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太平寺 ㈱東北メンテナンス ５４６－２４１６ 南矢野目 サイトウ設備 ５５２－１６３３ 松川町 渡辺設備 ５６７－３７２５

太田町 ㈱高橋設備工業所 ５３４－２１８５ 黒岩 ㈱プランバー ５７３－５３９７ 〃 ㈲丸福産業 ５５６－１０３９ 金沢 斉藤設備工事店 ５６７－７２１１

 〃 福島環境施設㈱ ５３１－４９３１ 伏拝 弘陽設備 ５９７－７１７８ 本内 ㈲大内設備メンテナンス ５５４－０５３２ 沼袋 中央設備㈱ ５６７－５０５０

春日町 ユーリキ工業 ５３４－０９２２ 〃 ㈱吉田工業所 ５０２－４５９５ 宮代 ㈲二瓶商店 ５５３－５０４６ 水原 アクア・サービス ５３７－１１７１

北五老内町 ㈲中村風呂店 ５３４－７０２６ 〃 ㈲山本林土 ５５３－１９０３

五老内町 ㈱光和設備工業所 ５３５－２３１８ 泉 泉エンジニアリング㈱ ５５８－６３１６ 大森 ㈲ほうつき ５４５－１３２３

曽根田町 ㈲田中風呂店 ５３４－６４０６ 御山 福島機工㈱ ５３３－９６２５ 笹谷 ㈱HIKARI ５９７－６３６７ 小田 笠原環境鉄工 ５４６－２１７５

豊田町 ㈲山田電器　　 ５２２－５４１４ 〃 ㈱興盛工業所福島支店 ５３４－６９２２ 成川 双葉水道工業所 ５４６－２２３８

野田町 ㈱新設備工業所 ５３４－６４２８ 南沢又 ㈱サーモ電機工業 ５５７－７８６０ 方木田 福島環境エンジニアリング㈱ ５２９－６０３９

〃 ㈱中川工業所 ５５７－０１１２  〃 ㈱上信設備 ５５７－１６５８ 〃 修理水道センター ５４６－８２２８ 上野寺 水成工業㈱ ５７３－５３９５

〃 ナベシマ設備(同) ５６３－５５５６ 〃 ㈲フジトヨ ５６３－３３９７ 八木田 ㈱小栗設備工業所 ５４５－１３８０ 〃 渡辺設備工業㈲ ５９１－２１８３

〃 文化設備工業㈱ ５３５－０１６６ 笹木野 住まいのまる屋 ５５８－２９１０

〃 ㈲武藤工務所 ５３４－１２４３ 大波 ㈱霊山設備工業 ５８８－１００１ 荒井 ㈱アベ設備工業福島支店 ５７２－６６０１ 〃 ㈲久間木設備 ５５８－３００９

東浜町 オークラ工業㈱ ５３５－２８３３ 岡島 ㈱斎庄設備 ５３３－７４４５ 〃 ㈲荒井設備工業所 ５９３－３４１１ 〃 ㈲西部住設 ５３１－１７２０

堀河町 ㈱ライフ ５３４－７５５５  〃 ㈱東洋住宅設備 ５３３－３４６６ 〃 ㈲交友会建設 ５９３－１５３８ 〃 福島日石㈱福島営業所 ５３３－２４２４

松山町 ㈲三和設備 ５３３－８３１４  〃 丸良建設㈱ ５３５－４４３３ 〃 平間設備工業所 ５９３－３７６８ 〃 ㈱ミスターK ５７３－６８１６

三河北町 山正酸素㈱ ５３５－４３６１ 岡部 ㈱こう設備 ５７２－４７７６ 〃 八島建設工業㈱ ５９１－２３７９

三河南町 倉島設備㈱ ５３６－２３１１ 山口 ㈲山口管工 ５３１－５２６８ 立子山 設備のたなか ５９７－２１７９ 西中央
積和建設東北㈱
南東北支店福島事業所

５３６－１１２２

南町 ㈱斎弁 ５４６－１１３４ 〃 ㈱高東環境工房 ５２１－９５００ 〃 ㈱野地設備 ５７２－３９８８

八島町 ㈲ヤマト設備 ５３１－５２８２ 鎌田 第一温調工業㈱ ５５３－２１００ 〃 東日本ユニットサービス㈱ ５９７－２８０８ 二子塚 ㈱協栄工業 ５９１－３３８５

