
〇福井市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

サンエイ工業 株式会社 光陽1丁目15番9号 中山　太郎 0776-24-5843

渡辺設備 加茂河原町30-31-7 渡辺　哲雄 0776-35-9064

西谷設備工業 福1丁目2601 上山　直美 0776-34-6108

有限会社 家公房 宝永3丁目3-12 八木　秀夫 0776-30-0650

株式会社 サワックス 下中町1字22-3 澤崎　純一郎 0776-53-0426

株式会社 丸一工業 花堂南1丁目4-3 内田　かよ子 0776-35-1111

株式会社 福井建材社 問屋町2丁目34 岩﨑　新 0776-24-1150

近藤鐵建 甑谷町14-45 近藤　美秋 0776-98-5023

道傳設備 株式会社 春日3丁目305-1 道傳　恭和 0776-36-5609

株式会社 北陸アロー機器 宝永2丁目2-26 酒井　修 0776-24-2640

株式会社 増田商会 足羽1丁目3-6 増田　丁也 0776-36-3456

株式会社 文珠四郎管工商会 松本1丁目56-10 文珠四郎　崇之 0776-21-0292

久保水工業 株式会社 八ッ島町31-605 玉村　博文 0776-27-5089

山岡設備 冬野町5-7 山岡　英夫 0776-38-3064

明電設備 株式会社 灯明寺2丁目703 上野　明則 0776-21-0025

株式会社サカイエステック 成和2丁目1009-2 山岸　康弘 0776-30-0255

第一設備工業 株式会社 角折町15-20-1 山田　龍彦 0776-34-0338

有限会社 ライフ産業 八幡町32-64 酒井　和幸 0776-83-0580

貴水管工 株式会社 西学園3丁目413 漆﨑　強 0776-35-8005

菱機工業株式会社 福井支店 開発4-119 谷井　勵 0776-54-4532

福徳設備 株式会社 松城町5-9 徳山　順子 0776-54-3659

有限会社 クロダ設備 三尾野町10-3 黒田　九二夫 0776-39-0033

株式会社 冨坂工業 上中町27-16-4 冨坂　正直 0776-53-4029

吉村設備工業 株式会社 四ツ井1丁目6-14 吉村　一夫 0776-54-6400

新富産業 株式会社 新保町第23号５番地 冨田　行雄 0776-50-6580

三谷設備 株式会社 豊島1丁目3-1 松代　憲和 0776-20-3450

日東工業 町屋1丁目5-26 山本　昭夫 0776-21-3920

株式会社 梅井設備工業 大宮6丁目5-10 梅井　啓介 0776-23-5096

合同設備工業 株式会社 高木一丁目607番地 木村　丈展 0776-53-0777

株式会社 シモナカ 下市町15-20 下中　利栄 0776-37-1688

有限会社 サンケーエス 下馬1丁目103番地ｻﾝｹｰｴｽ1階 重村　薫 0776-33-5769

株式会社 森下管工 今市町13-8 森下　道雄 0776-38-1107

株式会社 重村設備工業 北今泉町8-32-1 重村　貞一 0776-54-4878

有限会社 清水総合設備 加茂河原3丁目14-24 堂埜　吉則 0776-36-1507

有限会社　新星設備 開発4丁目509 東川　貴洋 0776-54-5951

道岸設備 北四ツ居３丁目1-34-202 道岸　寿樹 0776-54-8863

株式会社　マイン企画 木田町１９１４番地 山田　龍基 0776-33-3501

北陸設備工業株式会社 宝永4-6-3 北川　震一 0776-24-1700

塚田設備 太田町47-16-1 塚田　芳孝 0776-38-0465

株式会社　青木設備工業 江端町4字13番地 青木　篤子 0776-34-1188

有限会社　矢谷設備 蒲生10-18-5 矢谷　博和 0776-89-2912

株式会社　森下設備工業 今市町13-8-4 吉田　清一 0776-38-1171

大脇配管工業 冬野町２６－６ 大脇　俊史 0776-97-9914

協和住機　株式会社 太田町４７－１２－３ 土田　和男 0776-25-5394

興南設備株式会社 花堂北2丁目19-26 齋藤　伸夫 0776-43-0277

株式会社創永ホーム設備 問屋町4丁目1101番地 大嶋　浩一郎 0776-23-7571

指　定　給　水　装　置　工　事　店　一　覧　（　町　外　）



〇敦賀市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

株式会社 桶武製作所 昭和町1丁目8-20 仲間　武雄 0770-22-1597

〇大野市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

アイホームサービス 中野30-8-7 鳥山　修治 0779-65-7952

山二工業株式会社 春日161-12-1 山田　拓郎 0779-65-5231

〇鯖江市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

株式会社 ニシザワハウジング 上河端町41-13-5 西澤　真粧美 0778-52-7700

株式会社 カイセイ 丸山町1丁目6-27 森家　和治 0778-51-1085

マルイ設備工業 株式会社 有定町1丁目10-3 伊井　博規 0778-52-3200

株式会社 フクシン 糺町29-13-2 内田　宏治 0778-52-3355

