
石川町指定給水装置工事事業者一覧 令和４年４月１日時点

№ 見出し ｶﾅ 会社名 所在地 電話番号

1 あ ｲｼｶﾜ 石川ガス（有） 石川町字南町６４ 0247-26-5131

2 ｵｵﾀｹ （有）大竹工務店 石川町字大室４７７ 0247-26-0738

3 か ｷﾀﾏﾁ （有）北町亀屋 石川町字北町５ 0247-26-2754

4 ｺﾐﾅﾄ 小湊設備工業 石川町大字沢井字伏木２３５ 0247-57-7155

5 さ ｻﾝｴｲ 三栄工業 石川町字塩沼95‐1 0247-26-3356

6 た ﾂﾒﾂﾞﾒ （株）つめづめホーム 石川町大字中野字八斗蒔40 0248-26-3187

7 ﾄｳﾎｳ 東邦設備株式会社 石川町字立ヶ岡４２５ 0248-22-0648

8 は ﾊｶﾞ （株）芳賀設備 石川町大字沢井字十三塚３４‐１７８ 0247-26-7050

9 ま ﾏﾙﾓﾄ （有）まるもと商店 石川町字当町５９‐１ 0247-26-1155

10 ﾐｿﾞｲ （有）溝井設備 石川町字境ノ内２４２‐４ 0247-57-6422

11 ﾐﾄ 水戸設備 石川町大字曲木字小和清水５６‐１ 0247-26-0196

12 や ﾔﾏﾀﾞ 山田建設 石川町字王子平４００ 0247-26-2015

13 ﾖｼﾀﾞ （有）吉田設備工業 石川町字下泉５６ 0247-26-1331

№ 見出し ｶﾅ 会社名 所在地 電話番号

1 あ ｱｵｷ （株）アオキ 須賀川市大字舘ヶ岡本郷５３ 0248-88-1321

2 ｱｻｶ （有）安積工業 郡山市富田町字向山３９ 024-962-7736

3 アスト アストモスリテイリング（株） 郡山市安積三丁目２５７ 024-945-4909

4 ｲｰｽﾏ （株）イースマイル 大阪府大阪市浪速区敷津東三丁目７‐１０ 06-6631-7449

5 ｲｼﾀﾞ （株）石田工業所 郡山市愛宕町３‐５ 024-932-1550

6 ｴｰｽ （有）エース工業 須賀川市森宿字ウツロ田４１‐４８ 0248-72-8569

7 エスダブリュ （株）Ｓ．Ｗ．Ｓ 郡山市富田町字木葉山２０‐３ 024-961-3027

8 ｴﾋﾞﾅ 海老名管工業 西白河郡中島村大字二子塚字前田69‐9 0248-52-3868

9 ｴﾝﾄﾞｳ 株式会社エンドウ 郡山市南一丁目２２ 024-983-1201

10 ｵｵｶﾜﾗ （有）大河原設備 岩瀬郡鏡石町小栗山４２８ 0248-62-6443

11 ｵｵﾂｶ 大塚設備（株） 須賀川市長禄町６４‐３ 0248-73-2989

12 か ｶﾅｻﾞﾜ （有）金澤設備工業 須賀川市日照田字下屋敷２５ 0248-79-3562

13 ｶﾅｻﾞﾜ （株）金沢総合設備 東白川郡棚倉町大字寺山字寺沢７ 0247-33-5126

14 ｶﾝｴｽ （株）鐶エスアール工業 須賀川市八幡山１５３ 0248-76-3535

15 ｶﾝｽｲ （株）カンスイ 東白川郡棚倉町大字棚倉字広畑１８６ 0257-33-3315

16 ｹｰﾃﾞｰ （株）ケーデーエム 宮城県名取市高舘熊野堂字余方上３０ 022-381-3266

17 ｺｳﾖｳ 広洋設備（株） 須賀川市影沼１０６ 0248-76-5370

18 ｺﾊﾞﾔｼ （株）コバヤシ 東白川郡棚倉町金沢内字山ノ神７８‐３ 0247-33-6661

19 さ ｻｻｼﾞﾏ （株）笹島管工設備 石川郡浅川町大字浅川字本町４５‐２ 0247-36-2280

20 ｻﾄｳ （有）佐藤工業 岩瀬郡鏡石町豊郷中６６０‐２ 0248-62-6070

21 ｻﾝｺｳ （株）三光設備 郡山市堤三丁目１９ 024-952-0097

22 ｻﾝﾖｳ 三洋設備株式会社 郡山市富田町字権現林３‐４ 024-961-3727

23 ｼｵｻﾞﾜ （有）塩沢設備工業所 石川郡玉川村大字南須釜字長内９８‐２ 0247-57-3647

24 ｼﾏ （株）島工業 郡山市富久山町久保田字古町161番地 024-935-5667

25 ｼﾝｴｲ 信栄工業（株） 須賀川市大町２９０ 0248-94-5255

26 ｽｶｶﾞﾜ （株）須賀川設備 須賀川市愛宕山１１４ 0248-76-7181

27 ｽｽﾞｷ （有）鈴木設備工業 西白河郡泉崎村大字泉崎字前畑１７ 0248-53-2301

28 ｽｽﾞｺﾞ 鈴五建設工業（株） 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１５８‐１０ 0247-36-2018
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29 ｾｲﾉ （株）清野設備 岩瀬郡鏡石町南町４６２ 0248-62-3070

