
MIZUNAMI SMILE TICKET

すえっこくんデスモくん 窯之助

4,000枚
販売（先着順）

6月1日（木）受付開始

工事の発注は市内で！

瑞浪市内において、自己が所有する専用住宅（又
は所有し居住する予定の住宅）又は自己が専有
する敷地内の工事を、瑞浪市内の建設券取扱事
業者に発注する瑞浪市民（又は工事完了時に瑞
浪市民となる予定の方）

購入できる方

利用対象工事期間
 工事着手日　平成29年6月1日（木）から
 工事完了日　平成30年2月28日（水）まで
上記期間内に工事着手し完了又は一部代金の支払いを行うことが必要です。

住宅の増改築や改修工事をはじめ、外構工事、
造園工事、省エネ工事など、さまざまな工事を
する場合に、利用できます。ぜひご購入ください。

お申込みは取扱事業者へ！
利用に関する注意事項
・「幸せ実感 瑞浪住ま居る券」（以下「住ま居る券」）は購入申込日より前に着手した工事代金の支払いには
利用できません。

・「住ま居る券」の利用期間は、発行日から6ヶ月以内です。また、9月14日以降に発行した「住ま居る券」は
平成30年3月13日まで利用が可能です。

・ 事業に供するための資産に係る工事代金の支払いに「住ま居る券」は利用できません（例：事務所、アパ
ート、マンション、貸ビル、貸店舗、教室など）。

・ 店舗や事務所などと住宅の複合物件の場合は、店舗や事務所などの部分の工事代金の支払いに「住ま居
る券」を利用することはできません。

・「住ま居る券」の購入申込は先着順にて受付し、販売予定枚数に達し次第終了いたします。このため、最終申
込者が購入申込書に記載した金額通りの枚数を購入できない場合がありますので、予めご了承ください。

・「住ま居る券」購入後、払い戻しや釣銭の請求、追加購入については応じませんので、事前に取扱事業者と
十分協議し、見積書又は発注金額の範囲内でご購入をお願いします。なお、施工不備などのトラブルや対
象工事の増額、減額、未実施など、やむを得ない場合は事務局へご相談ください。

・「住ま居る券」を購入した方以外の利用及び譲渡、転売などの行為は禁止とし、このような行為が判明し
た場合は「住ま居る券」の購入を取り消します。

・「住ま居る券」発行前又は発行後、換金時又は換金後に本事業の条件に該当しない場合や不正行為が判
明した場合は「住ま居る券」の購入を取り消します。

のぼりが
あるお店が
目印です

幸せ実感
瑞浪
住ま居る券

ス マ イ
ル

瑞浪市民限定
※工事完了時に瑞浪市民となる予定の方も含みます。

2億2,000万円
発行額

額面110万円まで！
額面55,000円

1枚

1世帯20枚
購入限度枚数

販売額5万円

最大10万円お得！電気工事に

リフォームに

修繕に

〒509-6121 瑞浪市寺河戸町1043-2　瑞浪商工会議所内

TEL（0572）67-2222　FAX（0572）67-2230

平成29年6月1日（木）
～平成30年2月28日（水）

受付期間

※受付期間内であっても無くなり次第終了します。

取扱事業者のご案内

瑞浪市建設券発行事業

瑞浪市建設券発行事業事務局
お問い合わせ先

見本



会社名 TEL ／ FAX住所／ E-mail 主な事業内容
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㈱中根塗装工務店
http://www.nakanetosou.com

