
令和4年10月6日

区分
登録
番号

業　者　名 電話番号

1 株式会社愛水 34-1313 新居浜市 久保田町二丁目1番45号

6 岩崎冷熱株式会社 35-3171 新居浜市 繁本町9番53号

10 岡水道工業 37-1602 新居浜市 泉池町7番31号

31 有限会社サム企画 31-2255 新居浜市 政枝町三丁目1番9号

36 有限会社新日設 34-6036 新居浜市 政枝町一丁目6番36号

37 株式会社スイヨー 37-1375 新居浜市 菊本町二丁目14番33号

41 太陽設備 34-5161 新居浜市 庄内町六丁目2番3号

47 新居浜市管工事業協同組合 32-5900 新居浜市 八雲町3番29号

50 株式会社桧垣工務店 33-5111 新居浜市 一宮町一丁目13番15号

54 別子プロパン株式会社 33-4207 新居浜市 新須賀町四丁目13番12号

55 株式会社牧野商会 33-2602 新居浜市 久保田町一丁目2番25号

58 株式会社山岡 34-8800 新居浜市 新須賀町二丁目9番5号

59 山下電機工業株式会社 37-2500 新居浜市 庄内町三丁目1番64号

62 豫洲産業株式会社 33-8721 新居浜市 田所町3番9号

65 有限会社リフォーム・エヒメ 34-1224 新居浜市 久保田町二丁目1番45号

71 有限会社尾崎商店 32-4487 新居浜市 江口町4番22号

74 カントメ産業株式会社 33-6611 新居浜市 新田町二丁目2番51号

78 三和システム工業 37-0578 新居浜市 西の土居町二丁目10番28号

122 山下水道 37-0871 新居浜市 庄内町三丁目1番22号

157 有限会社栄和設備 40-0583 新居浜市 河内町5番9号

161 株式会社天野本店 33-1511 新居浜市 惣開町2番7号

179 藤本住設 - 新居浜市 庄内町五丁目10番52号

215 株式会社裕研 33-7808 新居浜市 宮西町3番18号

224 Ｙ．Ｔ．Ｃ 32-4340 新居浜市 宮西町２番５号

232 新居浜エンジニアリング 34-0102 新居浜市 高木町11番15号

新居浜市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿

所在地

川
　
　
　
西
　
　
　
地
　
　
　
区

1 ページ



令和4年10月6日

区分
登録
番号

業　者　名 電話番号

新居浜市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿

所在地

2 秋山工業株式会社 41-5618 新居浜市 東田一丁目甲1300番地

7 有限会社英友商事 41-7435 新居浜市 大生院157番地45

9 株式会社大西工務店 41-7498 新居浜市 坂井町三丁目5番43号

15 有限会社加藤設備 41-8823 新居浜市 下泉町二丁目3番8号

16 北四国設備株式会社 40-1943 新居浜市 中村松木一丁目9番23号

25 有限会社古峠工務店 41-6862 新居浜市 中村二丁目9番2号

26 有限会社壽商会 44-7762 新居浜市 寿町4番11号

27 近藤建材株式会社 43-7711 新居浜市 坂井町三丁目2番21号

43 有限会社竹林住宅設備機器 41-6622 新居浜市 大生院83番地の1

48 有限会社西谷組 41-4380 新居浜市 松原町8番24号

49 有限会社燧熱学 43-2288 新居浜市 東田一丁目甲1307番地1

66 渡辺設備 41-2922 新居浜市 船木甲2953番地の1

69 株式会社大原商店 41-6801 新居浜市 中萩町10番51号

80 四国プロパンガス株式会社 43-3333 新居浜市 萩生719番地1

85 高橋燃料店 43-6652 新居浜市 大生院1312番地

131 山内設備 40-5924 新居浜市 船木甲3946番地の5

143 渡辺住設 41-0236 新居浜市 松原町8番32号

159 企画設備テラグチ 27-8520 新居浜市 土橋一丁目9番29号

