
指定給水装置工事事業者一覧

2022年(令和4年)1月7日 現在神戸市
事業者名 所在地 電話番号

㈱R・Planning 神戸市中央区相生町4丁目2-13 078-367-6785

アイオイ設備工業㈱ 神戸市垂水区下畑町字清玄作山550-50 078-754-2715

㈱アクアライン 神戸市灘区記田町3丁目3-1 201 078-777-6054

㈲アクエス 神戸市西区小山1丁目8-12 078-920-1789

㈱アクセス神戸営業所 神戸市中央区国香通7丁目1-3 国香ビル 078-271-2125

㈱アクロテック 神戸市長田区海運町5丁目1-9 078-646-9050

芦田工業㈱ 神戸市灘区水道筋5丁目2-5 078-861-1212

㈲アトムエンジニアリング 神戸市灘区下河原通2丁目1-1 078-861-3218

安部電気工事㈱ 神戸市西区伊川谷町布施畑833-1 078-974-7400

有元温調㈱ 神戸市垂水区舞子坂1丁目10-36 078-783-2525

㈱安藤設備 神戸市西区水谷2丁目2-15 078-766-2436

池水工業㈱ 神戸市長田区蓮宮通3丁目1-3 078-611-1522

㈱池本設備工業 神戸市北区南五葉6丁目10-28 078-593-0782

㈱イツミ設備 神戸市中央区国香通6丁目2-9 078-261-8979

伊藤忠エネクスホームライフ関西㈱神戸
支店

神戸市西区玉津町田中567 078-927-7007

㈲入江設備 神戸市西区竜が岡1丁目6-5 078-967-1522

岩本住設 神戸市須磨区大田町5丁目3-10 078-733-2855

㈲植戸電気 神戸市北区緑町7丁目1-24 078-581-1304

㈱ヴェルデ 神戸市中央区生田町2丁目1-2 078-414-8490

㈱Ｈ・Ｍ・Ｊ 神戸市西区南別府4丁目204-1 D-102 078-978-1262

AI（エーアイ） 神戸市北区広陵町6-58-2 078-583-5987

Ｍ．Ｈ　Ｐｌａｎ 神戸市北区山田町下谷上字西畑2-1 サ
ンリットⅡ-105号

078-958-5504

㈲エムテック 神戸市西区伊川谷町前開1423-1 078-974-3213

オオウチ 神戸市西区伊川谷町有瀬950-24 078-976-8920

大川工業 神戸市垂水区西舞子7丁目32-16 078-784-6291



事業者名 所在地 電話番号

㈱大智設備 神戸市長田区長田町3丁目2-12 
BLD.UEYMA3F

078-797-5443

㈱オーラテクノ 神戸市兵庫区大開通10丁目2-2 078-578-6767

岡本商事 神戸市須磨区衣掛町2-2-19 078-783-7844

オフィス幸和 神戸市西区春日台3丁目1番地5-402号 078-961-6364

カイドープランニング 神戸市長田区駒ケ林町1丁目16番12号 
ビタフェリスふじ101号

078-585-8636

カケイ設備 神戸市垂水区清水が丘3-6-14 サンシャ
インヒルズB-101

078-223-3481

加地設備機器㈱ 神戸市須磨区戸政町1丁目1-30 078-733-1662

㈱霞工業 神戸市垂水区本多聞2丁目33-11 078-787-3030

葛原設備工業 神戸市長田区長者町12-12 078-612-7833

㈱神定工業所 神戸市兵庫区水木通3丁目4-11 078-521-1197

香山建設㈱ 神戸市須磨区妙法寺字石仏谷1160-9 078-742-3440

㈱カルスードサービス 神戸市垂水区塩屋町3丁目9番2号 078-777-6817

環境保全事業協同組合 神戸市中央区脇浜町3丁目7-14 ＬＩＮＺビ
ル4Ｆ

078-221-5465

関西タクト㈱ 神戸市西区大津和2丁目5-1 078-995-9226

㈲関西富士テック 神戸市北区山田町藍那清水谷1-5 078-594-3616

北神戸ビルメンテナンス㈲ 神戸市西区今寺3-18 アリスシティ１Ｆ 078-974-1050

㈱木村設備工業 神戸市西区押部谷町押部488 078-994-7352