矢剣町 日新配管工事㈱ ５３４－６８５７ 〃 福島ネオ工業㈱ ５５３－２７３１ 町庭坂 ㈱ライフテックサービス ５０２－００８２

〃 福島ガス㈱ ５３４－２１７６ 〃 ㈲舟山設備工業所 ５５４－５７７８ 飯坂町 安斎設備工業㈱ ５４２－４５８２ 南中央 会津建設㈱ ５３５－４４４０

大明神 ニットーエンジニア㈱ ５７３－４３６１ 瀬上町 ㈱アレックス ５５４－６０７１ 〃 大和建水 ５７３－０６１５ 八島田 協栄設備㈱ ５５８－２０３３

〃 ㈱いしかわや ５５３－０５０２ 〃 ㈲フクオー設備 ５４２－９２３３ 〃 ㈱フクセツ ５５７－６１７１

小倉寺 ㈱環境サービス福島 ５１５－３５８８ 〃 ㈲伊達設備工業所 ５５３－０３３０ 〃 横江設備 ５４２－３４６０

渡利 ㈲てんじん ５２２－０２１０ 〃 ㈲萬設備 ５５３－８２８０ 中野 ㈱福島総合エンジニア ５４２－８２４６ 飯野町 ㈲須田電気工業所 ５６２－３１０７

〃
ミライフ東日本㈱
福島支店福島店

５２５－８４９１ 〃 広成建設㈱ ５５３－９３５１ 平野 ㈱瀬川建設 ５４２－３６７４ 〃 ㈲関和設備 ５６２－２４９２

丸子 ㈱エコサポート ５５３－３９０９ 〃 ㈱フレックス ５４２－３４４４ 〃 ㈲ヨシケン ５６２－４３８５

郷野目 ㈲東北中村施設工業所 ５４６－２０３８ 南矢野目 ㈱aqua ５５３－６３３３ 湯野 大久保配管工業㈱ ５４２－２８４０ 大久保 大久保電気工業所 ５６２－２３７２

鳥谷野 コバックス㈱　 ５７３－０１８１ 〃 ㈱Ａ水技研 ５９７－７３１１ 〃 ㈲高橋住宅設備 ５４２－６０３３ 〃 ㈲菅野電気工業所 ５６２－４１４８

太平寺 ㈲太陽工業 ５４５－９５５５ 〃 ㈱協和衛研興業 ５５８－５７００
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八山田 ㈱エヌエス工業 ９２５－４３３３ 月舘町 ㈱もりもり住設 ５７３－５９３６

沢井 ㈱芳賀設備 ２６－７０５０ 横川町 ㈱福田建設 ９４４－８３５６ 保原町 佐藤電器 ５７５－３２２６ 本宮 ㈲東洋住設 ３３－１６８２

〃 ㈱松浦建工所 ５７５－５００１ 〃 ㈲須藤住機工業 ４８－２３５７

熊倉町 ㈲蟹巻林業 ２３－０９８１ 八竜神 ㈱ブレイン ２２－５５７２ 〃 ㈱信和設備 ５７５－１３１１ 〃 ㈱小山設備 ３３－３０３１

〃 保原液化ガス㈱ ５７５－２１３４

安積 ㈱松浦工務店 ９５４－３３７０ 舘ヶ岡 ㈱アオキ ８８－１３２１ 〃 臼田設備 ５７２－４６３１ 佐倉 ㈱センナン住宅設備センター ６３－３１３９

安積町 ㈱中野住設 ９４６－１３３１ 八幡山 ㈱鐶エスアール工業 ７６－３５３５ 〃 ㈱松浦建設 ５７５－２７７７

〃 ㈱パイプマン郡山支店 ９５４－５４０４ 森宿 ㈲エース工業 ７２－８５６９ 〃 古山電設工業㈱ ５７６－２９９８ 青葉区 ㈱仙台水道センター ２７２－２６３４

逢瀬町 エンドー設備 ９５７－２５５５ 〃 齋藤電建工業㈱ ５７５－３１９４ 泉区 ㈲芳賀工業 ７７２－５３１３

〃 ㈲東洋設備工業 ９５７－３５００ 草野 ㈲長谷川電気工事 ３２－０１３７ 〃 ㈲大和住設 ５７５－５７１２ 〃 ㈱ﾃｸﾉｼﾞｬﾊﾟﾝｻｰﾋﾞｽ ２１８－２５０１

