311
河原設備　河原純貴 鳥取市浜坂二丁目５番６１号 0857-22-3220
㈲ 山陰住設工業 鳥取市浜坂三丁目４番３７号 0857-27-6008
あいホーム工房 中川淳雄 鳥取市浜坂四丁目１番１０号 0857-30-7832
ＡＢＣ工業㈱ 鳥取市浜坂四丁目６８１番６号 0857-32-9486
㈲ 谷口管工事 鳥取市浜坂東一丁目１番３１号 0857-26-1803
Ｊａｐａｎ環境設備 ㈱ 鳥取市東大路２８０番地１ 0857-53-2377
㈲ 德吉建設 鳥取市久末４２０番地１２ 0857-53-6331
山陰水道工業 ㈱　鳥取営業所 鳥取市布勢１１１番地２ 0857-28-7238
船本建設 ㈲ 鳥取市船木１１３番地２ 0857-51-8591
小澤瓦斯工業 鳥取市古海８３番地 0857-23-8931
坂口設備工業 ㈱ 鳥取市古海２４２番地２ 0857-23-4456
セゾン空調 ㈲ 鳥取市古海２５９番地８ 0857-29-2233
㈲ 鳥取管機 鳥取市古海２６０番地２ 0857-23-4776
㈱サンクリエイト 鳥取市古海２６０番地２６ 0857-30-5200
㈱オクムラ設備 鳥取市古海３１１番地２ 0857-32-9544
㈱おさき住環境設備 鳥取市古海３７２番地１ 0857-37-2003
森澤設備 ㈲ 鳥取市古海４５２番地２ 0857-26-2310
福田商事 福田哲夫 鳥取市古海６６６番地１ 0857-24-2017
㈱ トータルエナジーオオタ 鳥取市卯垣三丁目５１５番地 0857-22-8558
㈲ 三神商会 鳥取市松並町一丁目１２６番地 0857-22-7030
㈱ オオヒロ 鳥取市松並町一丁目１６８番地２４ 0857-26-1007
㈲ 福井設備 鳥取市緑ヶ丘二丁目８４番地 0857-24-4647
㈱ 矢木電機 鳥取市緑ヶ丘三丁目２１番３５号 0857-23-6456
エネトピアエンジニア ㈱ 鳥取市緑ヶ丘三丁目２１番５４号 0857-27-6277
㈱住宅工房 鳥取市南隈２４７番地 0857-30-2640
㈱ジーテック 鳥取市南安長二丁目７３番地 0857-50-0380
一匠管工　西山一志 鳥取市南吉方３丁目４７５番地８ 0857-77-3341
マツモト設備 松本正延 鳥取市本高１６６番地 0857-30-3722
㈱ サカエ 鳥取市安長８３番地１ 0857-30-1011
環境テクノス ㈱ 鳥取市安長８３番地２ 0857-30-0166
春千興業 ㈲ 鳥取市安長９４番地１ 0857-54-1991
竹内建築工業 ㈲ 鳥取市湯所町一丁目３３３番地 0857-26-1593
光輝水道 森下一宏 鳥取市吉成５５３番地 0857-37-0510
川上設備 川上誉議 鳥取市吉成一丁目７番３９号 0857-30-4284
開発建設 ㈱ 鳥取市吉成南町一丁目２７番１号 0857-53-4606
川崎設備商会　松永修一 鳥取市若葉台北二丁目１１番６号 0857-52-4147

鳥　取　地　域



㈲ 吉行建設 鳥取市国府町麻生３８３番地 0857-24-7504
正田工業 ㈲ 鳥取市国府町岡益２０番地 0857-22-4646
㈲ 村島工業 鳥取市国府町中郷５５番地６ 0857-24-2009
生活サポート・むらしま 鳥取市国府町中郷８７６番地３ 090-6840-6323
吉田建設 ㈱ 鳥取市国府町広西２２６番地 0857-24-9748
中野工業 ㈲ 鳥取市国府町町屋４４８番地３ 0857-21-3529
㈲ 中信建設 鳥取市国府町町屋５１５番地２ 0857-24-3683

