
東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

千代田区

㈱吉備水道商会 岩本町二丁目２番７号
千代田区、中央区、台東区、文京
区

03-3866-3424 8:30～17:00 9:00～15:00 日、祝、夏期、年末年始

三井設備㈱ 内神田一丁目１７番５号 東京２３区、多摩地域 03-3295-1801 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱アクアアールアンドビー 内神田三丁目２１番５号 東京２３区 070-5545-8358 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱大五商会
神田佐久間町三丁目３３番地古田
土ビル３階

千代田区、中央区、台東区 03-3866-4348 8:00～17:00 8:00～17:00
年末年始（受付業務は土日祝
不可）

㈱富士管工 神田佐久間町三丁目３７番３号 東京２３区 03-3251-3381 9:00～20:00 9:00～22:00 定休日なし

㈱ピアレス
神田佐久間町三丁目３７番地佐久
間三丁目ビル

東京　東部中部地区 03-3861-0810 7:30～19:00 7:30～20:00 日、祝、夏期、年末年始

斉藤管工事㈱ 外神田二丁目５番３号 東京２３区 03-3251-1344 9:00～17:00 9:00～16:00 日、祝、夏期、年末年始

斎久工業㈱
丸の内二丁目５番２号三菱ビル４
階

東京２３区、多摩地域 03-6635-5319 8:45～17:30 9:00～17:00 土、日、祝、年末年始

中央区

三工水道工事㈱ 銀座八丁目１０番３号 中央区、千代田区 03-3571-3339 8:30～18:00 9:00～18:00 日、祝、年末年始

金剛建設㈱ 日本橋茅場町三丁目１２番６号 東京２３区 03-3661-8511 8:40～17:30 8:40～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱スイファ中央 日本橋人形町二丁目１５番７号 東京２３区 03-3639-0308 8:00～22:00 8:00～22:00 定休日なし

㈲中央水道工業 日本橋浜町二丁目４９番８号 中央区、千代田区、江東区 090-9104-5265 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

Ｙ．Ｋ．ＰＬＡＮＮＩＮＧ
日本橋浜町三丁目３番１号　６０
６

千代田区、中央区、江東区 090-8040-6370 9:30～18:30 11:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

九州管工㈱ 八丁堀三丁目１２番５号 中央区、千代田区、港区 03-3552-0491 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱小林設備工業所 湊三丁目１２番１２号 東京２３区 03-3551-8606 090-8115-8430 8:30～18:00 8:30～18:00
日、夏期、年末年始（土、祝
は休業の場合あり）

港区

㈱暁星 芝三丁目２６番８号 東京２３区 03-3451-9587 9:00～17:00 9:00～20:00 日、祝

綱島エンジニアリング㈱ 白金五丁目２番８号 東京２３区 03-3446-4621 090-2320-9498 9:00～19:00 8:00～20:00 日、年始

㈲永井設備 白金台四丁目１１番５号 港区 090-3230-2013 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱武井工務店 新橋五丁目３３番２号 千代田区、中央区、港区、品川区 03-3437-0392 9:00～18:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

北成設備工業㈱ 西麻布二丁目５番１号 港区 03-3409-2781 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱スイファ 三田五丁目１０番３号 東京２３区 0120-194-992 8:00～22:00 8:00～22:00 定休日なし

㈲六本木水道 六本木七丁目３番２号
港区、渋谷区、中央区、千代田
区、新宿区、目黒区

03-3403-5600 8:30～20:00 8:30～20:00 年末年始

新宿区

㈱水道百拾番 北新宿四丁目２１番６号 東京２３区、多摩地域 03-3366-0050 6:00～24:00 6:00～24:00 定休日なし

㈱ジャパンリフォーム 新宿一丁目１７番３号 新宿区、中野区、杉並区、港区 03-3358-5666 9:00～17:30 9:00～18:00
土（午後）、日、祝、夏期、
年末年始

㈲新宿水道 新宿二丁目１３番３号
新宿区、渋谷区、港区、千代田
区、文京区、中野区、豊島区

03-5367-4423 8:30～20:00 8:30～20:00 年末年始

㈱クリア 高田馬場三丁目３番１号　４Ｂ 東京都 03-3368-3388 0:00～24:00 0:00～24:00
日、祝、夏期、年末年始
（土、日の現場対応可）
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在
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㈱昭和ビルサービス
西新宿四丁目３１番３号　永谷リ
ヴュール１１１５号

東京２３区 03-3377-6260 090-3342-3511 0:00～24:00 0:00～24:00 日、祝

大府設備工業㈱ 若葉三丁目１番地 東京２３区 090-3208-8812 8:00～18:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

(資)村山兄弟商会 早稲田鶴巻町３９１番地 新宿区 03-3268-2419 090-3475-6544 9:30～16:00 9:30～16:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱田中工業所 早稲田鶴巻町５２７番地 新宿区、文京区の一部 03-3202-1377 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

文京区

髙田工業㈱ 大塚五丁目１番１７号 文京区内及び隣接地域 03-3947-2521 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、年末年始

音羽水道工業㈱ 音羽二丁目６番１１号 文京区 090-8962-2254 9:30～17:00 9:30～17:00 水、日、祝、夏期、年末年始

池田工業所 千石二丁目７番５号 文京区、豊島区、板橋区、北区 03-3943-5822 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱水友設備 千駄木一丁目２２番３３号
文京区、荒川区、千代田区、台東
区、北区、豊島区

03-3828-9131 8:30～20:00 8:30～20:00 年末年始

小泉工業㈱ 白山二丁目１９番３号 文京区、台東区、豊島区 03-3815-5001 090-3227-3155 8:00～19:00 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱三共設備工業 本駒込一丁目１０番３号 文京区 03-3946-1736 8:30～17:30 8:30～17:00
隔週土、日、祝、夏期、年末
年始

松嶋建設工業㈱ 本郷四丁目３５番１４号 文京区及び近隣地区 03-3811-6699 090-3238-2467 8:00～18:00 9:00～17:00 日、年末年始

エコル㈱ 湯島二丁目１０番１０号
文京区、中央区、千代田区、台東
区

03-5800-2766 8:00～18:00 8:00～17:00 土、日、祝、年末年始

台東区

㈱武井設備
浅草橋五丁目２番３号柳北ビル６
階

東京都内一円（２３区） 090-3105-1311 8:30～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始
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㈲梅澤工業所 入谷一丁目２８番５号
台東区、文京区、荒川区、足立区
など

03-3873-6780 8:30～16:30 9:00～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱ヒトシ設備工業 蔵前三丁目１０番５号
台東区、文京区、墨田区、江東
区、中央区、千代田区、荒川区

