
鏡石町指定給水装置工事事業者一覧 令和2年10月1日

事 業 者 名 住 所 代表者名 ＴＥＬ ＦＡＸ

株式会社東北デバイス工業 鏡石町東町４３７番地 君島　宏行 0248-62-2741 0248-62-3301

久保設備工業株式会社鏡石営業所 鏡石町大池２３９番地１ 久保　利夫 0248-73-4517 0248-73-4587

有限会社水橋商会 鏡石町不時沼２２９番地 橋本　幸雄 0248-62-7830 0248-62-4793

有限会社佐藤工業 鏡石町豊郷中６６０番地２ 佐藤　雄吉 0248-62-6070 0248-62-6968

有限会社清野設備 鏡石町南町４６２番地 清野　喜明 0248-62-3070 0248-62-7797

株式会社山元工業所 郡山市並木一丁目１８番地の１５ 船橋　吾一 024-922-4541 024-933-7269

雄和温水器サービス 郡山市中田町海老根字欠下６８番地１ 熊田　勝二 024-944-0888 024-944-1416

株式会社鐶エスアール工業 須賀川市八幡山１５３番地 小野寺　美樹 0248-76-3535 0248-76-3537

有限会社大河原設備 鏡石町小栗山４２８番地 大河原　健三 0248-62-6443 0248-62-6518

有限会社マルエヌ住設 中島村大字滑津字平名塚８番地の３６ 中原　康裕 0248-52-2662 0248-52-3134

株式会社セキネ設備 須賀川市小作田字殿田１２番地 関根　修 0248-79-4204 0248-79-4431

有限会社安積工業 郡山市富田町字向山３９番地 志賀　洋一 024-962-7736 024-925-0292

有限会社エース工業 須賀川市森宿字ウツロ田４１番４８ 渡邊　周蔵 0248-72-8569 0248-72-8579

有限会社根本設備工業 矢吹町弥栄２４９番地４ 根本　信治 0248-42-3656 0248-44-4869

有限会社成田 鏡石町北町３６９番地 根本　竜太郎 0248-62-2882 0248-62-3697

大塚設備株式会社 須賀川市長禄町６４番地の３ 大塚　博文 0248-73-2989 0248-73-2977

有限会社大輪田設備工業 須賀川市大袋町１９２番地 大輪田　隆 0248-76-4628 0248-72-6622

広洋設備株式会社 須賀川市影沼町１０６番地 八幡　文郎 0248-76-5370 0248-76-5300

株式会社アクーズ会津 会津若松市千石町４番５０号 熊田　広美 0242-28-4111 0242-27-5441

春日設備工業株式会社 須賀川市堀底町１８番地 春日　　力 0248-76-2131 0248-76-2132

有限会社円谷建業 矢吹町明新下１１３番地 円谷　哲男 0248-45-2566

アオキ工業株式会社 西郷村大字小田倉字岩下４９番地 青木　勝子 0248-22-4450

有限会社ナカヌマ 鏡石町仁井田２３３番地 仲沼　義徳 0248-62-3328 0248-62-3382

株式会社熊田建設 玉川村大字川辺字宮ノ前２５４番地 熊田　藤喜 0247-57-2006

カリス設備 鏡石町中町３７４番地２ 面川　定男 0248-62-4611 0248-62-4611

株式会社田母神工業所 郡山市富久山町久保田字前田５８番地1 田母神　安代 024-944-2209 024-944-7144

株式会社プラスワン 天栄村大字白子字東原３番地 兼子　啓子 0248-83-2542 0248-83-2118

株式会社平成工業 矢吹町赤沢６３２番地５ 小室　　敏 0248-44-4342 0248-44-4272

有限会社広陽工業 須賀川市木之崎字向原２７番地１２２ 三島木　智 0248-68-1061 0248-68-1070

有限会社ケンショウ工業 郡山市富田町字久根下５番地３ 桑原　正道 024-952-4631 024-952-4092

株式会社山田設備 郡山市字賀庄９４番地１ 山田　羨子 024-945-2897 024-947-5022

ＴＯＨＯピクス株式会社 郡山市本町一丁目４番１４号 馬場　栄一郎 024-922-1987 024-938-1925

有限会社ライフシステム 須賀川市八幡町１６番地４ 須藤　正樹 0248-63-1820

有限会社テクノ山元 郡山市富久山町久保田字中台４０番地 日下　康男 024-956-1007

有限会社添田設備工業 天栄村大字上松本字久根花７の１ 岡松　三男 0248-82-2092 0248-82-2093

有限会社高原設備工業 郡山市三穂田町駒屋字柏坊１４番地 高原　一栄 024-954-2617 024-953-2048

尋己設備株式会社 西郷村大字米字向山138番地5 山根  尋己 0258-25-1321 0258-25-1321

有限会社共栄設備工業 郡山市田村町上行合字西川原８４番１ 大和田　俊夫 024-942-8483

有限会社金澤設備工業 須賀川市日照田字下屋敷２５番地 金澤　康範 0248-79-3562 0248-79-4511

株式会社総合住宅環境センター 郡山市亀田一丁目３番２３号 渡部　剛 024-934-1226 024-934-1117

株式会社塩田建設工業 大信村大字中新城字内屋敷４６番地 塩田　芳美 0248-46-2560 0248-46-2592

株式会社　カンスイ　棚倉支店 東白川郡棚倉町字広畑１８６番地 鈴木　　達也 0247-33-3315 0247-33-3388

