宅内の漏水修繕対応可能な指定給水装置工事事業者一覧
●この一覧は、本市指定給水装置工事事業者に対して行った宅内修繕に関するアンケート調査により、漏水修繕の対応が可能であると回答があった事業者を掲載しています。

（福島市内事業者）※行政管区別・住所五十音順
地区

事

業

所

の

名

称

（令和3年12月3日現在）
住

所

電 話 番 号

休

業

日

電話対応可能時間

備

考

本庁

1 株式会社 高橋設備工業所

福島市太田町7-23

０２４－５３４－２１８５

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://Takasetsu-f.co.jp(外部サイトへリンク)

〃

2 株式会社 光和設備工業所

福島市五老内町2-6

０２４－５３５－２３１８

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://www.kowa-ks.co.jp(外部サイトへリンク)

〃

3 有限会社 田中風呂店

福島市曽根田町8-5

０２４－５３４－６４０６

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://www.tanakahuroten.com(外部サイトへリンク)

〃

4 有限会社 山田電器

福島市豊田町1-6

０２４－５２２－５４１４

土曜・日曜・祝日

9:00～12:00

HPアドレス http://planet-yamaden.jp/(外部サイトへリンク)

〃

5 株式会社 新設備工業所

福島市野田町二丁目6-27

０２４－５３４－６４２８

第2、4土曜・日曜

8:00～17:00

〃

6 ナベシマ設備 合同会社

福島市野田町四丁目7-14

０２４－５６３－５５５６

土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

〃

7 文化設備工業 株式会社

福島市野田町五丁目5-6

０２４－５３５－０１６６

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

8 有限会社 武藤工務所

福島市野田町五丁目6-21

０２４－５３４－１２４３

第2、4土曜・日曜・祝日

8:30～17:00

〃

9 株式会社 中川工業所

福島市野田町字街道北21-6

０２４－５５７－０１１２

土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

〃

10 オークラ工業 株式会社

福島市東浜町17-3

０２４－５３５－２８３３

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

11 有限会社 三和設備

福島市松山町149

０２４－５３３－８３１４

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

12 倉島設備 株式会社

福島市三河南町18-7

０２４－５３６－２３１１

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

13 株式会社 斎弁

福島市南町211

０２４－５４６－１１３４

日曜・祝日

〃

14 有限会社 ヤマト設備

福島市八島町5-8

０２４－５３１－５２８２

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

15 日新配管工事 株式会社

福島市矢剣町3-6

０２４－５３４－６８５７

土曜・日曜・祝日

8:30～17:00

16 株式会社 環境サービス福島

福島市小倉寺字高畑３

０２４－５１５－３５８８

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

17 有限会社 てんじん

福島市渡利字天神40

０２４－５２２－０２１０

日曜・祝日

9:00～18:00

18 ハウジング建商 有限会社

福島市郷野目字向町71

０２４－５４６－８７００

土曜・日曜・祝日

9:00～15:00

〃

19 有限会社 東北中村施設工業所

福島市郷野目字東1-12

０２４－５４６－２０３８

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

20 株式会社 東北メンテナンス

福島市太平寺字沖高18-1

０２４－５４６－２４１６

日曜・祝日

8:00～17:00

渡利
〃
杉妻

HPアドレス http://www.bunkasetubi.jp/(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://ok-ohkura.com(外部サイトへリンク)

24時間対応可能 HPアドレス http://saiben.co.jp(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://www.touhokumente.jp(外部サイトへリンク)
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所
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称
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電話対応可能時間