土岐町 5252
nkpenki@ob3.aitai.ne.jp

建物　屋根 ・外壁　塗り替えTEL 68-7239
FAX 68-9688

㈱小倉左官店
http://www.ogura-sakan.com

日吉町 7571-8
info@ogura-sakan.com

左官・タイル・れんが・ブロック・土蔵工事TEL 69-2068
FAX 69-2095

田口建築 南小田町1-77 増築、改装工事等TEL 68-4323
FAX 68-4323

㈲足立建築 釡戸町1859-31
aktcm18@ob.aitai.ne.jp

新築、改築、リフォーム工事など住宅関連工事、
外構工事など

TEL 63-2608
FAX 63-2845

日本屋根瓦葺師　迅 土岐町4556-3 新築、瓦の葺き替え、雨漏り修理TEL 68-6200
FAX 68-0139

柴田鉄工 山田町185-2 鉄骨建築TEL 68-2796
FAX 68-2796

成瀬建築 稲津町小里2639-9
riyu-n@themis.ocn.ne.jp

家屋新築、リフォーム、増改築、介護リフォームTEL 68-3945
FAX 68-3987

南小田町3-306 リフォーム全般、新築工事、総合建築TEL 66-5320
FAX 66-5303

LIXIL リフォームショップ 板垣建設

一色町4-72-1
k@kasugai-k.com

建築工事TEL 68-3179
FAX 68-3192

㈱カスガイ工務店
http://kasugai-k.com/

稲津町小里759-3
mokkou@ob2.aitai.ne.jp

木製建具工事 ( 木製ドア・障子・襖 ) アルミサッ
シ工事・エクステリア

TEL 67-0400
FAX 68-5170㈱加藤木工

稲津町小里1262-3
kano@poem.ocn.ne.jp

新築・リフォームTEL 67-1798
FAX 67-0396

加納住建㈲
http://www.buildwiz.com

稲津町小里947-6 屋根工事、板金工事、瓦工事、瓦の葺き替えTEL 51-1893
FAX 51-1893瓦葺師　岩島

大湫町103-20 リフォーム、一般建築TEL 63-3388
FAX 63-3388奥村建築

稲津町小里670-1 新築・増築・リフォーム工事TEL 68-3355
FAX 68-0250伊藤製材㈲

山田町1710 新築・各種リフォーム・建築全般TEL 68-6214
FAX 68-6214西戸建築

山田町1365 サッシ、ガラス、カーポート、建具TEL 68-3759
FAX 68-3759永大アルミ

陶町猿爪719-38 建築板金TEL 080-5123-3820
FAX 65-2826伊藤板金

陶町大川880-22 壁塗り、タイル、石貼り、左官工事一式TEL 65-4032
FAX 65-4032信和工務店

山田町1347 屋根工事、屋根替え、雨漏り修理等TEL 68-3380
FAX 68-3380須藤瓦葺き店

大湫町843-1
koide-kenchiku@ob.aitai.ne.jp

新築・増改築・リノベーション・耐震補強工事・
エクステリア・土木工事など

TEL 63-3408
FAX 63-3408

コイデ建築
岐阜県知事許可（般 -25）第 600580 号

稲津町萩原530 木造新築、増改築工事TEL 67-1516
FAX 67-1516後藤建築

南小田町3-32 建築業・不動産業・設計業務
安藤建築 TEL 67-1518

土岐町 158-3 鉄骨建築
滝沢鉄工所 TEL 68-5758

FAX 68-2196

穂並 1-36 建築工事、とび、土工、コンクリート工事
㈱MTS TEL 68-5132

FAX 68-5184

明世町戸狩815-1 建築、屋根、ガラス、塗装、防水、内装、造園等TEL 68-5128
FAX 68-5129JA とうと経済センター

一色町3-8  401 クロス貼り替え・内装工事一式TEL 66-2208
FAX 66-2208インテリア I's

幸せ実感 住ま居る券　取扱事業者一覧

平成29年5月12日現在 登録事業者
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エディオン コバヤシ電器 稲津町小里1049-7
kobaden@ob2.aitai.ne.jp