近畿総合設備㈱ 神戸市北区八多町吉尾318-1 078-907-5501

近畿特殊整機㈱ 神戸市西区大津和3丁目5-2 078-976-6741

㈱クイックソリューション 神戸市西区上新地1丁目1番1号 安福ビ
ル202号

078-940-6323

㈲陸商会 神戸市垂水区霞ヶ丘7丁目9-1 078-709-5691

邦設備工業㈱ 神戸市西区伊川谷町有瀬663-13 078-974-7155

景設備 神戸市西区押部谷町福住628-526 078-945-6020

㈱ケイプラマー 神戸市長田区駒ヶ林6丁目6-11 078-201-6687

㈱建築工房ＺＥＲＯ 神戸市垂水区陸ノ町2-28 078-224-5366

㈱甲栄設備工業 神戸市北区幸陽町3丁目23-11 078-582-4088

高神設備 神戸市垂水区舞多聞西4丁目5-13 078-754-5767



事業者名 所在地 電話番号

合同会社コウセイ 神戸市西区樫野台1丁目9-6 078-969-5353

神戸洗管工業㈱ 神戸市兵庫区下沢通8丁目1-22 078-577-5757

神戸メンテナンス 神戸市西区月が丘3丁目1-1 078-778-6787

㈱光洋機器 神戸市兵庫区駅南通1丁目2-27 078-671-3711

㈲弘洋工業 神戸市須磨区白川台5丁目7-3 703号 078-795-5253

小島商会 神戸市西区竜が岡4丁目18-6 078-967-3685

小谷設備工業㈱ 神戸市北区鈴蘭台南町7丁目13-1 078-591-1715

㈱小林設備 神戸市北区小倉台3丁目3-18 078-583-6355

さかえ水道 神戸市須磨区妙法寺字円満林2-63 078-741-4211

㈱サニー 神戸市東灘区本山南町6丁目5-15 078-413-0321

三神工業㈱ 神戸市中央区磯辺通2丁目1-11 078-231-1234

㈱シィメス 神戸市西区森友4丁目30 078-928-7887

シバノ設備㈱ 神戸市長田区蓮宮通2丁目10-5 078-631-2812

㈱清水設備 神戸市灘区友田町3丁目3-1 078-822-3333

首藤設備㈱ 神戸市西区上新地1丁目16-13 078-967-7610

新幸設備工業 神戸市須磨区友が丘5丁目5-192 E-301 078-792-4927

新住設㈱ 神戸市東灘区住吉南町2丁目10-17 078-811-7751

シンセイ㈱ 神戸市北区有野町唐櫃3256-1 078-987-0150

㈱水設 神戸市西区長畑町16-6 078-925-5991

杉岡設備 神戸市西区宮下3丁目22-19 078-927-9137

㈱スズキ商会 神戸市北区有野中町2丁目17-28 078-928-1661

㈱ダイヤ工業 神戸市西区福吉台2丁目25-20 078-967-0413

㈱ダイユウ設備 神戸市西区玉津町居住96-7 078-922-8218

田岡企業㈱ 神戸市西区伊川谷町潤和1724 078-974-1666

髙岡水設 神戸市垂水区青山台1丁目6-3 078-752-7714

㈱高月工業所 神戸市西区池上2丁目26-5 078-974-2250

高山設備工業所 神戸市須磨区白川堂ノ東502-3 078-201-6007



事業者名 所在地 電話番号

竹内建設工業㈱ 神戸市西区長畑町9-14 078-925-1416

谷口設備 神戸市垂水区名谷町丸尾595-102 090-1157-1367

㈱タルキ 神戸市長田区長田町2丁目1-8 078-691-5856

丹生工業㈱ 神戸市兵庫区荒田町2丁目15-17 078-521-2686

㈱司設備設計 神戸市西区王塚台5丁目90-3 078-928-5044

㈱ツボサカ 神戸市西区福吉台2丁目25-17 078-967-2122

㈱トータル 神戸市灘区灘南通1丁目3-23 078-805-0188

㈱トムコ 神戸市兵庫区西多聞通1丁目1-7 078-575-1543

中村冷熱工業㈱ 神戸市垂水区海岸通1-20 078-709-5788

ならはら住宅設備 神戸市垂水区西舞子3丁目2-14 078-785-9778