186 正起ガス株式会社 44-5111 新居浜市 観音原町甲6番7号

191 有限会社藤田石油商事 43-6155 新居浜市 松原町1番78号

193 株式会社ジンノ工業 44-5782 新居浜市 大生院526番地

197 シンエイメンテナンス株式会社 40-1066 新居浜市 船木甲2982番地38

200 株式会社一色設備 43-2827 新居浜市 本郷三丁目4番4号

203 西原水道 090-1176-9146 新居浜市 上原1丁目6番55号

205 Ｋame's　Ｆactory 43-3010 新居浜市 大生院1355番地の4

206 株式会社日管 47-3318 新居浜市 寿町10番25号

223 ミライフ西日本株式会社　新居浜店 43-7480 新居浜市 萩生字岸之下1143番地の1

225 伊藤設備 43-2259 新居浜市 西連寺町2丁目5-40

226 十設 47-6691 新居浜市 本郷１丁目5-19

229 向井設備 40－6611 新居浜市 大生院1305番地の1

240 有限会社第一住設 43-9891 新居浜市 中西町8番36号

242 株式会社スタープラス 34-6000 新居浜市 萩生838番地１

243 星加技建 43-2657 新居浜市 中村四丁目2番48号

245 髙橋ウｵーターサービス 090-7140-4433 新居浜市 船木2540-10
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4 有限会社泉ボイラー設備機器 45-0353 新居浜市 田の上二丁目1番34号

8 有限会社エヒメ設備 40-5601 新居浜市 多喜浜五丁目5番17号

11 有限会社岡部設備 46-3910 新居浜市 又野三丁目5番70号

12 有限会社尾田水道 33-8252 新居浜市 八幡一丁目10番28号

19 工藤設備 45-0904 新居浜市 田の上二丁目5番25号

23 株式会社宏栄産業 33-8080 新居浜市 沢津町三丁目8番10号

28 有限会社近藤商会 45-0059 新居浜市 八幡三丁目2番31号

34 四国住設株式会社 33-5716 新居浜市 高田一丁目1番47号

35 有限会社新栄住設 45-0149 新居浜市 神郷二丁目5番1号

52 有限会社藤岡電気水道 32-4518 新居浜市 東雲町一丁目4番48号

56 有限会社ミノル設備工業 33-3707 新居浜市 八幡二丁目7番12号

57 株式会社明和 33-0808 新居浜市 宇高町一丁目1番33号

61 横井ポンプ商会 32-5011 新居浜市 沢津町三丁目5番34号

81 有限会社システム愛媛 46-1407 新居浜市 松神子四丁目3番33号

113 香取住宅設備 46-1046 新居浜市 多喜浜五丁目9番24号

116 川上設備 － 新居浜市 大島甲10

124 田坂住宅設備 47-4414 新居浜市 郷1丁目9-37　メゾンドＫ201号

137 東予テクニカ 64-9670 新居浜市 清住町2番6号

147 井下設備工業 45-0097 新居浜市 荷内町7番33号

192 新西設備 37-4470 新居浜市 八幡一丁目13番48号

210 イナミ水道本舗 36-2169 新居浜市 東雲町3丁目7-242

212 株式会社永水 33-0712 新居浜市 坂井町二丁目5番2号

222 四電エナジーサービス株式会社　新居浜支店 33-0671 新居浜市 東雲町2-12-46

231 佐々木設備 45-1614 新居浜市 八幡三丁目6番16号

233 クロカン設備 090-7576-5331 新居浜市 中村三丁目1番64号

234 株式会社福田建工 47-4088 新居浜市 郷三丁目6番5号

235 株式会社周藤 32-8884 新居浜市 宇高町四丁目１番29 号

236 アストモスリテイリング株式会社四国カンパニー新居浜営業所 37-5580 新居浜市 清水町６番３６号
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103 株式会社山内工業 0898-32-1983 今治市 本町七丁目3番35号