03-3864-3421 8:30～20:00 8:30～20:00 年末年始

阿部水道工業㈱ 千束一丁目１８番３号 台東区、墨田区、荒川区 03-3872-8722 090-8102-4842 8:00～18:00 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱石川設備 東上野六丁目２３番５号
東京２３区、多摩市、府中市、調
布市、三鷹市、国立市、国分寺市

090-2153-0653 090-6510-8998 8:00～17:00 6:30～19:30 日、夏期、年末年始

厚海設備工業㈱ 東上野六丁目２８番２号
台東区、文京区、墨田区、中央
区、荒川区、北区

03-3841-2831 9:00～17:00 9:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲椚瀬工業所 松が谷二丁目１０番５号
台東、荒川、北、文京、千代田、
中央、墨田、江東、江戸川、葛
飾、足立、新宿

03-3844-4563 8:30～17:30 8:30～17:30 日、夏期、年末年始

㈱川上設備 松が谷三丁目３番１６号 台東区 03-3842-5661 090-4067-4464 7:30～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

墨田区

中村水道設備㈱ 押上一丁目２５番６号
墨田区、江東区、足立区、江戸川
区、台東区他

03-3625-4028 8:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲横田工務店 千歳三丁目５番３号
墨田区、江東区、千代田区、中央
区、文京区、台東区、港区、荒川
区

03-3631-8976 8:00～17:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲アクア設備 堤通一丁目１２番５号
墨田区、江戸川区、江東区、葛飾
区、足立区、北区、荒川区

03-3618-0371 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

㈱水道サポートセンター 業平二丁目１３番８号１Ｆ 東京２３区 03-5935-7712 8:00～20:00 8:00～18:00 無休

㈱平設備 東駒形二丁目２番８号 墨田区 03-3624-0650 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

福田設備工業㈱
本所一丁目１２番６号ＴＳビル１
階

墨田区 03-3622-8757 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱ＢＯＮＤＳ　ＦＡＣＴＯＲ
Ｙ

本所三丁目１２番５－４０１号 東京２３区 03-6658-8113 03-5808-9842 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

大迫工業㈱ 横川四丁目１２番５号 目黒区、港区、渋谷区 03-3791-3969 9:00～17:00 9:00～17:00 水、夏期、ＧＷ、年末年始

江東区

岩井設備㈱ 大島二丁目１１番５号 江東区 090-2338-4205 9:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、年末年始

㈱三研企画
大島六丁目１番　六丁目団地５号
棟１０６

江東区、墨田区、江戸川区 03-3636-4100 9:00～17:30 8:30～17:30 日、祝

㈱林設備工業 大島七丁目３７番２１号
江東区、墨田区、江戸川区、中央
区、荒川区、台東区

03-5630-6506 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲インパクト 亀戸三丁目６番２１号
江東区、江戸川区、墨田区、荒川
区、足立区、葛飾区、北区

03-5303-9412 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

丸澤設備 亀戸七丁目６５番２３号 東京２３区 090-3817-4625 8:30～18:30 8:30～18:30 無休

㈲東豊水道 猿江一丁目１９番８号 墨田区、江東区 03-3633-7361 080-1050-8531 8:00～18:00 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱星野設備 東陽三丁目１７番９号 江東区、墨田区、江戸川区 03-3646-5921 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱富士ライフサービス 東陽三丁目２７番６号 東京２３区 03-5606-0381 8:30～17:30 9:00～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱サイトウ・管工 東砂六丁目１７番１４号
江東区、墨田区、江戸川区、台東
区

090-4523-9607 7:00～19:00 8:00～19:00 年末年始

カスヤ設備 古石場一丁目１２番３号　４１４ 東京２３区、多摩地域 03-5620-5534 9:00～18:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲ケー・スリー 南砂四丁目１８番１３号
江東区、墨田区、中央区、江戸川
区、台東区

080-7242-8682 080-1153-6891 8:00～17:00 8:00～17:00 日、年末年始

品川区

㈱野田工業所 荏原四丁目１４番１３号 品川区、目黒区南部 03-3783-1616 8:30～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在
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㈱オオサキ 荏原五丁目１４番１８号

品川区、目黒区、大田区、港区
（白金、白金台、高輪、三田）、
渋谷区（恵比寿、恵比寿南、恵比
寿西、広尾）

0120-79-4649 03-5498-1141 8:30～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

小林設備工業㈱ 大崎三丁目１番８号 品川区 03-3491-9230 8:00～19:00 9:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱髙橋設備 大崎四丁目３番１号
品川区、大田区、目黒区、港区、
渋谷区、中央区、千代田区、新宿
区、世田谷区

090-8845-6276 7:00～20:00 0:00～24:00 日、夏期、年末年始

新星設備工業㈱ 戸越四丁目５番１８号 東京２３区 03-3781-9843 8:30～17:30 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲東研エンジニアリング 西大井六丁目１４番３号 品川区、大田区 090-4913-6309 9:00～17:00 9:00～22:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱セイワエンジニアリング 西品川三丁目２０番９号
世田谷区、渋谷区、目黒区、品川
区、大田区

03-6273-9217 9:00～17:00 9:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

大昭設備工業㈱ 旗の台四丁目１４番１１号
品川区、大田区、港区、目黒区、
世田谷区

03-3783-5871 0120-550-730 7:00～22:00 8:00～20:00 無休

㈱松本商会 東中延一丁目１番５号 東京２３区 090-8106-6220 7:30～20:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

城南設備工業㈱ 南大井一丁目６番５号
品川区、大田区、世田谷区、目黒
区、江東区、港区、中央区、千代
田区、杉並区

03-3768-1911 0:00～24:00 0:00～24:00 年末年始

㈱照建工務所 南大井三丁目２４番１号 品川区、大田区、港区 03-5764-5021 9:00～18:30 9:00～17:00
土（隔週）、日、祝、夏期、
年末年始

東海エンジニアリング㈱ 南大井四丁目３番１９号 大田区、品川区 090-5514-0494 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、年末年始

塩谷工業㈱ 南大井五丁目２３番１７号 品川区 03-3764-6116 8:00～17:00 8:00～17:00
第2、4土、日、祝、ＧＷ、夏
期、年末年始

㈲富田屋工業所 南品川二丁目１０番５号 東京２３区 03-3471-7994 8:30～20:00 8:30～20:30 日、祝、夏期、年末年始

豊工業㈱ 豊町一丁目６番９号 品川区 03-3785-8256 9:00～17:00 8:00～17:00 日、年末年始

㈱大真工業 豊町六丁目２７番１４号
品川区、大田区、目黒区、港区、
世田谷区

03-3785-2088 090-3104-0094 8:00～18:00 9:00～19:00 日、祝。夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

目黒区

㈱生活浄化人 自由が丘営業
所

自由が丘一丁目２５番５号 目黒区、世田谷区 090-6115-1428 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲加藤工業所 鷹番三丁目４番１５号 東京２３区、多摩地域 090-4722-1710 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

