
◆県営水道指定給水装置工事事業者(川崎市)

指定番号 指定工事店名 事業所名 事業所所在地 事業所電話番号 休業日 営業時間(通常) 修繕対応 対応可能箇所等 講習受講実施 指定有効期限 確認日

0877 京急電機　株式会社 本店 川崎市川崎区池田2-2-3 044-322-7191 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/01/09

2288 株式会社SSL神奈川社 本店 川崎市川崎区浅田二丁目2番13号 044-201-1160 2023/09/29

2745 東京ガスリビングライン　株式会社 （川崎）東京ガスライフバル川崎 川崎市川崎区小川町6番1号 044-210-2126 有り 2024/09/29 2019/10/15

2769 東都熱工業　株式会社 本店 川崎市川崎区富士見二丁目5番6号 044-244-7230 土 日 8:30～17:30 対応可 【屋内給水装置】 ― 2024/09/29 2019/10/09

3165 Ｙ, ｓカンパニー 本店 川崎市川崎区大島上町22番19号リボーンハイツ107 044-333-5301 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 2026/12/13 2021/12/21

3199 ＵＰ 株式会社 神奈川営業所 川崎市川崎区本町1-8-3-207 044-589-8130 2027/06/01

0930 大同産業　株式会社 本店 川崎市幸区下平間280番地ラ・ガイア3F 044-544-5185 ― ― ― ― 有り 2025/09/29 2020/02/26

1280 協伸工業　有限会社 本店 川崎市幸区小向西町4-57 044-544-6719 土 日 8:30～17:30 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2026/09/29 2021/01/21

1600 有限会社  新設備 本店 川崎市幸区南加瀬3-8-32 044-599-9351 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2026/09/29 2021/02/12

2489 株式会社　笠倉工業 本店 川崎市幸区紺屋町9番地 044-511-4319 2023/09/29

2704 株式会社　和社工業 本店 川崎市幸区小向仲野町4番14号 070-4078-7537 2024/09/29

2732 宝建工業　株式会社 本店 川崎市幸区北加瀬二丁目5番35号 044-223-6528 2024/09/29

3228 株式会社　まり工房 本店 川崎市幸区南加瀬5丁目16番18-3号 044-200-4629 2027/11/03

0217 株式会社　富士設備 本店 川崎市中原区下小田中5-14-1 044-755-7200 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 2025/09/29 2020/01/10

0980 荻原住宅設備機器　株式会社 本店 川崎市中原区上小田中6-23-33 044-711-8811 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/08

1225 株式会社　橘設備工業所 川崎営業所 川崎市中原区上小田中３－５－５ 044-766-4921 ― ― ― ― ― 2026/09/29 2021/02/22

1879 株式会社　サニックス 川崎環境衛生事業所 川崎市中原区下小田中6-8-21 044-753-0181 ― ― ― ― ― 2027/09/29 2021/12/09

2620 南関東ソフナー 本店 川崎市中原区小杉御殿町1丁目940番地23 044-722-0020 ― ― ― ― ― 2024/09/29 2019/10/21

2725 株式会社　玉川設備 本店 川崎市中原区下沼部1916番地 044-411-5729 ― ― ― ― ― 2024/09/29 2019/10/10

3028 株式会社　アクアプラマー 本店 川崎市中原区井田三丁目6番18号 044-751-9426 ― ― 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 2025/04/14 2020/04/21

3041 CURIOCITY 本店 川崎市中原区今井西町8番41号　ピアレッテ　105 080-4208-0525 2025/05/24

0143 株式会社  協和日成 神奈川支店 川崎市高津区末長4-7-8 044-829-3316 ― ― ― ― ― 2025/09/29 2020/02/17

0935 株式会社　千年水道工業所 本店 川崎市高津区久末1288 044-766-9234 土 日 9:00～17:00 ― ― 有り 2025/09/29 2020/02/27

1855 日東工業　株式会社 本店 川崎市高津区千年979-1 044-753-2016 日 8:30～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2027/09/29 2021/12/13

1885 有限会社　丸善興業 本店 川崎市高津区子母口510-5 044-754-7398 日 8:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2027/09/29 2022/01/20

2218 有限会社　渡辺工業 本店 川崎市高津区上作延906番地20 044-856-6461 2023/09/29

2662 角田設備 本店 川崎市高津区千年256番地1メイツ武蔵小杉富士見台603 044-572-2052 2024/09/29

2768 ＲＯＹ　株式会社 本店 川崎市高津区坂戸三丁目16番1号 044-328-9227 2024/09/29

2791 株式会社　ＨＬＳ 本店 川崎市高津区二子一丁目10番6号 044-299-8240 水 9:00～18:00 ― ― 有り 2024/09/29 2019/10/07

2949 株式会社　reclaim 川崎営業所 川崎市高津区北見方３－７－６ 044-712-0125 9:00～18:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 【その他】給湯器交換、漏水損傷電気設備等住宅全般 2024/09/29 2019/10/17

2260 有限会社　長尾設備 本店 川崎市多摩区長尾七丁目3番6-101号 044-922-3849 2023/09/29

2625 株式会社　プランマーズ 本店 川崎市多摩区南生田七丁目17番13-2号 044-712-8515 2024/09/29

2625 株式会社　プランマーズ 川崎支店 川崎市多摩区寺尾台1-22-7 044-712-8515 2024/09/29

2626 株式会社　真和建設 本店 川崎市多摩区菅仙谷一丁目6番2号 044-944-6447 土 日 9:00～18:00 対応不可 ― 2024/09/29 2019/10/11

