
【あわら市】

名称 住所 電話番号

赤尾建設有限会社 あわら市北潟第140号1番地1 0776-79-0818

株式会社石川工務店 あわら市市姫５丁目19番12号 0776-73-2248

ＭＹ設備 あわら市二面５丁目611番地２ 0776-78-5118

有限会社後藤設備工業所 あわら市二面第46号６番地２ 0776-77-2335

近藤建設株式会社 あわら市青ノ木第40号26番地 0776-73-1501

株式会社サカイエステック あわら営業所 あわら市井江葭29-156 0776-30-0255

株式会社榊組 あわら市春宮３丁目５番22号 0776-73-4424

坂本設備工業所 あわら市春宮２丁目18番14号 0776-73-4062

サンエス設備 あわら市横垣第17号11番地17 0776-78-7061

株式会社上東設備工業 あわら市北疋田第３号３番地４ 0776-76-4346

株式会社シンワ設備 あわら市花乃杜１丁目30番33号 0776-73-4335

第一建設株式会社 あわら市市姫５丁目９番12号 0776-73-0666

大門設備工業有限会社 あわら市二面３丁目503番地１ 0776-78-5161

立田建設株式会社 あわら市西温泉１丁目501番地 0776-77-2705

株式会社辻設備工業所 あわら市下番第23号９番地 0776-78-5522

福井パール設備工業 あわら市中川第12号16番地 0776-74-1110

有限会社牧野設備 あわら市国影第39号61番地 0776-77-3011

有限会社三上設備工業 あわら市河間第９号８番地 0776-78-5008

株式会社雅設備工業 あわら市花乃杜四丁目９番22号 0776-50-6970

有限会社室田設備工業 あわら市中川第20号２番地 0776-74-1056

株式会社山口土木 あわら市青ノ木第39号16番地１ 0776-73-1708

株式会社山田組 あわら市中浜第１号12番地 0776-77-3636

あわら市排水設備指定工事店一覧（市町村別）



【坂井市】

名称 住所 電話番号

愛光設備 坂井市丸岡町下安田22-2 0776-67-2922

有限会社東水工 坂井市丸岡町高柳第28号14番地１ 0776-66-1529

株式会社五十嵐建機 坂井市坂井町下新庄第１号13番地 0776-66-0591

有限会社イタクラ 坂井市三国町平山第56号41番地3 0776-82-7573

有限会社上田鉄工設備工業 坂井市丸岡町栄２丁目427番地 0776-66-0473

笠松電気設備工業 坂井市春江町境上町８番地６ 0776-51-0293

加島設備有限会社 坂井市丸岡町巽町三丁目10番地 0776-66-0556

有限会社キムラエス設備 坂井市丸岡町山竹田112-4-1 0776-67-2210

小嶋設備工業 坂井市丸岡町一本田中第6号12番地1 0776-76-3836

株式会社小林水道 坂井市春江町西太郎丸16-31-3 0776-76-3875

有限会社小林設備 坂井市春江町中庄第59号10番地3 0776-51-9129

有限会社小向設備工業 坂井市坂井町上兵庫第61号34番地 0776-72-1510

近藤設備 坂井市三国町池上27号50番地 0776-82-6448

有限会社斉藤設備 坂井市三国町川崎第43号19番地５ 0776-82-5900

株式会社三和商会 坂井市三国町楽円第２号14番地１ 0776-82-6479

ショーリ設備工業 坂井市丸岡町坪江20-8-4 0776-67-2435

株式会社シンハル 坂井市春江町中庄第43号3番地1 0776-51-5002

砂村設備 坂井市丸岡町城北５丁目48番地 0776-66-5809

スマイル設備 坂井市坂井町若宮第14号１番地21 0776-66-8288

有限会社せきや水道社 坂井市春江町江留上本町８番地 0776-51-0274

有限会社高嶋設備工業 坂井市丸岡町城北１丁目66番地 0776-66-5179

竹内設備工業 坂井市春江町江留下宇和江18 0776-51-1274

竹村設備工業株式会社 坂井市丸岡町朝陽２丁目320番地 0776-66-7870

有限会社つじ設備 坂井市三国町楽円53-21-1 0776-82-3369

中津設備 坂井市三国町つつじが丘９-35 0776-81-4468

中林設備 坂井市三国町山岸22-42-17 0776-82-4262

有限会社日水工業 坂井市三国町梶38-2 0776-82-6070

橋本設備工業株式会社 坂井市三国町宿３丁目２番１号 0776-82-1237

不二建設株式会社 坂井市丸岡町石城戸１丁目31番地 0776-66-0122

有限会社古川建設 坂井市坂井町⾧屋19-12 0776-66-4000

有限会社前川設備 坂井市丸岡町四ツ屋第６号16番地１ 0776-66-6150

株式会社牧田設備 坂井市丸岡町柳町1番地3 0776-97-6478

吉川設備 坂井市丸岡町南横地第２号24番地９ 0776-67-6188

渡辺設備株式会社 坂井市春江町江留上中央３番地２ 0776-51-0550



【福井市】

名称 住所 電話番号

株式会社青木設備工業 福井市江端町４字13番地 0776-34-1188

荒井設備産業株式会社 福井市足羽１丁目15番2号 0776-36-3511