岡田水工㈱ 原町一丁目１６番８号 目黒区 03-3716-0306 8:00～17:00 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲東山工業 東山一丁目３０番１４号 目黒区全域、世田谷、渋谷地域 03-3719-4375 9:00～12:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ＯＮＥ
目黒三丁目１１番８号　第２ヴィ
ラ・カーム３０４

目黒区、品川、港区 03-5768-0017 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲島津商会 目黒四丁目２６番１５号 目黒区、品川区 090-4367-8180 9:00～17:30 8:30～19:00 日、祝、年末年始

㈱西本設備工業所 目黒本町四丁目１１番１３号 東京２３区、多摩地域 03-3711-4025 090-8647-4440 8:00～18:30 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

アイリス・ワークス 目黒本町六丁目１２番２０号
目黒区、品川区、大田区（一
部）、世田谷区（一部）

03-3792-1959 8:30～17:30 8:30～19:00 日、祝、年末年始

大田区

㈲船戸工業所 池上五丁目２８番１号１０２
大田区、品川区、世田谷区、目黒
区

03-3754-0427 8:00～19:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲アクアス・コダマ
池上六丁目１２番３号　岡田ビル
１Ｆ

大田区、品川区、港区、世田谷区 090-3210-7529 10:00～17:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲丸橋設備工業 池上六丁目９番２号 大田区 03-5700-3311 8:00～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱生活水道センター 池上八丁目５番２号 東京２３区、多摩地域 03-6746-1825 8:00～20:00 8:00～20:00 定休日なし

㈱オーケー管理 池上八丁目５番２号 東京２３区、多摩地域 03-6746-1813 0120-215-545 8:00～20:00 8:00～20:00 定休日なし
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

ワールドワイドスプリング㈱ 石川町二丁目２４番６号 大田区、目黒区 090-3347-9568 9:00～18:00 9:00～20:00 日、年末年始

寺島工業所 鵜の木二丁目３４番１４号 大田区 03-3750-4589 8:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱トライ・テック
大森北一丁目１番５号ＹＫ―１６
ビル４０６

東京２３区 03-6404-3531 8:30～17:30 8:30～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

久保吉設備 大森西二丁目１８番６号 東京２３区 090-3532-2405 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲永野工業所 大森東二丁目３０番１８号 大田区 03-3761-1063 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲林設備工業所 大森東三丁目１５番１１号 大田区、品川区 03-3766-7755 9:00～17:00 8:30～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱トラブルパッキン
大森南三丁目１６番１１‐１０１
号

東京２３区 0120-24-8850 0:00～24:00 0:00～24:00 夏期、年末年始

信越空調㈱　東京支店 蒲田本町一丁目１３番３号
千代田区、大田区、品川区、中央
区、港区

03-3735-5254 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱イースマイル 東京本社
上池台三丁目４４番９号イースマ
イル東京ビル

東京都全域 0120-123-456 0:00～24:00 0:00～24:00 なし

㈱明石設備工業 北糀谷一丁目２３番１７号 東京２３区 090-1766-8507 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲新倉工業所 下丸子二丁目１４番１７号 大田区 03-3750-0050 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

ミズノ工業㈱ 多摩川一丁目２６番１０号 大田区 080-1114-8547 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、夏期、年末年始

㈱ユニコン 中央三丁目２１番７号 東京２３区 03-3778-1241 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱井戸春商会 中央六丁目２７番３号 大田区 03-3753-5231 9:00～17:00 9:00～17:00
土（午後）、日、祝、夏期、
年末年始

明恵工業
中央七丁目５番１６号森アパート
１０２

大田区 03-3753-8439 9:00～18:00 9:30～16:00 土、日、祝、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

沼館工業所
田園調布本町４１番４号山田ア
パート２号

目黒区、大田区、世田谷区 090-3064-0224 9:00～17:30 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

池谷工業 中馬込一丁目９番９号 大田区、品川区近郊 03-3772-9201 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱木村工業 中馬込三丁目８番３号 大田区、品川区 03-3778-9211 8:30～17:30 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲ユイメンテナンス 中馬込三丁目１８番１１号
東京23区（23区外でも場合により
応じます）

03-3777-6929 090-8510-7740 8:30～17:00 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱興伸商会 仲六郷三丁目２６番９号 大田区近辺 03-3731-6495 8:00～18:00 8:00～18:00
第２土、日、祝、夏期、年末
年始

中央電気㈱ 仲六郷四丁目２３番８号 大田区 03-3736-6131 9:00～17:00 10:00～16:00 土、日、祝、夏期、年末年始

近藤テクア㈱ 西蒲田一丁目１番２０号
大田区、大田区に隣接する世田谷
区、品川区、目黒区

090-3216-8466 03-3753-2311 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、年末年始

㈱勝工業所 西蒲田六丁目２０番１号 大田区、世田谷区 03-3733-0271 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲三和総合設備 西糀谷三丁目４４番３号　３０３ 東京２３区 090-3049-0056 8:00～20:00 9:00～18:00 無休

㈲ホヅミ工業所 西六郷二丁目３７番１８号 大田区 03-3731-0997 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

湯沢工業㈱ 東矢口一丁目１３番１９号 大田区 03-3733-3551 9:00～17:00 9:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

秦設備工業㈱ 東矢口三丁目２９番３号 東京２３区 03-3730-9161 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、夏期、年末年始

木下設備㈱ 南馬込五丁目２７番８号 大田区、品川区 03-3771-5174 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

日本装芸㈱ 矢口一丁目４番１０号 大田区、品川区、世田谷区 03-3756-5465 8:45～17:30 8:45～17:30 土、日、祝、年末年始

世田谷区
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈲城南設備サービス 宇奈根一丁目１５番１７号
世田谷区、目黒区、杉並区、品川
区

03-3700-8776 8:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱コーエープランビング 梅丘一丁目５番５号 世田谷近区 03-3420-2022 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

石村水道設備 岡本一丁目３８番１４－２０５号 東京２３区、多摩地域 0120-949-395 090-1542-2690 8:30～20:00 9:00～20:00 無休

高鳥設備㈱ 奥沢二丁目１０番１０号 世田谷区、大田区、目黒区 03-3717-8841 8:00～18:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

日立設備工業㈱ 奥沢四丁目２８番３号 世田谷区及び近隣区 03-3726-2161 9:00～17:00 9:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

ＳＧＫ管工（同）
奥沢五丁目１番１１号メゾンド
ジョワ２０２

東京２３区 0120-13-0704 7:30～18:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

水道サービス・２４ 奥沢八丁目３２番９号３０４ 東京２３区 03-3702-9617 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