杉妻

21 有限会社 太陽工業

福島市太平寺字堰ノ上1-1

０２４－５４５－９５５５

日曜・祝日

〃

22 コバックス 株式会社

福島市鳥谷野字扇田29-1

０２４－５７３－０１８１

年中無休

〃

23 弘陽設備

福島市伏拝字内田53-13

０２４－５９７－７１７８

土曜・日曜・祝日

8:00～18:00

〃

24 株式会社 吉田工業所

福島市伏拝字南六角4-1

０２４－５０２－４５９５

日曜・祝日

8:00～18:00

25 株式会社興盛工業所 福島支店

福島市御山字上谷地20-2

０２４－５３４－６９２２

土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

26 株式会社 サーモ電機工業

福島市南沢又字南舘115

０２４－５５７－７８６０

土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

27 株式会社 霊山設備工業

福島市大波字五倫平1-9

０２４－５８８－１００１

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

28 株式会社 斎庄設備

福島市岡島字鹿野21-2

０２４－５３３－７４４５

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

29 丸良建設 株式会社

福島市岡島字鹿野28-4

０２４－５３５－４４３３

日曜・祝日

9:00～16:00

〃

30 株式会社 東洋住宅設備

福島市岡島字宮沢27-4

０２４－５３３－３４６６

土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

〃

31 株式会社 ＤＣＴ

福島市岡部字大蔵33-1

０２４－５２９－６７７３

日曜・祝日

9:00～18:00

〃

32 株式会社 こう設備

福島市岡部字川面47-1

０２４－５７２－４７７６

土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

33 第一温調工業 株式会社

福島市鎌田字卸町15-1

０２４－５５３－２１００

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

34 有限会社 舟山設備工業所

福島市鎌田字橋本22-3

０２４－５５４－５７７８

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

35 株式会社 エコサポート

福島市鎌田字町48-14

０２４－５５３－３９０９

日曜・祝日

9:00～17:00

〃

36 有限会社 萬設備

福島市瀬上町字荒町42

０２４－５５３－８２８０

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

37 株式会社 いしかわや

福島市瀬上町字東町一丁目5-2

０２４－５５３－０５０２

第2、4土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

〃

38 有限会社 丸福産業

福島市南矢野目字菅原50-10

０２４－５５６－１０３９

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

39 サイトウ設備

福島市南矢野目字台畑28-8

０２４－５５２－１６３３

土曜・日曜・祝日

8:00～11:00

〃

40 株式会社 Ａ水技研

福島市南矢野目字高田東1-1

０２４－５９７－７３１１

土曜・日曜・祝日

8:00～18:00

〃

41 株式会社 aqua

福島市南矢野目字鵯目東10

０２４－５５３－６３３３

日曜・祝日

8:00～18:00

〃

42 株式会社 協和衛研興業

福島市南矢野目字道下35-5

０２４－５５８－５７００

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

43 広成建設 株式会社

福島市宮代字宝田前2-11

０２４－５５３－９３５１

土曜・祝日

8:00～17:00

清水
〃
東部

北信

備

考

8:00～17:00
24時間対応可能 HPアドレス https://k-koba.net/pages/71/(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://dct.co.jp(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://onchopublis.co.jp(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://fukushima-aqua.com(外部サイトへリンク)

HPアドレス https://www.kousei-kensetu.co.jp(外部サイトへリンク)

地区
信陵

事

業

所

の

名

称

44 株式会社 HIKARI

住

所

電 話 番 号

休

業

日

電話対応可能時間

福島市笹谷字大谷地5-6

０２４－５９７－６３６７

日曜・祝日

8:00～17:00

福島市方木田字高屋3-29

０２４－５４６－８２２８

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

46 福島環境エンジニアリング 株式会社 福島市方木田字古川12-9

０２４－５２９－６０３９

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

47 株式会社 小栗設備工業所

福島市八木田字並柳19-1

０２４－５４５－１３８０

第2、4土曜・日曜・祝日

9:00～16:00

西

48 有限会社 荒井設備工業所

福島市荒井字金剛内5-4

０２４－５９３－３４１１ 第2、3、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

０２４－５９７－２８０８

日曜・祝日

8:00～17:00

吉井田 45 修理水道センター

立子山 49 東日本ユニットサービス 株式会社 福島市立子山字甚念坊山9-42
飯坂

備

年末年始、お盆休暇あり

50 大和建水

福島市飯坂町字雪舟田7-3

０２４－５７３－０６１５

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

51 安斎設備工業 株式会社

福島市飯坂町字湯沢25

０２４－５４２－４５８２

土曜・日曜・祝日

8:30～17:30

〃

52 株式会社 福島総合エンジニア

福島市飯坂町中野字奴内5-1

０２４－５４２－８２４６

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

53 有限会社 高橋住宅設備

福島市飯坂町湯野字大水口25-12

０２４－５４２－６０３３

日曜

8:00～18:00

〃

54 大久保配管工業 株式会社

福島市飯坂町湯野字明蔵原9-4

０２４－５４２－２８４０

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

55 渡辺設備

福島市松川町字本町西裡9

０２４－５６７－３７２５

日曜・祝日

8:00～17:00

56 中央設備 株式会社

福島市松川町沼袋字戸ノ内74

０２４－５６７－５０５０

第2土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

57 笠原環境鉄工

福島市小田字下辻61-6

０２４－５４６－２１７５

日曜・祝日

8:00～17:00

58 双葉水道工業所

福島市成川字半夏田30

０２４－５４６－２２３８

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

年末年始休暇あり

59 水成工業 株式会社

福島市上野寺字堤24-2

０２４－５７３－５３９５

日曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://suisei-ind.com(外部サイトへリンク)