㈱ 日陽住設 鳥取市福部町海士４５８番地１ 0857-74-3060
早島設備 ㈲ 鳥取市福部町湯山９５９番地３ 0857-74-3637

㈲ 河原工業 鳥取市河原町河原８３番地２ 0858-85-1180
ほくえい住設 北村英之 鳥取市河原町北村１６５番地１ 0858-85-2648
㈲ 中村建設 鳥取市河原町佐貫８６３番地２ 0858-85-0639
壹岐設備サービス 鳥取市河原町中井２３５番地 0858-85-2754
河原土建 ㈲ 鳥取市河原町中井４４８番地 0858-85-1226
三宝土建 ㈱ 鳥取市河原町長瀬６９番地２６ 0858-85-1222
㈱谷口設備 鳥取市河原町長瀬７３番地３ 0858-85-0302
㈱ さくら建設 鳥取市河原町長瀬２８９番地１ 0858-85-0227
㈱ トラスト 鳥取市河原町曳田２８０番地１ 0858-85-2004
㈲ ケイシイ商会 鳥取市河原町曳田６８０番地２ 0858-85-0230
㈱田中設備建設 鳥取市河原町布袋１９５番地１ 0858-71-0384
㈱ れんざき設備 鳥取市河原町山手４５３番地 0858-85-5077
中央建設 ㈱ 鳥取市河原町渡一木２４３番地 0858-85-0811

北村屋木材 ㈱ 鳥取市用瀬町鷹狩３番地５ 0858-87-2836
㈲ ウエスト興業 八頭 鳥取市用瀬町別府１０１番地７ 0858-87-3436
谷本設備 谷本晃 鳥取市用瀬町用瀬１４６番地７ 0858-87-2802
森下商店 ㈲ 鳥取市用瀬町用瀬５００番地 0858-87-2652
㈱八百谷時計電器店 鳥取市用瀬町用瀬２７１番地 0858-87-2224

㈲ 田中時計電器店 鳥取市佐治町加瀬木１３１６番地２ 0858-89-1111
技巧住設 鳥取市佐治町津野１４４番地 090-3376-9934

㈲ 池原工業 鳥取市気高町勝見１８４番地２ 0857-82-0794
㈲ フロンティア 鳥取市気高町勝見６１７番地２ 0857-82-3666
三共電機商会 鳥取市気高町勝見６７３番地５ 0857-82-0808
共同工房 伊吹純一 鳥取市気高町下坂本１０２３番地１５０ 0857-82-3645
ヤスオカ電器 安岡廣 鳥取市気高町下光元４８５番地 0857-82-2704
㈲ 尾崎工務店 鳥取市気高町新町三丁目６３番地 0857-82-0438
㈲　春美産業 鳥取市気高町富吉１５８番地１ 0857-82-1165
㈲ 谷口鉄工所 鳥取市気高町浜村７８３番地２８１ 0857-82-0359
西垣設備 西垣勇 鳥取市気高町宝木５４番地 0857-82-2251

竹森浩二郎 鳥取市鹿野町今市１０１１番地６ 090-7893-6266
㈲　瀧建設 鳥取市鹿野町今市３３６番地１ 0857-84-2614
はせがわ 長谷川巧 鳥取市鹿野町鹿野１１２８番地１ 0857-38-0707

㈱ ながお 鳥取市鹿野町鹿野２３３８番地１２ 0857-84-2252

㈲ 気高木工製作所 鳥取市鹿野町鹿野２４０７番地 0857-84-2121

田中水道 鳥取市鹿野町水谷６９１番地 0857-84-3155

山洋設備 山本洋一 鳥取市青谷町青谷４０９９番地９ 0857-85-2306

㈲ 芦川建設 鳥取市青谷町青谷４１１９番地 0857-85-2387

いなばハウジング ㈱ 鳥取市青谷町養郷２１１番地 0857-85-0313
㈲ 長谷川管工 鳥取市青谷町吉川１０４番地７ 0857-85-0894
㈲ 野藤商店 鳥取市青谷町善田４２番地２ 0857-85-1116