アキラ産業㈱ 粕谷四丁目１２番３号 東京２３区 03-3308-2221 9:00～18:00 9:00～18:00 定休日なし

㈱朝日リフォームセンター 上北沢一丁目３０番１号
新宿区、渋谷区、世田谷区、杉並
区（一部）、目黒区（一部）

03-3304-3776 0120-167-450 8:00～17:30 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲芳川設備 上祖師谷六丁目２４番２３号 事務所より半径で４㎞位 03-3300-9003 8:30～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱エガワ 北沢三丁目２９番１２号 世田谷区 03-3469-3311 9:00～19:00 9:00～17:30 日、祝、年末年始

大立工業㈱ 北沢四丁目１６番１３号 世田谷区、渋谷区、目黒区 03-3460-1611 8:30～17:30 8:30～17:30
第２、４土、日、祝、夏期、
年末年始

ベムコ㈱ 北沢五丁目２３番１８号 都内、都下 03-3466-2001 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、年末年始

㈲佐久間設備 喜多見四丁目３１番３号
世田谷区、目黒区、渋谷区、狛江
市、杉並区

03-6382-7577 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲木村上下水道 喜多見七丁目７番３号 東京２３区、多摩地域 090-5501-1567 8:00～18:00 9:00～19:00 土、日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱アンセイ 駒沢一丁目４番１５号 東京２３区、多摩地域 0120-80-3535 8:00～23:00 8:00～23:00 無休

渡辺工業 駒沢三丁目１番１５号３０８ 東京２３区 090-7792-0916 8:00～17:00 8:30～17:00 日、祝、年末年始

㈱共同サービス 駒沢三丁目４番１０号 東京２３区 03-3410-6000 8:00～翌8:00 8:00～翌7:00 無休

㈱大石工業 桜上水二丁目６番４号 東京２３区 03-3304-8231 8:00～17:30 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲小島工業所 祖師谷三丁目４番８号 世田谷区、杉並区 090-3913-4235 03-3483-0453 8:00～17:30 8:30～16:30 日、祝、夏期、年末年始

三和設備㈱ 代田五丁目３０番６号
世田谷区、杉並区（一部）、目黒
区（一部）、渋谷区（一部）

03-3413-1041 8:30～17:30 8:30～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈲多気設備工業 弦巻二丁目９番１２号
世田谷区、目黒区、杉並区、渋谷
区

03-3429-8186 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲ミギタ工業 弦巻五丁目１５番２号 世田谷区 03-3425-0818 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、夏期、年末年始

㈱野沢設備 野沢二丁目５番１０号
世田谷区（野沢1～4丁目、下馬3・
6丁目、上馬1～4丁目）

03-3412-7659 9:00～17:00 9:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

クボタ工業㈲ 八幡山二丁目５番１４号
東京２３区西部（世田谷、杉並、
目黒、大田、渋谷）

03-5317-5288 8:30～18:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

松野工業㈱ 東玉川二丁目３９番３号 世田谷区、目黒区、大田区 03-3727-9617 9:00～18:00 9:00～18:00
不定休、夏期（９月または１
０月）

㈲有賀工業所 松原四丁目３２番７号 世田谷区、杉並区 03-3321-8005 090-8310-9114 7:00～21:00 8:00～19:00 年末年始

中央冷熱工業㈱ 三宿一丁目４番４号 世田谷区（主に三宿周辺） 03-3413-3821 9:00～17:00 9:00～17:00
第２土、日、祝、夏期、年末
年始

福吉設備工業㈱ 南烏山四丁目４番１５号 世田谷区、渋谷区、杉並区 03-3326-5551 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲山丸設備工業 宮坂三丁目４４番６号
世田谷区、目黒区、杉並区、渋谷
区、中野区、練馬区、板橋区、新
宿区、品川区、大田区

03-3428-3330 9:00～17:15 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

青木屋設備 若林五丁目４０番１０号 世田谷区 03-3421-2671 8:00～18:00 9:00～21:00 日、年末年始

渋谷区

㈱青木設備工業 恵比寿西一丁目１８番６号 渋谷区、目黒区、世田谷区 03-3461-5814 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

日本建物保全㈱ 千駄ヶ谷二丁目３６番５号 渋谷区、新宿区、港区 03-3405-1451 9:00～17:00 8:30～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱並木工業所 幡ヶ谷一丁目８番６号 東京２３区、多摩地域 03-3376-1908 8:30～17:00 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱エヌ・ケー・ワークス 幡ヶ谷三丁目５２番４号
渋谷区、中野区、世田谷区、目黒
区、杉並区、新宿区

03-3377-7609 090-3527-4086 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲田中設備 東二丁目１２番１９号 東京２３区、多摩地域 090-3573-1169 8:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

畔柳管工㈱ 本町三丁目２０番１０号 東京２３区 03-3372-4547 090-3227-8371 8:30～17:30 8:30～17:30 日、夏期、年末年始

栄和設備㈱ 代々木二丁目３９番１１号 渋谷区、新宿区西新宿区域 03-3370-6457 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

中野区

㈱富士商会
新井四丁目１５番１６号　コート
ブラッサム

中野区、杉並区、新宿区、練馬
区、渋谷区、豊島区、文京区、目
黒区、板橋区

03-3387-3441 03-3386-5015 8:30～17:30 8:30～17:30
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

さかえ設備㈱ 新井五丁目２８番３号 中野、杉並、練馬区 03-3388-0396 8:00～17:00 8:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱神田設備 上鷺宮三丁目８番４２号-Ｃ号 中野区 03-5987-5830 9:00～18:00 9:00～18:00 年末年始

㈲ＮＡＫＡＭＡ　ＰＬＵＭＢ
ＩＮＧ

鷺宮五丁目１４番１３号 中野区 090-4707-3953 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

池田工業㈱ 中央二丁目５０番１４号 中野区、杉並区 03-3363-1304 9:00～16:00 9:00～16:00 土、日、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈲プラマーエンジニアリング
中央五丁目３８番１３号メゾン
ドール臼井Ｂ２０１

東京２３区、多摩地域 03-3383-0059 090-4090-1906 8:30～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲亀井設備 沼袋三丁目１６番４号 中野区 090-4711-7240 8:00～17:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

川崎設備工業㈱ 東中野四丁目３番２号 中野区、新宿区、渋谷区 03-3368-2626 7:30～18:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

小池工業㈱ 南台四丁目２３番４号 中野区、杉並区、渋谷区（一部） 03-3381-1260 9:00～17:00 10:30～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲南台設備 南台五丁目１４番８号 中野区、練馬区、杉並区 03-3380-4724 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱合田水道工業 大和町二丁目４９番１１号 中野区 03-3337-1175 9:00～18:00 8:00～18:30 祝、夏期、年末年始

㈱根岸設備工務店 弥生町二丁目２９番３号
中野区南部、渋谷区北部、杉並区
東部、西新宿周辺

03-3381-8974 8:00～18:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱渡設備 弥生町四丁目１番１５号
中野区、杉並区、渋谷区（近
隣）、世田谷区（近隣）