エアコン、オール電化、リフォーム、太陽光発電TEL 68-3253
FAX 68-6975

㈱丸新
http://www.minogawara.co.jp/index.html

稲津町萩原1213-3
m-iwata@minogawara.co.jp

屋根工事・リフォーム工事TEL 67-1300
FAX 67-1657

ミツハラ防水㈲
http://www.mitsuhara.jp

土岐町 986-95
mi-wa.pr@ray.ocn.ne.jp

防水、塗装、タイルレンガブロック、板金TEL 66-1761
FAX 66-1762

東濃石油㈱
http://tonosekiyu.com/

寺河戸町 1219-24
toseki@deluxe.ocn.ne.jp

台所、浴室、トイレなどの改装工事・給湯機器設
備工事、太陽光発電設置工事・エアコン取付工事・
照明設備工事

TEL 67-2511
FAX 68-6895

建築工房 風土
http://k-fudo.com

釡戸町 3477-1
info@k-fudo.com

住宅・店舗・事務所等の新築・リフォーム・リノベー
ション

TEL 63-3118
FAX 63-3118

住まいのコンサルタント
山内建築

明世町月吉595
yamauchikenchiku@zm.commufa.jp

新築・リフォーム (住宅 )TEL 68-4484
FAX 68-4484

日比野建築
http://www.e-house.co.jp/hibino-kenchiku/

寺河戸町 1060-2
sprf7y89@grace.ocn.ne.jp

新築、増築、リフォーム、耐震補強、営繕、修繕TEL 68-4436
FAX 67-3569

丹羽建築 高月町2-20 一般建築請負TEL 68-5052
FAX 68-5052

溝口装飾 土岐町3524 クロス、カーテン、ジュータンTEL 68-7120
FAX 68-7120

松ヶ瀬町1-9
nohira-m@poem.ocn.ne.jp

新築、増改築、リフォーム、耐震診断、作り付け家具等
建築内外装全般及び木材販売

TEL 68-5258
FAX 68-5259

住まいの新築・増改築・リフォームの
㈱野平木材

土岐町6960-2
mk-bankin@m7.dion.ne.jp

建築板金工事 (屋根工事・外壁工事・樋工事 )TEL 68-5135
FAX 68-3118瑞浪建築板金協業組合

一色町2-13-2 新築、増改築、リフォームTEL 68-3762
FAX 68-5737水向工務店

会社名 TEL ／ FAX住所／ E-mail 主な事業内容

㈲マツイデンキ
http://matsui-dk.com/

土岐町 6691-2
hmatsui@purple.plala.or.jp

エアコン設置・照明器具設置・アンテナ・給湯設備・
住宅改修等各種工事

TEL 68-3232
FAX 68-8968

日吉町 655-1
famys-7@ob2.aitai.ne.jp

家電販売・電気工事・水道工事
エディオン 大山ラジオ TEL 69-2511

FAX 69-2511

㈲大嶽電機商会 稲津町小里625-1
o.d.c@vesta.ocn.ne.jp

オール電化、エコキュート、太陽光発電、エアコン、
TV、コンピューターケーブル配線、コンセント工
事、動力工事、高圧工事

TEL 67-2157
FAX 68-3114

陶町水上176-25 エアコン・照明・電気工事
トーホー家電ワークすえ TEL 65-2856

FAX 65-2836

釜戸興業㈱ 釡戸町2875-1
kamado-k@amder.plala.or.jp

上・下水道、土木、浄化槽設備、水まわりのリフォームTEL 63-2243
FAX 63-3619

サンプロッセ  ㈲加納設備 明世町戸狩301-1
kanousetsubi3987@lily.ocn.ne.jp

水廻り、リフォームを中心に関連した工事を行い
ます

TEL 67-3987
FAX 67-3992

㈱高田商会 一色町1-59-1
kktakada@lily.ocn.ne.jp

公共配水管・下水管布設工事及び公共施設・一般
住宅の給排水・給湯・空調設備工事 ( リフォーム
工事等も含む )

TEL 67-0391
FAX 67-0393

稲津町小里18-14 市の上下水道及び住衛生設備、浄化槽設備
勝設備 TEL 67-1726

FAX 67-1964

寺河戸町1238-2
hayato-izawa1984@mgp-izawa.com

燃料及び器具販売・ガス設備・リフォーム
㈱井澤商店 TEL 68-3141

FAX 68-3140

土岐町 1110-1
s.y.kato@qc.commufa.jp

給排水設備工事・リフォーム工事
㈲加藤管業 TEL 68-6446

FAX 68-6446

㈲小田水道工業
http://www.oda-suidou.com/

北小田町 1-227
oda-suidou@bz03.plala.or.jp

漏水修理から新築物件の給排水設備工事まで幅広
く対応いたします

TEL 68-7530
FAX 68-0794

土岐町 26-3 上下水道工事・浄化槽工事・リフォーム工事
修繕のさかい TEL 68-5168

FAX 68-5168

稲津町小里1012-5 合併浄化槽設置工事、各種給湯器販売設置、水道
管施設工事㈱鈴木石油店 TEL 68-4581

FAX 68-4582

安藤設備工業㈱ 薬師町2-46
norian@jasmine.ocn.ne.jp

風呂・台所・水まわりのリフォーム工事、上下水道・
衛生設備・空調等各種配管工事

TEL 67-1161
FAX 67-1162
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南小田町1-67 住宅給排水、空調設備工事、修理工事、リフォーム
鈴村住設サービス TEL 68-7623

FAX 68-7623

寺河戸町1076-4
tsuchida.t@wave.plala.or.jp

LP ガス販売、住設機器取付工事及び販売
㈲土田商店 TEL 68-2462

FAX 68-4810
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陶町猿爪546-3
j-nakamura@nds-jw.jp