株式会社梅井設備工業 福井市大宮６丁目５番10号 0776-23-5096

株式会社川越設備 福井市三ツ屋2丁目201番地 0776-43-0274

協和住機株式会社 福井市御幸３丁目３番38号 0776-23-3848

共和マルヰ株式会社 福井市月見4丁目3番25号 0776-36-2858

久保水工業株式会社 福井市八ツ島第31号605番地 0776-27-5089

有限会社クロダ設備 福井市三尾野町第10号３番地 0776-39-0033

合同設備工業株式会社 福井市高木１丁目607番地 0776-53-0777

興南設備株式会社 福井市花堂北二丁目19-26 0776-43-0277

斉藤設備機工株式会社 福井市順化１丁目14番16号 0776-22-3800

サンエイ工業株式会社 福井市光陽１丁目15番9号 0776-24-5843

有限会社清水総合設備 福井市加茂河原３丁目14番24号 0776-36-1507

有限会社新星設備 福井市開発4丁目509番地 0776-54-5951

株式会社シンタニコンストラクト 福井市新保３丁目1004番地 0776-52-2578

創基水工株式会社 福井市冬野町26-6 0776-97-9914

株式会社綜合設備工業所 福井市三郎丸１丁目210番地 0776-21-1771

第一設備工業株式会社 福井市角折町第15号20番地１ 0776-34-0338

高崎建設株式会社 福井市境寺町１号１番地 0776-90-3321

髙時管工株式会社 福井市帆谷町第28号2番地125 0776-38-5378

貴水管工株式会社 福井市西学園３丁目413番地 0776-35-8005

株式会社竹澤設備 福井市二の宮５丁目１番14号 0776-27-1212

中央設備工業 福井市大願寺３丁目７番７号 0776-24-8385

塚田設備 福井市太田町47-16-1 0776-38-0465

坪川設備工業 福井市東森田３丁目1918番地 0776-79-7987

道傳設備株式会社 福井市春日三丁目305番地1 0776-36-5609

株式会社冨坂工業 福井市上中町第27号16番地4 0776-53-4029

日東工業 福井市町屋１丁目5-26 0776-21-3920

ヒノデ工業株式会社 福井市日之出５丁目４番28号 0776-54-2911

株式会社藤田設備 福井市和田東一丁目1703-3 0776-43-0407

北陸設備工業株式会社 福井市宝永４丁目６番３号 0776–24-1700

株式会社増田商会 福井市足羽１丁目３番６号 0776-36-2257

三谷設備株式会社 福井市豊島1丁目３番１号 0776-20-3440

道岸設備 福井市大東１丁目６－４６ 0776-54-8863

明電設備株式会社 福井市灯明寺２丁目703番地 0776-25-0001

株式会社文珠四郎管工商会 福井市松本１丁目56番10号 0776-21-0292

株式会社 柳原興業 福井市丸山町第42号2番地 0776-38-1171

山岡設備 福井市冬野町5-7 0776-38-3064

株式会社ヤマセイ 福井市羽水１丁目204番地 0776-33-5005

山本設備工業株式会社 福井市和田１丁目５番12号 0776-24-2351

有限会社矢谷設備 福井市蒲生町第10号18番地5 0776-89-2912

吉村設備工業株式会社 福井市城東四丁目24番12号 0776-22-1120

有限会社ライフ産業 福井市八幡町第32号64番地 0776-83-0580



【その他県内】

名称 住所 電話番号

株式会社ウッドフィール 丹生郡越前町織田第153号1番地36 0778-36-0017

大野衛生設備株式会社 大野市東中町301 0779-65-5600

株式会社大林設備 丹南郡越前町小倉91-30-12 0778-34-2460

株式会社ＫｉＫｉ 丹生郡越前町上山中第６号５番地 0778-62-3916

有限会社 木村工業 吉田郡永平寺町松岡吉野堺第41号129番地 0776-61-0666

有限会社嶋谷設備工事 越前市姫川一丁目9番4号 0778-22-1442

清田住設 吉田郡永平寺町松岡平成156番地 0776-61-2085

株式会社大生 丹生郡越前町梅浦第86号32番地 0778-37-0160

中央住機サービス 勝山市北郷町森川第14号11番地 0779-89-1630

有限会社豊島設備 吉田郡永平寺町松岡室18号11番地 0776-61-1506

株式会社マエガワ 大野市桜塚町101番地 0779-66-4067

マルヨシ管工 吉田郡永平寺町法寺岡9-8 0776-63-1380

三谷配管工業 丹南郡越前町小倉第77号21番地40 0776-34-5071

山二工業株式会社 大野市春日161号12番地1 0779-65-5231

ライフ企画設備有限会社 南条郡南越前町東大道第２号42番地１ 0778-47-7000

ワカセ工業有限会社 越前市高岡第１号31番地 0778-43-0867

【県外】

名称 住所 電話番号

有限会社北国住設 石川県小松市御館町甲１番地10 0761-22-3726

※この一覧に記載されていない事業者は、あわら市内での工事を認められていません。

最終更新日：令和5年4月11日