03-3381-3450 9:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

儀間工業 若宮二丁目２６番１６号
中野区、杉並区、練馬区、板橋
区、世田谷区

070-5021-8329 8:00～19:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

杉並区

マインカンプ 阿佐谷南三丁目４４番２０号 練馬区、杉並区、中野区 090-1456-7258 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲イオギテクア 井草二丁目４番１３号 杉並区、練馬区（南地域） 03-3390-3087 8:30～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

本橋設備工業㈱ 井草五丁目３番１号 杉並区 090-3699-7592 8:30～16:00 9:00～16:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱阿部設備 井草五丁目４番８号 杉並区 03-5357-9321 8:00～21:00 9:00～21:00 年末年始

㈱ネットワーク
井草五丁目１８番１３号　ＫＩビ
ル２階

杉並区、練馬区 03-3397-8880 9:00～23:00 9:00～22:00 年末年始

13/27



東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

東新エンジニアリング㈱ 和泉四丁目４８番１１号
杉並区、練馬区、板橋区、渋谷
区、世田谷区、池袋区、中野区

090-3235-3029 9:00～18:00 9:00～19:00 土、日、祝、夏期、年末年始

共立設備工業 梅里二丁目８番１２号 杉並区 090-8878-2186 8:30～17:30 9:00～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈲ダイサン住宅設備 上井草一丁目２２番１５号 杉並区 03-3396-6556 0120-092-013 9:00～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱大久保設備 上荻一丁目２４番１７号 杉並区 03-3392-8200 8:30～17:30 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲鎌田工業所 高円寺北三丁目４５番１２号 杉並区 03-3337-4940 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲小杉工業所 清水三丁目８番１１号 杉並区 090-2626-0560 8:30～18:00 8:00～18:00 日、年末年始

若林冷暖設備㈱ 下井草二丁目８番９号
杉並区、中野区、練馬区、新宿
区、世田谷区

03-3399-7942 090-8082-5477 9:00～17:00 9:00～16:00 日、年末年始

㈱ジャスト・ジャパン 下井草三丁目４１番６号 東京２３区、多摩地域 03-5303-5751 8:30～17:30 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈲藤江設備 下井草五丁目２２番１５号 杉並区、練馬区、中野区 03-3396-0129 090-3096-0331 8:00～20:00 8:00～18:00
日、夏期、年末年始（緊急時
は対応可）

㈲丸文設備工業 堀ノ内二丁目１８番３０号 杉並区 03-3311-3450 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲大明設備 堀ノ内二丁目２１番１３号
中野区、杉並区、練馬区、世田谷
区

090-6655-0536 8:30～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ファミリー水道設備 桃井三丁目１０番１号２１０ 杉並区、中野区、練馬区 03-3397-5566 8:30～21:00 9:00～18:00 年始

㈱ソメミヤ住宅機器 和田二丁目２１番６号
杉並区、渋谷区、中野区、練馬
区、世田谷区

03-3381-5583 8:30～18:00 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

豊島区

㈱ＮＯＭ　池袋支店
池袋二丁目５５番１２号　野村ビ
ル２０３号

東京２３区 03-5949-6767 10:00～18:00 10:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈲池袋水道 池袋三丁目５８番７号
豊島区、文京区、板橋区、新宿
区、北区、中野区

03-5950-5033 8:30～20:00 8:30～20:00 年末年始

㈲田中工業所 池袋本町四丁目３５番５号 豊島区及び近隣区 03-3971-8194 9:00～17:00 9:00～17:00
日、祝、夏期、年末年始（土
は休業の場合あり）

㈲長嶋工業所 雑司が谷一丁目１６番１４号 豊島区 03-3971-6018 8:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱斎藤工事店 高松一丁目７番１１号 豊島区、板橋区 03-3957-0482 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

ナカノエンジニアリング㈱ 高松二丁目１０番１６号
豊島区、板橋区、北区、練馬区、
新宿区、文京区

03-5966-4163 9:00～17:00 9:00～18:00 土、日、祝、年末年始

遠藤設備工業㈱ 高松三丁目４番１号 豊島区、板橋区、北区、練馬区 03-3955-0023 8:00～17:30 9:00～17:30 日、祝、夏期、年末年始

松本設備工業㈱ 千早二丁目２０番３号 豊島区 03-6909-5316 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ローヤルエンジニアリング 長崎一丁目１１番１９号 東京都２３区 03-3959-7431 080-4471-0335 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

月田工ム店 長崎四丁目３９番１４号
豊島区、練馬区、新宿区、中野区　
他周辺

03-3955-7821 9:00～19:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱協伸 西巣鴨一丁目２番２３号 都内近郊 03-3918-7551 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

光真工業
東池袋二丁目１１番２号ビラフラ
ンセ１５　２０１

東京２３区 03-6907-2027 8:00～24:00 8:00～24:00 日、年末年始

北区

㈱スイドウサービス　関東本
部

赤羽一丁目５２番１号 東京都内全域 0120-688-333 8:00～23:00 8:00～23:00 無休

㈲和伸工業 赤羽西六丁目３１番７号 北区 03-5948-0525 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲中山設備 浮間二丁目１番２９号 東京２３区 03-5392-8331 090-3226-8392 8:30～18:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱富士興産 北部営業所 浮間四丁目３１番２号 北区、足立区、板橋区、豊島区 03-5916-4018 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

佐藤工務所 神谷一丁目１７番１１号 北区、足立区、板橋区、練馬区 090-5214-3094 9:00～17:00 8:30～19:00
月、日、祝、際日、夏期、年
末年始

㈲王子設備 神谷一丁目２１番１２号
北区、足立区、板橋、葛飾区、練
馬区

03-5959-5222 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

横山冷熱㈱ 滝野川二丁目１４番１１号 北区、板橋区、文京区、豊島区 03-3917-1245 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

荒川区

㈱赤川商会 荒川三丁目２９番７号 荒川区近郊 03-3807-5833 10:00～19:00 10:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

山内工業㈱ 荒川六丁目５３番５号 東京都２３区内周辺 03-3895-8798 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲則竹工業所 西尾久六丁目４番１１号
主に荒川区、足立区、北区、台東
区、墨田区（その他相談により）

03-3893-0646 8:30～17:00 9:00～18:00
土（不定期）、日、祝、夏
期、年末年始

㈲雄光設備 東尾久六丁目３８番８号 荒川区、北区、足立区、台東区 090-2554-4680 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲荒川設備 東日暮里一丁目２４番５号
荒川区、足立区、北区、墨田区、
葛飾区、江戸川区、江東区