有限会社吉田設備工業 石川郡石川町字下泉５６番地 吉田　義己 0247-26-1331 0247-26-4341

有限会社西澤工業 須賀川市和田字作ノ内６７番地の２ 西澤　義一 0247-76-2181 0247-76-2182

有限会社半沢設備 須賀川市今泉字町内３３７番地 半沢　誠 0248-65-2481 0248-65-3929

三洋設備株式会社 郡山市富田町権現林３番地の４ 熊田　勇一 024-961-3727 024-961-6565

ムツミ設備工業 須賀川市岡東町１５番地 加藤　昌睦 0248-76-5922 0248-76-5922

芳賀設備 石川町大字沢井字十三塚３４番地の１７４ 芳賀　元春 0247-26-7050 0247-26-8833

和知設備工業株式会社 白河市みさか二丁目４８番地２５ 和知　　正 0248-58-1188 0248-58-1128

株式会社アオキ 須賀川市舘ヶ岡字本郷５３番地 青木　勝直 0248-88-1321 0248-88-1322
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株式会社ブレイン 白河市八竜神７０番地２ 酒井　勝行 0248-22-5572 0248-22-5592

星野設備株式会社 郡山市久留米５丁目６３番地１ 星野　清八 024-945-0035 024-947-1022

有限会社服部設備 郡山市安積町二丁目３６１番地 服部　正 024-945-1147 024-945-1157

株式会社クラシアン 横浜市港北区新横浜１丁目２番地１ 村瀬　岳志 024-925-3911 024-925-3912

福陽ガス株式会社 須賀川市桜岡７番地 吉田　陽一 0248-75-6171 0248-76-8581

株式会社東北エアコン 須賀川市大袋町１１９番地 草野　修 0248-76-1952 0248-76-1901

高田工業株式会社須賀川支店 鏡石町鏡沼３０８番地 角田　真美 0248-63-8070 0248-92-3919

有限会社東洋設備工業 郡山市逢瀬町多田野字元日３７番地 佐久間　宣明 024-957-3500 024-957-3575

有限会社間弓設備工業 須賀川市上小山田字南町４９番地 間弓　幸寿 0248-79-4788 0248-79-4774

有限会社和輝設備 郡山市富久山町福原字宝田４８番地１ 橋本　和宏 024-927-9837 024-927-9838

株式会社三光設備 郡山市堤３丁目１９番地 影山　忠作 024-952-0097 024-952-1597

有限会社ヤマグチ設備 郡山市亀田２丁目１６の８ 山口　和美 024-933-8358 024-933-8359

イワタニセントラル福島株式会社 郡山市駅前２丁目５番１２号 鈴木　毅

有限会社東洋住設 本宮市本宮字兼谷平７３番地２ 國分　正博 0243-33-1682 0243-34-1410

畠山設備有限会社 中島村大字二子塚字西内３８番地の３ 畠山　正行 0248-52-2838

株式会社マルショウ田母神 田村市船引町東部台四丁目２８３番地 田母神　安代 0247-82-5711 0247-82-5712

有限会社ティー・エム東北メンテナンス 郡山市日和田町字安積山２６番地の１ 六角　吉晴 024-958-4017 024-958-4292

株式会社Ｓ．Ｗ．Ｓ 郡山市富田町字木葉山２０番地３ 菅野　隆 024-961-3027 024-961-3028

株式会社ユーアイ 郡山市昭和二丁目２１番７号 寺岡　学 024-943-4488 024-944-8656

㈲アクア増改ショップ 郡山市大槻町字下反田１４番地の５ 加藤　充男 024-961-6010 024-952-3029

有限会社井上設備工業 郡山市富田町字久根下26番地の１ 井上　篤 024-933-3445

株式会社エンドウ 郡山市安積町笹川字吉田４０ 遠藤　純一 024-945-2002 024-945-0241

有限会社岡設備工業 鏡石町羽鳥５１番地 佐藤　靖弘 0248-92-3788 0248-92-3789

東邦設備株式会社 白河市西小丸山４番地の３ 小林　裕 0248-22-0648 0248-24-0010

株式会社イースマイル 大阪市中央区瓦屋町三丁目７番3号ｲｰｽﾏｲﾙﾋﾞﾙ 島村　禮孝 06-7739-2525 06-7739-2526

株式会社オーム電気 いわき市平中神谷字六本榎３２番地 梅津 廣子 0246-34-1333 0246-34-1335

株式会社日本アクアテック 郡山市桑野四丁目４番地の52 渡邉　謙之

有限会社　セイワ 石川郡浅川町大字浅川字背戸谷地177番83 酒井　清

有限会社　芳賀工業 宮城県仙台市泉区名坂字黒木川原19-2 芳賀　剛 024-925-1670 024-983-4175

株式会社　パイプマン　郡山支店 郡山市静町2-1 菊地　伴和 024-954-5404 024-954-5405

株式会社　共設 須賀川市滑川字八方久保89番地 熊田　良 0248-94-6725 0248-94-6726

株式会社　人輝 郡山市安積荒井一丁目33番 小沼　輝雄

ゆうわ工業 郡山市富田町字大徳南９番地の１５ 國分　裕 024-951-0223 024-954-5149

※　業務を休止等している場合があります。その場合は他の事業者をお選び願います。