105 株式会社さくら工業 0898-48-2221 今治市 喜田村四丁目13番53号

106 株式会社近藤工業所 0898-23-2145 今治市 常磐町七丁目3番4号

108 株式会社松和 56-2025 西条市 樋之口132番地4

109 高橋水道有限会社 57-7770 西条市 楢木368番地の1

110 株式会社マルイ設備工業 56-4205 西条市 福武甲1194番地の2

112 愛媛日化サービス株式会社 089-971-2230 松山市 保免西二丁目3番11

114 有限会社真鍋住設 0896-74-5365 四国中央市 土居町上野3698番地

115 有限会社越智水道工業所 56-7525 西条市 飯岡2418番地の1

117 東洋設備工業株式会社 56-1588 西条市 喜多川383番地の6

118 有限会社東野設備 0896-74-4785 四国中央市 土居町蕪崎304番地4

120 有限会社板東設備 53-3996 西条市 飯岡1122番地の20

136 テラオ設備 0896-74-5586 四国中央市 土居町天満692番地の1

138 有限会社山本設備工業 55-6243 西条市 中野甲559

139 尾﨑住宅設備機器 0896-77-4376 四国中央市 土居町上野1690番地1

154 株式会社中山設備 55-4134 西条市 喜多川610番地2

156 株式会社長井商会 0898-32-2929 今治市 常盤町四丁目7番地8号

165 有限会社松山水道工業所 089-943-0643 松山市 和泉北二丁目5番27号

166 織田設備株式会社 087-841-5310 高松市 新田町甲469番地6

168 亀川設備工業株式会社 0898-64-5880 西条市 高田493番地3

170 有限会社和泉水道工業所 089-945-1275 松山市 竹原四丁目9番13号

171 有限会社加地建設 0896-74-7115 四国中央市 土居町北野81－4

172 株式会社リビング武田 0898-23-01４8 今治市 常盤町一丁目4番地の1

174 光設備 089-957-3506 松山市 北久米町1148－1

175 兵頭水道株式会社 089-947-0571 松山市 福音寺町564番地7

176 有限会社河原設備 089-924-4670 松山市 木屋町2丁目4－7

177 こまつ設備 089-978-4846 松山市 馬木町2037番地5

178 株式会社大西水道商会 0898-53-2271 今治市 大西町脇甲856番地

180 新崎住宅設備株式会社 089-957-5413 松山市 井門町81番地5

181 有限会社土居設備 089-956-5237 松山市 森松町461番地33

182 有限会社八倉水道工業所 089-945-8484 松山市 立花町6丁目4－23

183 株式会社ニコー住宅設備 0898-68-7667 西条市 丹原町今井525番地6

184 愛媛水道メンテナンス 0120-93-1152 松山市 南久米町971‐5　パラドール南久米102

185 有限会社三和冷熱 0898-22-3011 今治市 黄金町三丁目2番地4

187 株式会社戒田商事 089-956-2295 松山市 井門町190番地1

189 (資)矢野金物店 089-324-3043 大洲市 中村542番地1

190 株式会社イースマイル 06-7739-2525 大阪市 中央区瓦屋町三丁目7－3　イースマイルビル

194 髙山産業株式会社
 086-223-3181

（新居浜）45-3600
岡山市 北区清輝橋一丁目8番21号

195 東予住宅設備有限会社 0898-64-3266 西条市 北条1252番地8

196 漏水メンテ 050-3797-2608 西条市 飯岡2172番地4

198 東予タカラ住設 0898-68-4230 西条市 丹原町長野1695番地

199 白石木材商工株式会社 55-4450 西条市 喜多川209番地1

202 新山水道工業有限会社 089-971-8063 松山市 保免中1丁目2番8号

204 株式会社タクボ設備 0898-31-0227 今治市 立花町三丁目3番18号

207 有限会社テラモト 089-926-7550 松山市 安城寺町132番地4

208 有限会社松尾設備 0897-57-7433 西条市 氷見丙952番地

209 株式会社みずき 089-908-7320 松山市 井門町684番地4
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211 三菱電機システムサービス株式会社 03-5431-7750 東京都 世田谷区太子堂4丁目1番1号

213 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 03-6583-3300 東京都 港区海岸3丁目20番20号　ﾖｺｿｰﾚｲﾝﾎﾞｰﾀﾜｰ

214 株式会社アクアライン 082-502-6644 広島県 広島市中区上八丁堀8番8号ウエノヤビル６Ｆ

216 浅海設備工業株式会社 0898-23-7613 今治市 黄金町5丁目1-5

217 株式会社ライフラインサービス 088-855-4191 高知市 高須東町1番25号

218 株式会社MIZU SAPO 082-522-8080 広島市 中区鶴見町8番57号（４階）

219 コースイ設備工業 089-972-3588 松山市 土居田町726-3

220 株式会社エコ・プラザ 089-989-6291 松山市 安城寺町458番地3

221 みやまリビング株式会社 089-952-0380 松山市 三津2丁目3-11

227 有限会社山本金物建材 089-992-0353 松山市 柳原395番地

230 共働設備工業株式会社 0898-52-7081 今治市 徳重287番地1

237 株式会社ムラカミサービス 0897-86-2358 今治市 宮窪町宮窪4746番地

238 株式会社ヒロ配管設備 089-968-1461 松山市 水泥町718番地４

239 株式会社暁設備 089-948-4423 松山市 安城寺町278-4

244 戸田設備 0898-72-4485 西条市 小松町安井甲193番地2

246 有限会社水成工業 0898-23-7139 今治市 阿方甲489番地4

247 株式会社ニッシン設備 089-907-2531 松山市 北井門二丁目14番7号

248 有限会社ショーキシーユーシステム 089-972-6360 松山市 針田町202番地18

249 野口工業株式会社 0897-47-8193 西条市 中野甲886番地7

250 株式会社シュウセイ電気 089-964-5705 東温市 樋口1226番地

251 株式会社山田設備 66-7521 西条市 福武甲1675番地

252 株式会社タナカ 089-916-9416 松山市 古川西３丁目13－5
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