03-5850-4132 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

羽根水働工業所 東日暮里三丁目２６番５号
荒川区、足立区、葛飾区、墨田
区、台東区、文京区、豊島区、北
区

03-3801-2066 8:00～17:00 9:00～16:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲早乙女工業所 町屋二丁目９番１５号 荒川区 03-3895-1754 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱サンエート 町屋八丁目１３番２号
文京区、北区、荒川区、足立区、
台東区

03-3895-2848 10:00～16:00 10:30～17:00
第２、または第３土、日、
祝、夏期、年末年始

㈲鈴木工業所 南千住七丁目２７番１６号 荒川区 03-3807-1887 8:00～17:00 8:00～16:00 土、日、祝、夏期、年末年始

板橋区
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈲高力設備 赤塚四丁目３７番８号 東京２３区 080-5004-8819 8:00～19:00 8:00～21:00 定休日なし

㈱手塚設備工業 赤塚八丁目１７番７号 板橋区、北区、豊島区、練馬区 03-3939-5534 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

浅野設備 板橋一丁目４５番１号
板橋区、北区、練馬区、豊島区、
新宿区、足立区

03-3961-9534 8:00～18:30 9:30～18:00 定休日なし

倉工業㈱ 板橋二丁目６５番４号 板橋区 03-3964-8551 8:00～18:00 8:00～17:00
第２・４土、日、夏期、年末
年始

㈲横山管工 大谷口北町１８番１号
板橋区、豊島区、練馬区、文京
区、新宿区、中野区、北区

03-3958-5260 8:00～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

三悦工業㈲ 熊野町１１番１３号 板橋区、豊島区、文京区 03-3956-4517 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

中村管工事工業㈲ 小茂根二丁目１８番９号 板橋区、豊島区、北区、練馬区 03-3956-4288 8:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲松尾設備 小茂根五丁目３番１号 板橋区、練馬区、豊島区、北区 090-3240-1457 8:30～18:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

進和総業㈱ 坂下一丁目１８番１１号 板橋区、北区、練馬区 03-3967-3238 090-3136-9289 8:00～17:00 8:00～18:00
第１土、日、祝、夏期、年末
年始

（同）住宅プロテクト
高島平一丁目２６番１１―４０３
号

板橋区、練馬区、北区、杉並区、
足立区

0120-264-255 8:00～20:00 8:00～18:00 定休日なし

㈱春日産業 高島平一丁目４９番１８号
板橋区、練馬区、北区、豊島区、
新宿区

03-3935-0611 090-4617-8290 9:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱トーニチ 高島平七丁目１４番９号 板橋区、練馬区、北区、豊島区 03-5998-0621 9:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

ココプラント㈱ 徳丸一丁目４３番１６号
板橋区、練馬区、豊島区、北区、
文京区

03-3550-5771 0:00～24:00 0:00～24:00 日、祝、年末年始

東立工業㈱ 徳丸二丁目７番２４号 東京２３区、多摩地域 03-5922-3800 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

徳丸管工㈱ 徳丸三丁目１３番８号 板橋区 03-3932-1040 9:00～17:00 9:00～17:00 無休
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱ホシナ設備 徳丸五丁目１２番１号 板橋区 03-3932-3631 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱みのる設備 徳丸六丁目２番１３号 東京２３区、多摩地域 03-6906-4356 8:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ウォーターワークス 徳丸六丁目４９番９号 東京２３区、多摩地域東部 03-5922-3650 0120-32-4747 8:00～21:00 8:00～21:00 定休日なし

渡辺エンジニア 西台一丁目１８番２－５０５号 板橋区、北区、豊島区、練馬区 090-7222-2736 03-3934-0069 7:00～22:00 8:00～24:00 金、年末年始

協立設備工業㈱ 蓮根三丁目２１番１号 板橋区、北区、練馬区 03-3969-7611 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲榎本工業所 前野町四丁目２番３号 板橋区、練馬区、北区 03-3967-6211 8:00～18:00 8:40～17:00
土（隔週）、日、祝、夏期、
年末年始

㈱北幸設備工業 三園一丁目３６番１号 板橋区、練馬区、北区、杉並区 03-3979-6002 090-3240-1126 8:30～17:30 8:30～18:00 土、日、祝、年末年始

練馬区

㈱アシスト 大泉学園町二丁目２７番２８号 練馬区、杉並区 03-3925-6664 090-3683-0073 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

アクロス設備工業㈱ 大泉学園町四丁目１５番３０号 練馬区、杉並区、西東京市 090-8800-4225 7:30～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

共潤サービス㈱ 春日町四丁目３５番５号 練馬区及び隣接区 03-3998-6716 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲入山設備 北町三丁目１７番１８号
練馬区、板橋区、その他（近い
区）

090-1509-1347 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ナベカン 桜台六丁目３６番５号 練馬区 03-3993-5133 8:00～19:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱鈴木設備工業 下石神井二丁目３４番１２号 東京２３区 03-5316-8988 7:30～23:00 8:30～24:00 年末年始

㈲村山設備 下石神井三丁目３７番５号
杉並区、中野区、練馬区、世田谷
区南部

03-3995-6341 090-2321-3184 8:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

ニッポー工業㈱ 下石神井三丁目３番３号 練馬区、杉並区、板橋区 03-3996-7001 8:00～18:00 8:30～18:00 日、祝、年末年始

㈱吉中水道設備
下石神井四丁目２８番１２号　３
０２

練馬区、杉並区 03-5910-5840 7:30～21:00 9:00～21:00 年末年始

㈱総設 石神井台二丁目４番１７号
練馬区、杉並区、板橋区、中野
区、西東京市、世田谷区、豊島区

03-3996-1949 7:00～19:00 8:00～18:00 定休日なし

㈱レイダン
関町北一丁目２０番１７－１０１
号

練馬区、杉並区、西東京市 03-5903-8710 9:00～18:00 9:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

鈴建工業㈱ 関町南一丁目１２番１号 練馬区 090-3229-1717 8:30～18:30 9:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱タイキ 関町南二丁目８番４４号 東京２３区 03-5927-6500 8:30～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱シンエイ設備　本店 関町南三丁目８番６号
江戸川区、葛飾区、大田区、中央
区、港区、千代田区、江東区、品
川区、西東京市、三鷹市、調布市

03-5903-8120 7:00～19:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲カトー設備 高野台五丁目１１番９号 練馬区 03-3996-4644 8:00～18:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲千進ホームサービス 高松六丁目４番２４号 練馬区 03-5910-7346 9:00～17:30 9:00～17:30 日、祝、夏期、年末年始

堀山設備㈱ 田柄三丁目１７番２２号 東京２３区 090-4456-0489 0:00～24:00 7:30～18:30 日、祝、夏期、年末年始

㈲大同住器工業 田柄三丁目３０番２７号 城北地区 090-3529-8112 8:30～18:00 8:30～18:00 日、祝、年末年始

大山工業所 田柄四丁目６番１３号 練馬区、板橋区 03-3998-7262 8:30～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱西尾工業 豊玉中二丁目１８番９号 練馬区 03-3991-6273 8:30～17:00 8:30～18:00 日、夏期、年末年始