注1：県営水道に届け出なく、事業者が移転している場合があります。
注2：表中の「-」は事業者が非公開としている項目です。空欄は回答がない項目です。



◆県営水道指定給水装置工事事業者(川崎市)

指定番号 指定工事店名 事業所名 事業所所在地 事業所電話番号 休業日 営業時間(通常) 修繕対応 対応可能箇所等 講習受講実施 指定有効期限 確認日

2845 有限会社　赤神設備工業 本店 川崎市多摩区菅馬場二丁目5番3号 044-281-0580 日 9:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 ― 2024/09/29 2019/10/07

2916 ブルーグリーン 本店 川崎市多摩区菅仙谷3丁目1番19-105号 044-767-4012 2024/09/29

3049 合同会社　広隆メンテナンス 本店 川崎市多摩区登戸204番地2号セントヒルズ向丘遊園106号室 044-900-1999 2025/06/21

3050 株式会社　林設備 川崎支店 川崎市多摩区三田1-1-3　中山Ｋビル402号室 044-322-8747 ― ― ― ― 2025/06/29 2020/07/22

3084 有限会社　日新工業 本店 川崎市多摩区中野島4丁目2番26号 044-932-1686 2026/02/04

3157 株式会社　モリセツ 本店 川崎市多摩区菅3丁目12番25号 044-767-8275 土 日 9:00～17:00 対応不可 有り 2026/11/17 2021/11/26

1317 株式会社　ホクト 本店 川崎市宮前区神木本町2-5-5 044-866-9262 土 日 9:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 有り 2026/09/29 2021/03/31

1608 有限会社  タカハシ設備工業 本店 川崎市宮前区西野川3丁目12番13号 044-755-4448 ― ― ― ― ― 2026/09/29 2021/02/10

2150 青木設備設計 本店 川崎市宮前区宮崎1-13-7-408 044-852-5380 2023/09/29

2420 株式会社　原設備工業 本店 川崎市宮前区宮崎五丁目3番地32 044-855-3067 2023/09/29

2424 有限会社　中央エアコン 本店 川崎市宮前区西野川1丁目20番24号 044-751-5300 ― ― ― ― ― 2023/09/29 2019/10/28

2599 株式会社　日本水道センター 神奈川支社（川崎センター） 川崎市宮前区菅生1-9-34 044-975-7891 8:00～20:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 なし 2024/09/29 2019/10/24

2695 熱研プラント工業　株式会社 本店 川崎市宮前区宮前平三丁目2番地13 044-854-5511 2024/09/29

2886 ミサワホーム建設　株式会社 川崎事業所 川崎市宮前区初山1-24-11 044-750-7435 2024/09/29

2949 株式会社　reclaim 本店 川崎市宮前区野川2816番地12 044-712-0030 9:00～18:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 【その他】給湯器交換、漏水損傷電気設備等住宅全般 2024/09/29 2019/10/17

3027 大総　株式会社 本店 川崎市宮前区東有馬2-31-57 044-571-2752 2025/04/07

3129 瑞テクノ　株式会社 本店 川崎市宮前区東有馬1丁目9番10号 044-854-7741 2026/07/06

3216 マイ建設　株式会社 川﨑支店 川崎市宮前区宮崎2丁目12番地1宮崎台プラザビルB103 044-863-9308 2027/09/11

0400 株式会社　一本松工業 本店 川崎市麻生区上麻生5-45-16 044-988-0116 土 日 8:00～17:30 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2025/09/29 2020/01/30

1484 麻生建設  株式会社 本店 川崎市麻生区上麻生6-13-13 044-987-9370 ― ― ― ― 有り 2026/09/29 2020/12/25

1532 株式会社  北斗工機 本店 川崎市麻生区片平1848番地22 044-281-5138 土 日 9:00～17:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 有り 2026/09/29 2021/01/15

1963 有限会社　大生エンジニアリング 本店 川崎市麻生区早野４２５ 044-980-0374 2027/09/29

1990 株式会社　サン工営 本店 川崎市麻生区王禅寺西3丁目１番３号 044-954-1901 ― ― ― ― ― 2027/09/29 2022/01/07

2148 有限会社　小川水道 本店 川崎市麻生区片平2-24-11 よしみハイツ101 044-981-0360 2023/09/29

2350 遠藤環衛株式会社 本店 川崎市麻生区王禅寺1227番地10 044-955-5740 ― ― ― ― ― 2023/09/29 2020/03/26

2365 日新工業　株式会社 新百合ヶ丘営業所 川崎市麻生区片平5丁目9番6号　青葉201号室 044-819-6801 ― ― ― ― ― 2023/09/29 2019/10/07

2636 有限会社　タカシ設備 本店 川崎市麻生区王禅寺東六丁目10番1号 044-980-2372 ― ― ― ― ― 2024/09/29 2019/10/09

2790 株式会社　クオリアワークス 本店 川崎市麻生区岡上752番地38 044-986-5153 2024/09/29

2954 緊急水道マスター　ノア 本店 川崎市麻生区王禅寺東5丁目10番12号　パークヴィレッジ王禅寺Ⅱ　L－2 044-573-1004 8:00～21:00 対応可 【屋内給水装置】 【埋設部】 2024/09/29 2019/10/17

注1：県営水道に届け出なく、事業者が移転している場合があります。
注2：表中の「-」は事業者が非公開としている項目です。空欄は回答がない項目です。