〃

60 渡辺設備工業 有限会社

福島市上野寺字原55-2

０２４－５９１－２１８３

日曜・祝日

9:00～17:00

〃

61 有限会社 久間木設備

福島市笹木野字街道北52

０２４－５５８－３００９

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

62 福島日石株式会社 福島営業所

福島市笹木野字金谷東29

０２４－５３３－２４２４

土曜・日曜・祝日

8:30～17:00

〃

63 有限会社 西部住設

福島市笹木野字茶呑田3-1

０２４－５３１－１７２０

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

64

福島市西中央四丁目91-2

０２４－５３６－１１２２

水曜・日曜・祝日

9:00～18:00

〃

65 株式会社 野地設備

福島市西中央五丁目57-1

０２４－５７２－３９８８

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

66 会津建設 株式会社

福島市南中央三丁目2

０２４－５３５－４４４０

日曜・祝日

8:00～17:00

松川
〃
信夫
〃
吾妻

積和建設東北株式会社 南東北支店福島事業所

考

年末年始、お盆休暇あり

HPアドレス http://chuo-setsubi.jp(外部サイトへリンク)

HPアドレス https://www.fukushimanisseki-gas.com(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://sekiwakensetsu.com(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://aizukensetu.co.jp(外部サイトへリンク)

地区
吾妻

事

業

所

の

名

称

住

所

電 話 番 号

休

業

日

電話対応可能時間

備

考

67 協栄設備 株式会社

福島市八島田字時田1-11

０２４－５５８－２０３３

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

68 株式会社 フクセツ

福島市八島田字畑添11-9

０２４－５５７－６１７１

土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://www.fukusetu.net/(外部サイトへリンク)

飯野

69 有限会社 ヨシケン

福島市飯野町字犬子ヶ原20-1

０２４－５６２－４３８５

第1、3土曜・日曜・祝日

8:00～16:00

HPアドレス http://www.yu-yoshiken.jp(外部サイトへリンク)

〃

70 有限会社 須田電気工業所

福島市飯野町字町24

０２４－５６２－３１０７

日曜・祝日

8:00～18:00

〃

71 有限会社 関和設備

福島市飯野町字町畑2-2

０２４－５６２－２４９２

日曜・祝日

8:00～17:00

（市外事業者）※市町村別・住所五十音順
地区

事

業

所

の

名

称

（令和3年12月3日現在）
住

所

電話番号

休業日

電話対応可能時間

飯舘村 1 有限会社 長谷川電気工事

福島県相馬郡飯舘村草野字大後150

０２４４－３２－０１３７

日曜・祝日

8:00～17:00

川俣町 2 株式会社 ジー．エル．イ－

福島県伊達郡川俣町大字鶴沢字京田4-3

０２４－５６５－２４７２

第2、4土曜・日曜・祝日

8:00～17:00

〃

3 株式会社 譽田

福島県伊達郡川俣町字鉄炮町71

０２４－５６５－２４１０

第2、4土曜・日曜・祝日

9:00～16:00

〃

4 有限会社 クリエートタカハシ

福島県伊達郡川俣町大字西福沢字空田40

０２４－５６６－４６２５

第2、4土曜・日曜・祝日

9:00～17:00

福島県伊達郡国見町大字小坂字笹ノ口4-1

０２４－５８５－３１０３

第2、4土曜・日曜・祝日

7:00～18:00

福島県伊達郡国見町大字藤田字日向11-33

０２４－５２９－２２２２

日曜

7:00～17:00

桑折町 7 株式会社 コネクトワン

福島県伊達郡桑折町字舘65-1

０２４－５８２－６６６１

日曜・祝日

8:00～20:00

郡山市 8 エンドー設備

福島県郡山市逢瀬町多田野字大久保27

０２４－９５７－２５５５

日曜・祝日

9:00～17:00
8:00～17:00

国見町 5 有限会社 後藤設備
〃

6 有限会社 高城工業

備考

〃

9 有限会社 ヤマグチ設備

福島県郡山市亀田2丁目16の8

０２４－９３３－８３５８

日曜・祝日

〃

10 クラシアン福島浜中

福島県郡山市桑野四丁目4-52

０２４－９２５－３９１１

年中無休

24時間対応可能 HPアドレス http://www.qracian.co.jp(外部サイトへリンク)