給水・排水・衛生設備TEL 65-2410
FAX 65-3422

㈲中村電機水道
http://nds-j.ftw.jp/

寺河戸町 1195-18 水道設備工事
ワタベ電機 TEL 68-8334

FAX 68-0843

稲津町小里374-2 基礎工事、コンクリート工事一式
伊藤土建 TEL 67-0923

FAX 67-0977

㈲伊藤造園 日吉町9513-21
itozouen@rouge.plala.or.jp

伐採・造園施工TEL 0574-67-2846
FAX 0574-67-4761

日比野石材店
https://m.facebook.com/hibinosekizai.mizunami/

土岐町 7082-2
b22ibqem@xj.commufa.jp

墓石加工販売TEL 68-4689
FAX 68-4689

山田石材店 土岐町6846-3
yama148@royal.ocn.ne.jp

墓石工事、墓石クリーニング、修理TEL 68-2961
TEL 68-2961

愛知石材㈱
https://www.aichisekizai.jp/

土岐町 7192-6
aichisekizai@outlook.com

墓石、記念碑、各石材工事一式、クリーニングTEL 68-3891
FAX 68-3891

伸永建設㈱ 土岐町2833-1
takaya@sinei-kk.co.jp

舗装、外構 (ブロック積、フェンス、カーポート等 )TEL 67-1828
FAX 68-8284

㈱イトウ建材店
http://www.itoukenzai.com

西小田町3-110
tsukamoto@itoukenzai.com

建築材料販売及び工事TEL 68-4131
FAX 68-7940

㈱今井土木
http://www.imai-dbk.co.jp

土岐町 4704-1
info@imai-dbk.co.jp

宅地造成工事、農地整備工事、外構、エクステリ
ア工事、一般土木工事、建設資材販売

TEL 67-1640
FAX 68-8705

㈲ダイトウ建設 稲津町小里810 土工、とび、石、管、舗装、しゅんせつ、浄化槽埋設、
公共下水宅内引込工事業

TEL 68-5733
FAX 74-1286

㈱柴田土木
http://www.shibatad.sakura.ne.jp/about_us.html

西小田町 1-203
shibatad@quartz.ocn.ne.jp

土木工事一式、舗装工事、水道工事TEL 68-3820
FAX 68-3212

明世町山野内333 土木・左官・タイル・コンクリート工事
㈱丸伊建設 TEL 68-2821

FAX 67-2621

㈱スマート 薬師町5-11
smart@ob.aitai.ne.jp

左官、土木、タイル、レンガ、水道、造園TEL 51-4036

渡辺産業 日吉町5977-2-2
ko302s@outlook.jp

外構土木工事、エクステリア工事、内装リフォー
ム工事、水廻り工事

TEL 69-2062
FAX 69-2142

㈲イタガキ商事 寺河戸町871-6
itagaki@ob2.aitai.ne.jp

建物解体・土木工事・電気工事TEL 67-0332
FAX 68-9274

明世町月吉72-1 造園工事
中日グリーンサービス TEL 67-3394

FAX 68-6347

日吉町 3984-2 石材加工、販売・施工
㈱渡辺石材 TEL 69-2055

FAX 64-2785

稲津町小里754-6 墓石 ( 和、洋、デザイン墓 )、石材工事 ( 記念碑、
リフォームなど )和田石材店 TEL 68-3322

FAX 68-3322

伊藤石材店 陶町猿爪305-3
sue1483@ob4.aitai.ne.jp

石塔加工据付TEL 65-2581
FAX 65-2514

釜戸町 3061-1 建築施工・墓石・モニュメント
岸本石材 TEL 63-3671

FAX 63-3671

寺河戸町1063 LPガス・各種燃料販売及び住設機器の販売・設置
㈲ヤマウチ燃料 TEL 68-2351

FAX 68-0291

西小田町2-70 水まわり商品のリフォーム
㈱松野屋商店 TEL 68-2068

FAX 68-8848

㈲古田設備 釜戸町1069-2303
furuta-t@ob2.aitai.ne.jp

住宅設備・配管工事TEL 63-2673
FAX 63-3460

㈱アイビ 明世町月吉1112-167
aibi888@ob3.aitai.ne.jp

土木、建築 (リフォーム )、塗装 (住宅塗り替え )TEL 69-0135
FAX 69-0135

会社名 TEL ／ FAX住所／ E-mail 主な事業内容
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一色町4-9-1
nakanen@rhythm.ocn.ne.jp

ガス、灯油器具設置工事
㈲中山燃料店 TEL 68-2067

FAX 56-7480

ダイキンエアコン特工店 ㈱東岐空調
http://www.just.st/?in=7120590

松ヶ瀬町4-48-2
tohgikun@skyblue.ocn.ne.jp

ダイキンエアコン取付販売・空気清浄機販売TEL 66-1134
FAX 66-1135

三和燃料 寺河戸町1124
miwanenryou@gmail.com

住設機器工事、配管工事、水廻りリフォームTEL 68-2469
FAX 68-8634