株式会社 文六 西袋町411 山田　誠 0778-65-0041

株式会社 笠原電器商会 田村町3-6 笠原　正明 0778-62-1714

株式会社 カナダニ 東鯖江1丁目518-1 大平　秀朋 0778-51-7200

オケヤ工業 川去町7-8-6 桶谷　正彦 0778-62-0332

有限会社 アクアテック 水落町2丁目25-4 中村　亨 0778-53-0012

五十嵐設備 平井町16-5-15 五十嵐　幸雄 0778-62-3650

有限会社　小林設備 舟津町5丁目7-14 小林　博貴 0778-51-7737

株式会社　清水組 鳥羽町22号52番地 清水　道浩 0778-52-1970

株式会社　斎藤金物店 本町3丁目1-2 齋藤　忠男 0778-51-0051

株式会社　ガード 平井町５－６－３ 加藤　武見 0778-62-3095

英友設備 糺町39-78 吉田　直弘 090-9765-2136

〇越前市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

第一設備 株式会社 北町22-6 関本　時雄 0778-27-8607

大道設備 有限会社 北府3丁目12-60 道端　速雄 0778-22-3226

株式会社　テクノ永谷 国府2丁目12-7 永谷　隆 0778-24-2064

姉川設備機工 株式会社 岩本町11-19 姉川　世門 0778-42-0686

正光設備 株式会社 押田1丁目3-8 正光　正行 0778-23-1248

テラオライテック 株式会社 本保町8-5-1 寺尾　剛 0778-22-5215

有限会社 嶋谷設備工事 姫川1丁目9-4 嶋谷　栄 0778-22-1442

下村水道 株式会社 上太田町50-5-6 下村　弘之 0778-23-7800

株式会社 板倉設備 小松一丁目8-35 小澤　政裕 0778-22-3980

上野ガス 株式会社 行松町16-21 上野　浩一 0778-24-1555

ワカセ工業 有限会社 高岡町1-31 若泉　一夫 0778-43-0867

有限会社 上田住設 本多3丁目5-38 上田　敏幸 0778-22-4435

株式会社 武生環境保全 家久町2-45-1 谷崎　晃 0778-22-1044

株式会社 未來住建 今宿町27-3-2 吉田　正広 0778-22-0392

株式会社 イガラシ 元町2-31 五十嵐　保孝 0778-24-2040

株式会社 関組 粟田部町6-26 属増　勤 0778-43-1133

イソベ設備 帆山町21-3-5 磯部　武宏 0778-23-8891

株式会社　タケフ営繕 千福町２０７番地 高田　英雄 0778-24-2273

株式会社　斧平作商店 錦町２－３５ 斧　良次 0778-24-0419

宇野電機株式会社 村国1-2-7 宇野　光治 0778-22-1398

株式会社ウエダ設備 庄町37号1番地1 上田　謙一 0776-24-1760

今立管工株式会社 定友町10-26-1 漆原　良英 0778-43-1259

田中管工設備株式会社 平出2丁目3-22 田中　陽祐 0778-22-6066



〇坂井市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

有限会社 せきや水道社 春江町江留上本町8 川端　清 0776-51-0274

竹内設備工業 春江町江留下宇和江18 竹内　照男 0776-51-1274

株式会社　小林水道 春江町西太郎丸16－31－3 小林　康夫 0776-76-3875

渡辺設備株式会社 春江町江留上中央3番地2 渡邉　祥成 0776-51-0550

有限会社 タクト設備 春江町藤鷲塚36-23-4 上田　隆徳 0776-58-0751

山田設備 株式会社 三国町楽円36-8 山田　雅彦 0776-82-1190

有限会社 イタクラ 三国町平山56-41-3 板倉　勝憲 0776-34-0468

有限会社 前川設備 丸岡町四ツ谷6-16-1 前川　強 0776-66-6150

吉川設備 丸岡町南横地2-24-9 吉川　晃永 0776-67-6188

有限会社 池端住宅設備 丸岡町西瓜屋9-25 池端　信夫 0776-66-8554

〇あわら市

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

株式会社 嶺北設備工業所 田中々31-21-2 姉崎　晴美 0776-78-5046

〇南越前町

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

ライフ企画設備 有限会社 東大道2-42-1 加藤　勝治 0778-47-7000

山光設備工業　有限会社 今庄11-9-1 山田　充宏 0778-45-7020

マエカワ設備工業 糠106-1-19 前川　利全 0778-48-2753

〇永平寺町

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

有限会社 豊島設備 松岡室18-11 豊島　浩行 0776-61-1506

〇大阪府

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

株式会社　イースマイル 大阪市中央区瓦屋町3-7-3 島村　禮孝 06-6631-7449

〇広島県

指定工事店名 住所 代表者氏名 電話番号

株式会社アクアライン
広島市中区上八丁堀8-8

第1ウエノヤビル6F
大垣内　剛 082-502-6639