国　府　地　域

福　部　地　域

河　原　地　域

用　瀬　地　域

佐　治　地　域

気　高　地　域

鹿　野　地　域

青　谷　地　域



㈱ クラシアン 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目２番地１号 0120-500-500
福上工業 ㈱ 鳥取県岩美郡岩美町新井５５０番地 0857-73-0513
㈲ システムライフにしお 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４０番地１１ 0857-72-0414
㈲ 岩渕設備 鳥取県岩美郡岩美町浦富１５２７番地 0857-72-0337
稲羽工業 枡井秀晃 鳥取県岩美郡岩美町浦富１５４４番地２ 090-5703-4613
㈱ 田中組 鳥取県岩美郡岩美町白地２４番地３ 0857-73-1581
ヨネダ設備商会 米田美樹 鳥取県倉吉市昭和町一丁目２４３番地 0858-22-3535
㈲ 美咲 鳥取県倉吉市西福守町６０１番地２ 0858-48-2900
大和設備倉吉 ㈱ 鳥取県倉吉市和田東町１９０番地 0858-23-2211
㈲ キコー設備 鳥取県東伯郡北栄町亀谷９５０番地４ 0858-37-2051
㈲ 中原設備商会 鳥取県東伯郡北栄町西園９８の１ 0858-37-3335
すいどうや くらもと 蔵本健二 鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野１９６２番地２１ 0858-35-3298
㈲ 昇和設備 鳥取県東伯郡湯梨浜町上浅津１３５番地６ 0858-35-4643
㈲八幡建設 鳥取県東伯郡湯梨浜町園６７４ 0858-34-3159
北原商事 ㈱ 鳥取県東伯郡湯梨浜町泊７４６番地３０ 0858-34-2227
㈲ 天神設備 鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬１６２２番地１ 0858-35-2682
㈲ いるか設備 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留２０番地１１ 0858-35-5065
㈲前嶋組 鳥取県東伯郡湯梨浜町久見１７８番地の２ 0858-32-0184
野崎設備工業 野崎輝美 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島１５７番地２ 0858-48-6520
㈲ 酒本水道工業所 鳥取県八頭郡智頭町智頭６５３番地１５ 0858-75-0368
㈱ 久本管工 鳥取県八頭郡智頭町西宇塚２１９番地 0857-50-1017
合同会社創設 鳥取県八頭郡智頭町大字埴師６５６番地１ 0858-75-0403
谷口設備　谷口朋也 鳥取県八頭郡智頭町真鹿野５３６番地 0858-78-0751
小椋設備工業 小椋幸治 鳥取県八頭郡智頭町三吉６１１番地１ 0858-78-0016
塚川建設 ㈱ 鳥取県八頭郡智頭町山根５９番地１ 0858-75-3321
新和建設工業 ㈱ 鳥取県八頭郡智頭町山根１３１番地２ 0858-75-3331
岡垣設備 岡垣德夫 鳥取県八頭郡八頭町市場１７２番地１ 0858-74-0472
木下住設 木下信博 鳥取県八頭郡八頭町大坪５１９番地１ 0858-72-2004
Ｉ・Ｓ設備工業 入江晋司 鳥取県八頭郡八頭町郡家殿４２８番地 0858-72-1234
㈲ ユウケン 鳥取県八頭郡八頭町下坂３７０番地１７ 0858-73-0987
東洋建設 ㈱ 鳥取県八頭郡八頭町久能寺６９４番地４ 0858-72-3182
㈲ ヤマテク 鳥取県八頭郡八頭町郡家５５９番地２９ 0858-72-3770
八百谷商事 ㈲ 鳥取県八頭郡八頭町郡家６３５番地１ 0858-72-0016
郡家重機 ㈲ 鳥取県八頭郡八頭町土師百井１５番地３ 0858-72-6371
北伸設備　㈱ 鳥取県八頭郡八頭町東１２２番地 0858-84-3778
岡島ホームサービス 岡島吉正 鳥取県八頭郡八頭町船岡１２６９番地 0858-73-0223
センシン設備工業　藤田明 鳥取県八頭郡八頭町宮谷１３２番地３ 090-1689-5235
こおげ建設 ㈱ 鳥取県八頭郡八頭町宮谷２００番地２ 0858-72-0029
松本住設 松本功一 鳥取県八頭郡若桜町高野４１５番地 090-5372-9215
小倉建材店 小倉昌弘 鳥取県八頭郡若桜町若桜１２４８番地 0858-82-1325
㈲ 大友設備工業 鳥取県米子市皆生新田三丁目２４番３６号 0859-39-1070
たじま設備 ㈱ 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡２７５４番地 0796-98-1255
㈱フローテック 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７９３番地の１ 0796-82-5588
㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀８番８号 082-502-6644
㈱Ｎ-Ｖｉｓiｏｎ 広島県広島市中区鶴見町８番５７号 082-275-5227
㈱タカギ 福岡県北九州市小倉南区石田南二丁目４番１号 093-962-0941

給 水 区 域
鳥取地域、国府地域、福部地域
河原地域、用瀬地域、佐治地域
気高地域、鹿野地域、青谷地域

鳥取市水道局給水維持課給水係    0857-53-7934(直通)
鳥取市水道局南地域水道事務所    0858-76-3118(直通)
鳥取市水道局西地域水道事務所　　0857-85-2526(直通)

鳥　取　市　外

問い合わせ先・電話番号