㈲平山設備 中村三丁目４番１０号 練馬区、中野区、杉並区 090-3203-9524 8:00～18:30 8:00～18:30 日、祝、夏期、年末年始

㈲西島工業所
中村北一丁目１７番１７号サンラ
イズハイム１０３

練馬区 03-3926-2994 9:00～16:00 10:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

19/27



東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱テイクサービス 西大泉一丁目７番２号 練馬区、杉並区、中野区、板橋区 090-1047-5637 8:30～18:30 8:30～20:00 日、祝、夏期、年末年始

東京ガスライフバルＴＡＫＥ
ＵＣＨＩ㈱東京ガスライフバ
ル板橋練馬東

錦二丁目１８番１５号 練馬区、板橋区 03-3931-3201 0:00～24:00 9:00～19:00 定休日なし

練馬水工房 貫井一丁目２４番５号 練馬区、中野区 03-3998-7108 9:00～17:30 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲大三燃料 東大泉一丁目１７番１１号 練馬区 03-3922-6241 9:00～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

瀧島商事㈱ 東大泉一丁目３０番７号 練馬区 03-3923-0031 9:00～17:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱メンテナー 東大泉六丁目７番２０号 練馬区、西東京市 090-3502-1624 9:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱アクア
氷川台二丁目１１番３５号カーサ
ベルデ１階

東京２３区、北多摩地域（１７
市）

03-6906-5581 090-3229-2633 10:00～17:00 9:00～19:00 日祝、夏期、年末年始

㈲兼清工業所 富士見台四丁目２０番１８号 練馬区、杉並区、中野区 080-3315-3230 7:30～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱薄井設備 平和台一丁目１５番２号
練馬区、板橋区、北区、杉並区、
豊島区、新宿区等

090-2625-3036 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱総合住設 平和台一丁目２８番１１号
練馬区、板橋区、杉並区、中野
区、杉並区

03-3932-4117 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲Ｗ・Ｅ工業 平和台二丁目１１番１号　１０４ 練馬区、板橋区、杉並区、中野区 090-7277-5319 6:00～19:00 7:00～18:00 日、年末年始

㈲日置設備工業 南大泉二丁目１番５３号 練馬区、杉並区 03-3921-6824 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

足立区

㈱日本アクアプラント 青井四丁目２２番１０号 東京２３区、多摩地域 03-3889-2623 0:00～24:00 0:00～24:00 定休日なし

㈲ヤマオカ工業 足立一丁目３８番３号
足立区、荒川区、葛飾区、江戸川
区、台東区、文京区、北区、江東
区

03-5888-5506 8:30～18:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱Ｒｅｆａｃｔｏｒｙ 足立二丁目５番４号 東京２３区、多摩地域 0120-787-287 070-6633-2630 7:00～20:00 7:00～20:00 無休

㈲丸和設備 綾瀬五丁目２２番６号 足立区、葛飾区 03-3605-0415 8:30～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲梅沢水道工業 綾瀬六丁目２５番１２号 東京２３区 03-5856-0012 8:00～19:00 8:00～19:00 年末年始

㈲松井設備工業所 綾瀬六丁目３３番１２号 足立区 03-3606-0336 8:30～16:30 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

小出工業所㈱ 伊興一丁目６番２７号 東京２３区 03-3853-1683 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲渡辺設備工業所 梅島一丁目２５番２２号
足立区、葛飾区及び周辺（おおむ
ね片道３０分位の範囲）

090-3524-1157 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

東洋設備㈱ 梅島三丁目３３番１号 足立区 03-3887-2252 8:00～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

金子水道設備㈱ 大谷田四丁目１８番８－１０２号 足立区、葛飾区 03-3629-3219 8:00～18:00 8:30～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲寺原設備工事 興野二丁目３０番１４号 東京２３区 03-3855-2883 10:00～16:00 8:00～18:00
土（午後）、日、祝、夏期、
年末年始

㈱阿部水道設備 興野二丁目３１番５６号 足立区近辺 03-3856-3771 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱今井設備 古千谷本町四丁目３番８号 足立区 070-6459-3710 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

やんま㈱ 鹿浜二丁目３番７号 足立区、北区 03-5838-7740 7:00～20:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

ワタナベ設備 鹿浜四丁目９番１５号 足立区、北区 090-3098-1713 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱アクアパートナー
鹿浜四丁目２７番１号　オリエン
ト第１５ビル１０１

東京２３区 0120-1912-49 7:00～24:00 8:00～22:00 年始

㈱佐藤設備工業 東京東営業所
鹿浜七丁目２５番１５号　第１５
まさひろ商事ビル１０１号

東京２３区、多摩地域 03-6807-1697 8:00～19:00 8:00～21:00 日、年末年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【区部】  令和４年１２月３１日現在

名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱カレント　支店 新田三丁目２５番１０号 東京２３区、多摩地域 03-3912-7680 03-3912-7688 0:00～24:00 0:00～24:00 無休

㈲エコー設備 鹿浜四丁目１３番８号 板橋区 03-5856-9393 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲小柴工業所 千住大川町４１番７号 東京２３区 090-4602-9750 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱管工堂 千住中居町１２番１５号 足立区、荒川区、北区、墨田区 03-5284-8841 8:00～17:00 8:00～18:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈲田辺水道工事店 千住橋戸町４４番地 足立区、荒川区 090-5510-5182 8:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱安蒜設備工業所 千住元町３１番４号

足立区千住地域（千住1～５丁目、
千住曙町、千住旭町、千住東町１
～２丁目、千住大川町、千住河原
町、千住寿町、千住桜木１～２丁
目、千住関屋町、千住龍田町、千
住中居町、千住仲町、千住橋戸
町、千住緑町１～３丁目、千住宮
元町、千住元町、千住柳町）

03-3882-0514 8:15～17:30 9:00～17:30
第４土（４～９月）、第２土
（１０～３月）、日、祝、夏
期、年末年始

いいくらし㈱ 竹の塚一丁目１１番１１号 東京２３区 03-5851-9362 0:00～24:00 0:00～24:00 無休

㈱水建企画工業 辰沼二丁目７番９号 東部第一、東部第二、北部 03-5613-0567 9:00～17:00 7:30～21:00 日、夏期、年末年始

㈲水浩設備 東和二丁目５番２０号
足立区、葛飾区、北区、荒川区、
墨田区、江戸川区、江東区

03-3628-5033 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

㈱第一清管 舎人二丁目１１番１５号 足立区 03-3853-7715 9:00～17:00 0:00～24:00 定休日なし

サトウ 西新井四丁目２１番６－１０３号 東京２３区 03-6671-4950 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲東洋商事 花畑二丁目１４番２号 足立区、葛飾区、江戸川区 03-3884-3275 8:00～18:00 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ＫＥ設備 東綾瀬一丁目１６番１５号
足立区、北区、葛飾区、荒川区、
墨田区、江戸川区、江東区、板橋
区、練馬区