大槻町 水工房ネモト ９０５－２２８２ 深谷 ㈲鹿山電気商会 ４２－００３２ 〃 ㈲野木環境設備 ５７５－４８３６ 太白区 ㈱東海商事 ２４２－２９９４

〃 ㈱冷暖 ９５１－４２３３ 〃 ㈲志賀設備工業 ５７５－２３７８ 〃 ㈱オアシスソリューション　東北支店 ３０７－３１２１

〃 ㈱ブロス ９５２－０８０９ 椎木 あくあ ２６－５１３０ 梁川町 ㈲斎藤管工 ５７７－６２３７ 宮城野区 ㈱ﾗｲﾌサポート仙台オフィス ３９６－２０２１

賀庄 ㈱山田設備 ９４５－２８９７ 立谷 泉井設備 ３６－８１０１ 〃 ㈲大槻設備工業 ５７７－３３９３ 〃 佐孝組㈲ ７９４－８４０２

片平町 和知設備工業㈱ ９６２－４１７２ 中村 アイワビルド㈱ ３５－３５３５ 〃 協和産業㈱ ５７７－３２５４

亀田 クラシアン福島浜中 ９２５－３９１１ 〃 日栄工業㈱ ５７７－２２５５ 金生西 ㈲ヨシダ設備 ６７７－０３２７

〃 ㈲ヤマグチ設備 ９３３－８３５８ 川俣町 ㈱ジー・エル・イ－ ５６５－２４７２ 〃 三浦技工 ５７７－７７２０

喜久田町 ㈱山元工業所 ９５４－７５６１ 〃 ㈲電修舎 ５６５－３２１６ 〃 ㈲藤幸 ５７７－１４８８ 本楯 ㈱髙田地研 ８４－４３５５

〃 ㈱プロキャスト ９５３－６２９２ 〃 ㈲クリエートタカハシ ５６６－４６２５ 〃 ㈲やまき電設工業 ５７７－５４５４

笹川 ㈱ジェット ９４５－１０００ 〃 ㈱譽田 ５６５－２４１０ 霊山町 ㈲信栄設備工業 ５８６－３２９７ 万世町 ㈱日建設備 ２１－４３００

長者 ㈱飯塚設備 ９７３－６７７０ 〃 ヨシ電設 090-7525-4691 〃 ㈱クリエートワカマツヤ ５８６－１０４４

堤 ㈱三光設備 ９５２－００９７ 国見町 ㈲後藤設備 ５８５－３１０３ 大宮区 ㈱アイダ設計 ３１５３－１７５０

〃 ㈱東北セイワ ９５２－８３５５ 〃 国見ガス住宅設備㈱ ５８５－２１３７ 常葉町 ㈲石井設備工業 ７７－３２４４

富田町 ㈲安積工業 ９６２－７７３６ 〃 ㈲高城工業 090-3643-5550 木売 日本住環境設備㈱ ９８４－１８７７

〃 ㈱S．W．S ９６１－３０２７ 〃 ㈲齋久設備 ５８５－２３１０ 小浜 ㈲佐藤設備工業 ５５－２１５２

〃 ゆうわ工業 ９５１－０２２３ 桑折町 桑折ガス㈱ ５８２－４２７６ 舟形石山 ㈱ＪＰアクア ２４－８１５５ 大田区 ㈱生活水道センター ６７４６－１８２５

西田町 東液流通㈱ ９７２－２００８ 〃 ㈱コネクトワン ５８２－６６６１ 木幡 ㈲キマル設備 ４６－３５１１ 〃 ㈱イースマイル東京本社 ５７５４－５５２０

日和田町 ㈲遠藤設備工業所 ９５８－３２４５ 〃 ㈲遠藤設備工業 ５８２－４７１６ 渋川 ㈲佐藤ボーリング ５３－２７４４ 千代田区 アストモスリテイリング㈱
（直）050-

3816-
0790

〃 ㈱カンコウシステム ９５８－２４７９ 〃 根本建設㈱ ５８５－１１５３ 〃 ㈱吉田設備 ５４－２９３３

〃 ㈲ティーエム東北メンテナンス ９５８－４０１７ 〃 ㈲岩﨑設備工業 ５８２－３５３３ 高越松ｹ作 ㈱野地工業所 ２２－０５３９ 中央区 ㈱シンエイ ６９４４－７７９７

富久山町 ㈱RISING ９０７－００５０ 竹田 ㈲まつもと住設 ２２－５６３５

〃 ㈱島工業 ９３５－５６６７ 北後 プランアシスト㈱ ５８４－２５４６ 高平 ㈱興信 ２２－３９２９ 中区 ㈱アクアライン ５０２－６６４４

〃 ㈱アクアワークス ９２５－２３８８ 本町 ㈲庄子商店 ５８３－２０３１ 戸沢 エヌエスシー㈱ ４６－３６３０

〃 ㈲和輝設備 ９２７－９８３７ 馬場口 ㈲佐藤設備 ５８３－３１４０ 下川崎 ㈱友和設備 ２４－５５２５ 富重 アクアシールド ６５－３９６５

南 ㈱エンドウ ９８３－１２０１ 伏黒 ㈲浅尾設備 ５８３－３２１１ 成田町 ㈱山崎 ２４－１１１５

三穂田町 ㈲高原設備工業 ９５４－２６１７ 〃 佐藤建材工業㈱ ５８３－４３３９ 小倉南区 ㈱タカギ ９６２－０９４１

〃 ㈲光恵設備工業 ９６２－４６５０ 月舘町 ㈲高橋設備 ５７３－３９7０ 原町区長野 鈴木管工設備㈱ ２６－３６０１

石川郡石川町（０２４７）

喜多方市(０２４１）

福岡県筑後市（0942）

南相馬市（０２４４）

市　　　　　　　　外

郡山市（０２４）

白河市（０２４８）

須賀川市（０２４８）

相馬郡飯舘村(０２４４)

相馬市(０２４４)

伊達郡（０２４）

本宮市（０２４３）

仙台市（０２２）

東京都（０３）

福岡県北九州市（093）

伊達市（０２４） 広島市（０８２）

大阪市（０６）

二本松市（０２４３）

埼玉県吉川市（０４８）

さいたま市（０５０）

山形県米沢市（０２３８）

山形県寒河江市（０２３７）

山形県上山市（０２３）

宮城県角田市（０２２４）

田村市（０２４７）


