
令和５年４月１日現在

123社

《　平　地　区　》　 《　好間・小川・四倉・三和・川前　地区　》　

No 業者名 所　在　地 電話番号 No 業者名 所　在　地 電話番号

1 関彰エンジニアリング㈱
いわき支店 平字正内町61 (22)4000 1 ㈱清水水道 好間町下好間字渋井14-1 (36)7878

2 ㈱高橋設備工業所 平字鎌田町52 (25)7823 2 ㈱西部 好間町下好間字鬼越84 (36)3517

3 北関東空調工業㈱ 平字柳町3 (25)7111 3 ㈲平設備興業 好間町下好間字鬼越5-2 (36)6288

4 欣幸建設㈱ 平南白土二丁目10-3 (22)2216 4 ㈲東興 好間町下好間字一町坪102-1 (36)2656

5 ㈱久田設備工業 平北白土字宮田11-2 (23)3700 5 ㈱山上工業 小川町柴原字岩下2 (83)0124

6 ㈱ジェイエス 平北白土字宮前21-2 (21)5062 6 ㈲ケイ設備工業 小川町高萩字家ノ前41-2 (83)2880

7 ㈱日邦設備工業 平上荒川字桜町34-2 (38)8575 7 ㈲ユーテック東北 小川町上小川字伊吾内3－2 (83)0737

8 ㈱山崎設備 平谷川瀬三丁目13-1 (21)5400 8 株式会社　酒井組 四倉町字東三丁目106-1 (32)2809

9 ㈱三共 平谷川瀬一丁目19-17 (23)1686 9 長谷川工業㈱ 四倉町字東四丁目15-1 (32)2116

10 ㈱アクア工業 平下荒川字中剃68-6 (24)0121 10 阿久津建設㈱ 四倉町字東四丁目101 (84)6848

11 ㈲湘南設備企画 平下荒川字久世原9-17 (46)0691 11 ㈲政光組 四倉町下仁井田字須賀向2 (32)3115

12 ㈱いわきエアコン 平泉崎字砂田48-1 (34)7513 12 ㈲ジーピーアイ 四倉町上仁井田字北浜76-4 (32)3087

13 新妻設備㈱ 平原高野字民野町14 (34)3957 13 松本建設㈱ 三和町上三坂字水田176 (85)2665

14 須山設備 平下神谷字北一里塚31-8 (34)5943

15 いわき設備㈱ 平下神谷字山ノ内77 (38)4278 《　市　外　業　者　》　

16 ㈲ライフサ－ビス 平中神谷字後原4-3 (34)7234 No 業者名 所　在　地 電話番号

17 ㈲平安設備 平中平窪字岩間2-1 (22)6271 1 北陽管工㈲ 双葉郡広野町大字上浅見川字桜田67 0240(27)3419

18 ㈱眞工業 平下平窪二丁目5-11 (23)9500 2 ㈲山忠設備工業 双葉郡広野町大字下浅見川字築地73-10 0240(27)3311

19 ㈲ユニオン工業 平字北目町77-7 (25)4507 3 ㈱山田設備 郡山市字賀庄94-1 024(945)2897

20 ㈱オーム電気 平中神谷字六本榎32 (34)1333 4 伊藤冷機工業㈱ 南相馬市原町区金沢字堤上138-1 0244(22)0101

21 ㈱中眞設備 郷ケ丘三丁目32-5 (38)3296 5 ㈲安積工業 郡山市富田町字向山39 024(962)7736

22 ㈱サンライズ興業 平字愛谷町四丁目6-25 (38)8617 6 東液流通㈱ 郡山市西田町木村字川端76 024(972)2008

23 ㈱カネダ 自由ケ丘61-14 (84)5181 7 ㈲村井設備 双葉郡富岡町大字大菅字川田86 0246(38)6855

8 ㈲和輝設備 郡山市富久山町福原字宝田48-1 024(927)9837

《　内　郷　地　区　》　 9 中屋設備㈲ 郡山市開成二丁目33-8 024(983)6533

No 業者名 所　在　地 電話番号 10 双葉設備工業㈱ 双葉郡浪江町大字高瀬字込堂60-1 0240(27)1253

1 ㈲アイ工業 内郷御台境町六反田25 (26)6565 11 ㈱小黒設備工業 双葉郡浪江町大字高瀬字小高瀬原197 0240(35)2582

2 ㈲タカ工業 内郷御台境町御台132-12 (26)6970 12 ㈱丸井 双葉郡双葉町大字前田字高田25-1 0246(88)1803

3 五十嵐設備㈱ 内郷御厩町下宿4-1 (27)1900 13 ㈱芳賀設備 石川郡石川町大字沢井字十三塚34-178 0247(26)7050

4 ㈱福島ｽｲｹﾝｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 内郷御厩町一丁目200 (27)1919 14 村上設備工業㈱ 郡山市上亀田4番地の2 024(933)7722

5 ㈲矢光総合設備 内郷宮町平太郎8-1 (26)8405 15 ㈲芳賀工業 郡山市島二丁目31-7 024(925)1670

6 ㈱不二代建設 内郷宮町代179-1 (26)5141 16 ㈱ワイエンジン 郡山市芳賀2-8-17 024(953)4200

7 ㈱住研コーポレーション 内郷宮町宮沢61-30 (88)1896 17 ㈱リフレクシダ 田村郡小野町大字小野新町字中通1 0247(72)3141

8 小笠原組 内郷高野町中倉72 (27)6893 18 ㈱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

