
大野市水道事業・簡易水道事業
指定給水装置工事事業者名簿

2022/10/24現在

№ 事　業　所　の　名　称 事　業　所　の　所　在　地 電　話　番　号

1 宝居ウォーターワークス 大野市中挾一丁目1406番地 (0779) 66-5451

2 大野衛生設備株式会社 大野市東中町301番地 (0779) 65-5600

3 有限会社石田産業 大野市水落町5番22号 (0779) 66-2285

4 有限会社伏見屋設備 大野市陽明町二丁目807番地 (0779) 66-3412

5 株式会社中川設備 大野市中荒井町一丁目404番地 (0779) 66-0025

6 山本設備工業株式会社 福井市和田一丁目5番12号 (0776) 24-2351

7 有限会社サンケーエス 福井市下馬一丁目103番地 (0776) 33-5769

8 有限会社生田設備 大野市中据第15号32番地 (0779) 66-0906

9 松山設備 勝山市旭町二丁目673番地 (0779) 87-2476

10 日通プロパン住設株式会社 大野市新町2番5号 (0779) 66-2815

11 株式会社カナダニ 鯖江市東鯖江一丁目518番地の1 (0778) 51-7200

12 山二工業株式会社 大野市春日161号12番地1 (0779) 65-5231

13 エム･エムトータルクリエイト有限会社 大野市春日161号12番地1 (0779) 65-5257

14 モリナガ有限会社 大野市日吉町24番4号 (0779) 66-2615

15 九頭龍設備株式会社 大野市鍬掛第2号4番地1 (0779) 65-2650

16 大建設備工業 大野市牛ヶ原第51号1番地 (0779) 66-1064

17 株式会社マエガワ 大野市桜塚町101番地　 (0779) 66-4067

18 明電設備株式会社 福井市灯明寺二丁目703番地 (0776) 21-0025

19 松井設備 勝山市郡町二丁目5番36号 (0779) 88-5031

20 福井県農業協同組合　奥越基幹支店 大野市中挾一丁目1301番地 (0779) 65-1250

21 大野さく泉工業 大野市春日一丁目2番26号 (0779) 66-2937

22 有限会社乾川設備工業 大野市月美町11番15号 (0779) 66-2422

23 フジタ住設 勝山市立川町二丁目2番11号5 (0779) 87-0980

24 杉本設備工業 大野市七板第13号17番地 (0779) 66-1168

25 新光電機 大野市有明町17番2号 (0779) 65-0296

26 吉村設備工業株式会社 福井市四ツ井一丁目6番14号 (0776) 54-6400

27 有限会社豊林 勝山市旭町二丁目6番1号 (0779) 88-0612

28 宮本設備 大野市庄林第36号27番地 (0779) 66-0050

29 株式会社常見管工事 大野市中保18字43番地1 (0779) 65-3947

30 合同設備工業株式会社 福井市高木一丁目607番地 (0776) 53-0777

31 有限会社林設備 勝山市郡町二丁目7番23号 (0779) 87-0537

32 株式会社梅井設備工業 福井市大宮六丁目5番10号 (0776) 23-5096

33 久保水工業株式会社 福井市八ツ島町第31号605番地 (0776) 27-5089

34 株式会社フクイヤ 大野市美川町11番20号 (0779) 65-2958

35 福徳設備工業株式会社 福井市漆原町12-14 (0776) 54-3659

36 株式会社三幸営繕 大野市中野第31号22番地9 (0779) 65-5118

37 株式会社桐林組 大野市中丁第3号11番地1 (0779) 66-5943

38 松山建設株式会社 勝山市荒土町別所32号37番地 (0779) 89-2004

39 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

40 三谷設備株式会社 福井市豊島一丁目3番1号 (0776) 20-3440

41 有限会社じょうとく商店 大野市元町11番8号 (0779) 66-2614

42 株式会社石谷工務店 大野市鍬掛20号1-1番地 (0779) 65-3625

43 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

44 有限会社ライフ産業 福井市八幡町第32号64番地 (0776) 83-0580

45 有限会社島田重機 大野市月美町3番3号 (0779) 66-4674

46 元結管工株式会社 福井市大畑町20-8 (0776) 54-7255

47 株式会社サカイエステック 福井市成和２丁目1009-2 (0776) 30-0255

48 有限会社イシダ工業 勝山市鹿谷町発坂15-34 (0779) 89-2267

49 荒鹿建設株式会社 勝山市滝波町４丁目102番2 (0779) 88-2232

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

1/2ページ



大野市水道事業・簡易水道事業
指定給水装置工事事業者名簿

2022/10/24現在