〃

11 株式会社 ジェット

福島県郡山市笹川一丁目199-1

０２４－９４５－１０００

日曜・祝日

24時間対応可能 HPアドレス http://www.kkjet.co.jp(外部サイトへリンク)

〃

12 株式会社 飯塚設備

福島県郡山市長者一丁目8-7 サンライフ長者Ⅲ-101号室

０２４－９７３－６７７０

土曜・日曜・祝日

9:00～16:00

〃

13 有限会社 安積工業

福島県郡山市富田町字向山39

０２４－９６２－７７３６

日曜・祝日

24時間対応可能

須賀川市 14 有限会社 エース工業

福島県須賀川市森宿字ウツロ田41-48

０２４８－７２－８５６９

日曜・祝日

8:30～17:00

相馬市 15 泉井設備

福島県相馬市立谷字北山3-23

０２４４－３６－８１０１

土曜・日曜・祝日

9:00～16:00

伊達市 16 有限会社 佐藤設備

福島県伊達市馬場口49

０２４－５８３－３１４０

日曜・祝日

8:00～17:00

地区

事

業

所

の

名

称

伊達市 17 有限会社 浅尾設備

住

所

電 話 番 号

休

業

日

電話対応可能時間

備

福島県伊達市伏黒字舘ノ内24

０２４－５８３－３２１１

日曜・祝日

8:00～17:00

年末年始、お盆休暇あり

考

〃

18 株式会社 松浦建工所

福島県伊達市保原町字泉町95-1

０２４－５７５－５００１

土曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://www.matsuura-kk.com(外部サイトへリンク)

〃

19 保原液化ガス 株式会社

福島県伊達市保原町字烏内76-1

０２４－５７５－２１３４

日曜・祝日

8:00～17:00

HPアドレス http://hobara-gas.co.jp(外部サイトへリンク)

〃

20 臼田設備

福島県伊達市保原町字久保15-7

０２４－５７２－４６３１

日曜

7:00～19:00

〃

21 齋藤電建工業 株式会社

福島県伊達市保原町字宮下43

０２４－５７５－３１９４

日曜・祝日

8:00～17:00

〃

22 協和産業 株式会社

福島県伊達市梁川町幸町80

０２４－５７７－３２５４

第2、4土曜・日曜・祝日

7:00～18:00

〃

23 有限会社 斎藤管工

福島県伊達市梁川町字大門道30-5

０２４－５７７－６２３７

祝日

8:00～17:00

〃

24 有限会社 信栄設備工業

福島県伊達市霊山町掛田字八幡内55-5

０２４－５８６－３２９７

年中無休

24時間対応可能

二本松市 25 株式会社 吉田設備

福島県二本松市渋川字二本柳33-1

０２４３－５４－２９３３

日曜・祝日

8:00～17:00

本宮市 26 有限会社 東洋住設

福島県本宮市本宮字兼谷平73-2

０２４３－３３－１６８２

日曜・祝日

9:00～18:00

HPアドレス http://www.kyowa-sangyou.co.jp(外部サイトへリンク)

HPアドレス http://www.yoshida-setubi.co.jp(外部サイトへリンク)

（県外事業者）※県別・住所五十音順
地区

事

業

所

の

名

宮城県 1 株式会社 仙台水道センター
〃

（令和3年12月3日現在）
称

住

所

宮城県仙台市青葉区昭和町2-23

2 株式会社 テクノジャパンサービス 宮城県仙台市泉区松森字新田109

電話番号

休業日

電話対応可能時間

０２２－２７２－２６３４

年中無休

8:00～20:00

０２２－２１８－２５０１

年中無休

東京都 3 株式会社 生活水道センター

東京都大田区池上八丁目5-2

０３－６７４６－１８２５

年中無休

大阪府 4 株式会社 シンエイ

大阪府大阪市中央区谷町2-4-3 アイエスビル9F

０６－６９４４－７７９７

年中無休

広島県 5 株式会社 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

年中無休

備考

24時間対応可能 HPアドレス https://www.tekunojapan-s.com/(外部サイトへリンク)
8:00～21:00

HPアドレス http://suidou.org/shop/fukushima(外部サイトへリンク)

24時間対応可能 HPアドレス http://mizu-support.com(外部サイトへリンク)
9:00～18:00