30 ｾｲﾜ （有）セイワ 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地１７７‐８３ 0247-36-4210

31 ｾｷﾈ （株）セキネ設備 須賀川市大字小作田字殿田１２ 0248-79-4204

32 ｾｺﾑ セコムエンジニアリング（株） 郡山市開成四丁目８‐１５ 024-935-1575

33 ｾﾔ （有）瀬谷設備 西白河郡中島村二子塚字浦山３６ 0248-52-3331

34 た ﾀｶﾊﾗ （有）高原設備工業 郡山市三穂田町駒屋字柏坊１４ 024-954-2617

35 ﾂﾉﾀﾞ （有）角田設備 西白河郡西郷村大字米字椙山80‐46 0248-48-1108

36 ﾂﾑﾗﾔ （株）円谷建業 西白河郡矢吹町明新下１１３ 0248-45-2566

37 ﾄｳｴｷ 東液流通　(株) 郡山市西田町木村字川端７６ 024-972-2008

38 ﾄｳﾎｳ 東朋電気工事店 白河市東釜子字秋山２１２ 0248-34-3084

39 ﾄｳﾎｳ 東邦工業（株） 会津若松市河東町八田字八田野５８ 0242-75-3040

40 ﾄｳﾎｸ （株）トーホクオカベ 石川郡古殿町田口字寺前１１７‐１ 0247-53-3171

41 ﾄｳﾎｸ （株）東北デバイス工業 岩瀬郡鏡石町東町４３７ 0248-62-2741

42 ﾄｳﾎｸ （株）東北エアコン 須賀川市大袋町１１９ 0248-76-1952

43 ﾄｳﾖｳ （有）東洋設備工業 郡山市逢瀬町多田野字元日３７ 024-957-3500

44 ﾄｳﾖｳ （有）東洋住設 本宮市字兼谷平７３‐２ 0243-33-1682

45 な ﾆﾎﾝ （株）日本アクアテック 郡山市桑野四丁目4‐52 024-925-3911

46 ﾇﾏﾊﾀ ヌマハタエンジニアリング 東白川郡矢祭町大字内川字矢祭１４６ 0247-46-2334

47 ﾈﾓﾄ （有）根本設備工業 西白河郡矢吹町弥栄２４９‐４ 0248-42-3656

48 ﾈﾓﾄ 根本設備（有） 白河市上ノ原３－１ 0248-24-4400

49 は パイプ （株）パイプマン （郡山支店）郡山市安積町荒井字大池２４ 024-954-5404

50 ﾊｼﾓﾄ （有）橋本設備 白河市関辺上の原２７‐２２ 0248-22-6957

51 ﾊﾀｹﾔﾏ 畠山設備（有） 西白河郡中島村二子塚字西内３８‐３ 0248-52-2838

52 ﾊﾏﾂ （有）浜津工業 郡山市田村町岩作字駒形１２４ 024-955-2777

53 ﾊﾝｻﾞﾜ （有）半沢設備 須賀川市今泉字町内３３７ 0248-65-3929

54 ﾋﾗﾀ 平田住設 石川郡平田村大字上蓬田字新屋敷２９ 0247-55-2143

55 ﾋﾛﾐ 尋己設備 西白河郡西郷村大字米字椙山１２‐５６ 0248-25-1321

56 ﾌｼﾞ （有）フジ設備 白河市新白河三丁目２１２ 0248-22-0513

57 ﾌｼﾞｼｮｳ （有）フジショウ 石川郡古殿町大字論田字袖薄２４ 0247-26-3887

58 ﾌｼﾞﾀ 藤田建設工業（株） 東白川郡棚倉町大字棚倉字南町２０ 0247-33-2281

59 ﾌﾟﾗｽ （株）プラスワン 岩瀬郡天栄村大字白子字東原３ 0248-83-2542

60 ﾌﾞﾚｲﾝ （株）ブレイン 白河市八竜神７０‐２ 0248-22-5572

61 ﾍｲｾｲ （株）平成工業 西白河郡矢吹町赤沢６３２‐５ 0248-44-4342

62 ホングウ 本宮設備工業（有） 白河市東上野出島字大山３ 0248-34-3784

63 ま ﾏﾙｴﾇ （有）マルエヌ住設 西白河郡中島村大字滑津字平名塚８‐３６ 0248-52-2662

64 ﾐｽﾞﾊｼ （有）水橋商会 岩瀬郡鏡石町不時沼２２９ 0248-62-7830

65 ﾑﾅｶﾀ （株）ムナカタ総業 田村郡小野町大字夏井字午天王１‐２ 0247-72-2326

66 や ﾔﾌﾞｷ ヤブキ設備 東白川郡鮫川村大字赤坂西野字大塩２０６ 0247-49-2748

67 ﾔﾏﾀﾞ （株）山田設備 郡山市字賀庄９４‐１ 024-945-2897

68 ヤマダ 山田設備工業（株） 白河市新白河１丁目２５１ 0248-22-1195

69 ﾔﾏﾈ （有）山根設備 西白河郡西郷村大字米字椙山１２‐７０ 0248-25-1161

70 わ ﾜﾀﾅﾍﾞ （有）渡邊電機 西白河郡矢吹町神田南１１１ 0248-45-2505

71 ﾜﾁ 和知設備工業（株） 白河市みさか二丁目４８‐３５ 0248-58-1188