9 秦設備工業㈱ 内郷高坂町立野130-24 (38)3460 19 ㈲エース工業 須賀川市森宿字ウツロ田41番48 0248(72)8569

10 タツマ工業㈱ 内郷御厩町二丁目63 (26)2200 20 東邦工業㈱ 会津若松市河東町八田字八田野58 0242(75)3040

11 ㈱創和 内郷高坂町一丁目21-6 (38)7175

いわき市下水道排水設備指定工事店一覧表



令和５年４月１日現在

　　　　　　　　　　　　　　 123社

《　小　名　浜　地　区　》 《　勿　来　地　区　》

No 業者名 所　在　地 電話番号 No 業者名 所　在　地 電話番号

1 ㈲小松設備 小名浜住吉字浜道19-1 (58)6967 1 ㈲上原工業 錦町花ノ井16-4 (63)0575

2 丸和商事㈱ 小名浜住吉字飯塚123 (76)0886 2 クレハ設備㈱ 錦町作鞍140 (77)2640

3 佐藤設備工業㈱ 小名浜玉川東18-6 (58)3892 3 ㈲光工業 錦町江栗大町38-1 (63)9151

4 ㈱リメイク 小名浜玉川町東19-8 (68)-8929 4 開世工業㈱ 錦町中迎四丁目7-11 (63)6121

5 ㈲山野辺設備 小名浜字定西46 (54)6772 5 ㈱豊成 植田町中央二丁目8-4 (63)1472

6 ㈱シゲル水道工業 小名浜大原字下小滝159-6 (53)3340 6 ㈲伊勢屋商店 植田町本町一丁目7-9 (63)1155

7 ㈲佐川機設 小名浜大原字北君ケ塚80-10 (92)1833 7 林興業㈱ 植田町根小屋65-1 (63)6200

8 ジュシ総合設備㈱ 小名浜南富岡字富士前38-1 (54)1007 8 ㈱扶桑建設 植田町根小屋3-12 (63)7576

9 鐶エスアール工業　いわき支店 小名浜島字館下27 (38)9564 9 ㈱ＴＯＭＹテクニカ 植田町堂ノ作24-1 (62)0080

10 ㈱ＫＯ－ＹＡ 小名浜林城塚前23-1 (84)7182 10 東北管工事工業㈱ 佐糠町東二丁目19-7 (63)6516

11 ㈱大倉工業所 小名浜字中原7-6 (54)7611

12 ㈲佐久間水道 小名浜字道珍5-3 (52)0277 《　常　磐　地　区　》

13 ㈲カンセイ 小名浜君ケ塚町5-9 (54)8260 No 業者名 所　在　地 電話番号

14 北東設備工業㈱ 小名浜中町境6-3 (53)4346 1 ㈱沼里工業所 常磐湯本町傾城67 (42)4628

15 ㈲堀越工業所 小名浜寺廻町11-18 (92)2836 2 ㈲宗方土木 常磐湯本町傾城34-1 (42)3754

16 ㈱大松興産 小名浜字定西157 (54)8062 3 福島水交㈱ 常磐湯本町天王崎46 (43)3234

17 公栄管工設備㈱ 小名浜花畑町15-29 (52)0094 4 ㈱雅設備 常磐湯本町下浅貝32-29 (42)3235

18 ㈱サカイ工業 小名浜花畑町16-26 (38)7928 5 ㈲関田工業 常磐上湯長谷町釜ノ前83 (42)3661

19 田渕設備㈱ 小名浜岡小名三丁目７-13 (84)8798 6 ㈱こだま産業 常磐上湯長谷町湯台堂145-51 (42)3362

20 丸長建設工業㈱ 鹿島町米田字殿作27-25 (58)3111 7 ㈱テツヒロ 常磐上湯長谷町扇田33-126 (84)8015

21 ㈲Ｙ・小泉総合設備 鹿島町御代字柿境24-9 (58)5566 8 ㈲松本配管工事 桜ケ丘四丁目92 (44)2934

22 ㈱パイプマン 江名字走出173 (88)8482 9 ㈲千葉設備工業所 常磐藤原町斑堂121 (43)2001

23 ㈱箱建エンジニアリング 鹿島町走熊字坪下14 (68)8242 10 渋谷設備㈱ 常磐関船町馬場12 (44)0040

24 ㈱久工業所 泉町黒須野字砂利59-4 (56)2828 11 常磐工業㈱ 常磐下湯長谷町三丁目14 (44)3111

25 ㈱アイシン 泉町本谷字大田19-1 (58)5051 12 三共設備㈱ 常磐白鳥町壱丁田2-1 (43)2381

26 ㈱雄城開発 泉滝尻二丁目28-7 (56)1961 13 ㈲司設備工業 遠野町滝字銅谷55 (89)3465

27 ㈱遠野建設 泉町玉露字山下61-1 (56)0807 14 ㈲蛭田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 遠野町根岸字横道92-2 (89)3904

28 ㈱金子総合設備 泉もえぎ台三丁目20-13 (56)4266

29 ㈲三光設備 渡辺町松小屋字初下1-1 (56)7778

30 ㈲ミシマ設備 江名字藤ケ丘14-1 (55)6272

31 ㈱矢之目設備工業 永崎字地切173-1 (38)5556

32 ㈱齊組工業 中部工業団地4-8 (44)7093

いわき市下水道排水設備指定工事店一覧表

※　お住まいの地区に関係なく、
     自由に工事店をお選びいただけます。