㈱西尾設備 神戸市西区大津和1丁目1-13 078-945-5199

西田風呂住設 神戸市西区平野町下村329-1 078-961-0067

西林設備 神戸市垂水区本多聞4丁目3-215-504 078-784-9232

日新工業㈱ 神戸市西区玉津町居住198 078-928-0181

㈱ｎｏａ．Ｌｉｆｅ 神戸市西区北別府4丁目2092-3 4号室 078-955-4800

㈲原田設備 神戸市兵庫区佐比江町13-5 078-381-5972

㈱阪神水道衛生社 神戸市中央区大日通4丁目2-6 078-221-0265

阪神水道工業㈱ 神戸市西区押部谷町栄368 078-994-5052

㈱兵水設備 神戸市垂水区本多聞1丁目2-18 078-782-1122

廣建 神戸市垂水区本多聞3丁目9-27 078-784-5856

㈱福田商店 神戸市須磨区戎町3丁目1-22 078-732-3601

福乃屋住設 神戸市北区鈴蘭台東町6丁目3-2 078-595-1137

㈱福本工業 神戸市西区月が丘5丁目19-3 078-962-5038

藤本設備㈱ 神戸市西区秋葉台1丁目１-6 078-994-1131

㈱古田水道工務店 神戸市兵庫区湊町2丁目4-15 078-575-2168

㈱平成設備 神戸市中央区海岸通6-506 078-515-6787

㈱ホクサン須磨 神戸市長田区御屋敷通5丁目5-13 078-611-1381



事業者名 所在地 電話番号

㈱本庄商会 神戸市東灘区住吉宮町7丁目4-1 078-851-4291

㈱本城水道工業所 神戸市兵庫区中道通2丁目1-16 078-575-5524

前田設備 神戸市西区上新地2丁目4-1 078-967-6938

㈲松岡組 神戸市西区櫨谷町寺谷1242-693 078-997-1422

㈱松田管工業 神戸市北区有野台6丁目6-1 078-982-7777

円山設備 神戸市垂水区東垂水町2丁目24-9 078-751-1946

㈱美紀住設 神戸市西区平野町芝崎314 078-961-3212

溝端設備 神戸市西区二ツ屋2丁目10-7 078-928-5677

㈱三ツ矢設備工業所 神戸市須磨区多井畑東町19番6 078-795-1411

㈲三優貴設備 神戸市兵庫区夢野町2丁目130 078-511-1701

㈲村田水道 神戸市西区玉津町今津475 078-912-0089

㈲森岡設備 神戸市長田区鶯町1丁目2-36 078-631-8501

㈲モンドクリエート 神戸市須磨区板宿町3丁目10-19 078-731-6004

㈱ヤマギ空調水道 神戸市須磨区大田町4丁目3-12 078-732-4313

㈱山口商会 神戸市中央区二宮町3丁目10-12 078-231-2361

㈱山崎興業 神戸市兵庫区七宮町1丁目2-3 078-681-0881

㈱ヤマダ設備設計 神戸市灘区六甲町4丁目7-26 078-802-3816

㈲山手商会 神戸市長田区丸山町1丁目1-18 078-611-6578

㈱ヤマト 神戸市西区玉津町西河原29-1 078-914-1790

ヤマヒ㈱ 神戸市西区押部谷町高和302番地 078-766-1641

山本設備㈱ 神戸市西区伊川谷町前開1917-28 078-962-4205

㈱ユーサーブ 神戸市西区福吉台2丁目25-17 078-967-5959

㈱Ｕ－ＴＥＣＨ 神戸市北区有野町有野1253-1 078-600-2977

横山設備 神戸市垂水区神陵台5丁目6-26 078-955-4732

吉岡設備 神戸市北区星和台7丁目7-2 078-594-2664

ヨネノ設備 神戸市北区鈴蘭台西町4丁目6-11 078-593-3267

㈱頼安設備 神戸市兵庫区水木通6丁目5-17 078-574-1908



事業者名 所在地 電話番号

㈱ライクス関西営業所 神戸市灘区新在家南町5丁目8-4 078-801-2460

㈱リーベグ 神戸市灘区灘南通3丁目2-16 050-6860-5240

㈲ＹＭ設備 神戸市西区白水2丁目10-11 078-978-1236