№ 事　業　所　の　名　称 事　業　所　の　所　在　地 電　話　番　号

51 アイ・ホームサービス 大野市中野第30号8番地7 (0779) 65-7952

52 福井ツバメ商事株式会社奥越ガスセンター 大野市上野37-2 (0779) 66-4169

53 サンエイ工業株式会社 福井市光陽一丁目１５番９号 (0776) 24-5843

54 有限会社リフォームイチハラ 勝山市平泉寺町岩ケ野第42号2番地 (0779) 87-6484

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

56 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

57 道傳設備株式会社 福井市春日三丁目３０５番地の１ (0776) 36-5609

58 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

59 有限会社三松設備 大野市中野町四丁目６０４番地 (0779) 66-1291

60 有限会社内山左官．管設備 大野市中挾三丁目８３０番地 (0779) 65-2725

61 株式会社冨坂工業 福井市上中町第２７号１６番地の４ (0776) 53-4029

62 協和住機株式会社 福井市御幸三丁目３番３８号 (0776) 23-3848

63 池端設備 大野市陽明町一丁目５１２番地 (0779) 66-0734

64 クニ設備 越前市定友町第４号４番地 (0778) 42-2027

65 株式会社清水設備 大野市神明町６０３番地 (0779) 64-5324

66 神谷設備 大野市春日三丁目6-5 (0779) 66-1819

67 株式会社カイセイ 鯖江市丸山町1丁目6-27 (0778) 51-1085

68 貴水管工株式会社 福井市西学園３丁目４１３番地 (0776) 35-8005

69 ＡＫＩ住宅設備 大野市新庄第７号８６番地３ (0779) 64-4005

70 有限会社栄林建設 大野市中挾一丁目２０６番地 (0779) 66-0360

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

72 中原設備 大野市中野第２２号５番地 (0779) 66-2753

73 株式会社Ｓｈｉｎｅｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 大野市上野第６６号１５番地 090-5178-1300

74 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

75 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) 36-0081

76 株式会社イースマイル　金沢営業所 石川県金沢市金市町二１５番５ (076) 258-2855

77 有限会社砂村設備 坂井市丸岡町城北５丁目４８番地 (0776) 66-5809

78 株式会社相互設備 勝山市郡町３丁目３０７番地 (0779) 87-1775

79 坪川設備工業 福井市森田新保町第６号１番地２ (0776) 76-7987

80 ワイズ設備 大野市陽明町４丁目７０８ (0779) 65-6255

81 愛光設備 坂井市丸岡町下安田２２－２ (0776) 67-2922

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

83 創基水工株式会社 福井市冬野町第２６号６番地 (0776) 97-9914

84 西尾建設工業株式会社 大野市平澤領家１２－４１－２ (0779) 65-4600

85 株式会社創永ホーム設備 福井市問屋町四丁目１１０１ (0776) 23-7571

86 株式会社文殊四朗管工商会 福井市松本１丁目５６番１０号 (0776) 21-0292

87 勝森鉄工所 大野市本町２番２号 (0779) 66-5482

88 株式会社泉建設 大野市篠座６５号９８番地２ (0779) 66-1108

89 タムラ 大野市桜塚町７０５番地 090-2373-2795

90 有限会社福井ガスホーム 福井市勝見三丁目１３番２５号 （0776）24-4422

91 日東工業 福井市町屋１丁目５番２６号 （0776）21-3920

92 株式会社藤田設備 福井市和田東１丁目１７０３－３ （0776）43-0407

93 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

94 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

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

96 株式会社みやかわ　福井営業所 福井市和田三丁目６１０－１０４ (0776) 25-2882

97 株式会社柳原興業 福井市丸山町第４２号２番地 (0776) 54-9677
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