03-5673-5072 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

㈲アクアエンジニア 一ツ家一丁目１７番１号 足立区、北区、葛飾区 03-3850-5299 9:00～17:00 9:00～16:00 日、夏期、年末年始
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名      称 所    在    地 修繕可能地域 連絡先1 連絡先2 電話受付時間 修繕対応時間 休業日

㈱ドムス 一ツ家一丁目２０番１６号 東京２３区 03-5831-0789 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱リバテック 一ツ家一丁目２２番２１号 東京２３区 03-5851-3555 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱富張興業 一ツ家二丁目１３番４号 東京２３区 03-3859-9008 8:00～19:00 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

エヌ・エー設備㈱ 平野二丁目４番１１号 足立区 03-5242-1751 8:00～17:30 8:30～17:30 日、夏期、年末年始

東京セントラルヒーティング
工業㈱

南花畑二丁目１５番１号
足立区、葛飾区、江戸川区、板橋
区、台東区

03-5686-1238 8:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、年末年始

㈱田口産業 六木一丁目３番２２号
足立区、葛飾区、江戸川区、江東
区、荒川区、北区、墨田区、台東
区

03-3629-4546 090-2537-8304 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

もちき設備 本木東町１３番１３号 東京２３区 03-3849-9506 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、年末年始

大高設備工事㈱ 六町三丁目２番１２号 足立区、葛飾区、荒川区 090-3227-1314 8:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

葛飾区

ウォーターリード㈱ 青戸四丁目８番１３号 東京２３区 080-5013-3138 9:00～20:00 9:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

櫛田水道工業所 青戸四丁目１４番１７号 葛飾区、墨田区 03-3690-6889 8:30～20:00 8:30～20:00 年末年始

㈱アックア設備 奥戸一丁目２０番４号 東京２３区 03-3694-0221 8:30～17:30 8:30～17:30 土、日、夏期、年末年始

㈱シゲヤマ 鎌倉二丁目７番８号 葛飾区 03-5668-3741 9:00～17:00 9:00～16:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲江沢設備 鎌倉四丁目２２番６号
江戸川区・葛飾区・墨田区・江東
区

090-5782-5463 7:00～21:00 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱中嶋工業
亀有五丁目１２番１２号振興ビル
３０１号

葛飾区、江戸川区、足立区 03-5697-8025 080-6723-0374 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、夏期、年末年始
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川村工業㈱ 小菅一丁目１０番１５号 葛飾区 03-3603-0047 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲吉岡水道設備 小菅二丁目１６番１２号 葛飾区、足立区、墨田区、江東区 070-5574-6173 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱岡田建興ジェイシー 小菅二丁目２１番１３号
葛飾区、足立区、江戸川区、墨田
区、荒川区、江東区

03-5629-5471 8:30～18:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

葛飾ガス住宅設備機器㈱ 柴又一丁目３７番１１号 葛飾区、江戸川区、足立区 03-3600-4511 8:45～19:00 8:45～19:30 年末年始

アロネシア㈱ 柴又三丁目１１番１３号 葛飾区、江戸川東部 03-3604-2266 090-7804-2139 9:00～18:00 9:00～19:00 年末年始

㈱水交社 柴又三丁目２３番２号 葛飾区 03-3627-1177 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲豊留工業所 立石四丁目２１番１２号
葛飾区、足立区、江戸川区、墨田
区、荒川区、江東区

03-3691-2408 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱由井工業 西亀有一丁目２５番１５号 葛飾区、足立区、荒川区 03-3601-6641 9:00～18:00 9:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱昇栄商事 西亀有一丁目２６番１７号 葛飾区 03-3603-1751 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

小久保設備商会 西亀有二丁目２１番２―１０５号 葛飾区、墨田区、江戸川区 03-3602-2833 8:00～17:00 8:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱宮内設備 西亀有四丁目７番１１号
葛飾区、足立区、荒川区、墨田
区、江戸川区、江東区、北区

03-3628-4677 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始

㈱東和エンジニアリング 西亀有四丁目１３番６号 葛飾区 03-5856-2802 8:30～17:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

Ｍ・Ｋプラン 西水元三丁目３番１９号
葛飾区、江戸川区、足立区、墨田
区、荒川区、江東区

090-4425-0320 03-5660-1372 8:00～19:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ワイオリ 西水元四丁目９番６号 東京２３区 03-5876-5168 8:00～20:00 8:00～20:00 日、祝

中村設備
東立石四丁目９番２号　サンライ
ズ石井１０２

葛飾区、江戸川区、台東区 090-4825-2253 9:00～18:00 8:00～18:00 定休日なし
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鈴和水道工事 東立石四丁目４５番３２号 葛飾区 03-3691-1354 8:30～17:30 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱小林工業 東堀切三丁目２３番１８号 東京２３区、多摩地域 090-8858-1508 9:00～18:00 8:00～19:00 不定休、夏期、年末年始

髙松工業所 堀切二丁目３３番８号
葛飾区、墨田区、足立区、江戸川
区（墨田区他２区は葛飾区寄り）

03-3691-0161 8:00～17:00 8:00～17:00 無休

㈲会場水道工務店 堀切三丁目２５番５号
葛飾区、足立区、荒川区、江戸川
区、文京区、豊島区

03-3691-2389 8:30～17:00 8:30～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱ホーム・メンテ・サービス 堀切七丁目２９番１４号 東京２３区 03-3833-2933 090-6001-3423 9:30～17:00 9:30～23:00 土、日、夏期、年末年始

㈱大起工管
水元一丁目１３番３号ＴＫビル２
階

東一、東二エリア（葛飾区、江東
区、墨田区、江戸川区、荒川区、
足立区）

03-3600-1414 8:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

江戸川区

㈱菊池工業 宇喜田町１２４５番地２２ 江戸川区、江東区 090-3133-3825 8:30～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱ユーシン 江戸川一丁目９番２５号
江戸川区、江東区、墨田区、台東
区、葛飾区

03-5636-6051 9:00～16:00 9:00～16:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲前澤設備 江戸川一丁目５１番４号 東京２３区 03-3677-1938 090-8772-7062 8:00～17:30 8:30～18:00 年末年始

ササキ水道設備㈱ 上篠崎三丁目８番３号 東京２３区 0120-332-132 9:00～19:00 9:00～20:00 日、夏期、年末年始

研精電機商会 上篠崎四丁目１８番１０号 東京 090-3575-4274 10:00～17:00 10:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

中設㈲ 北葛西二丁目１６番８号 江戸川区 090-3146-7441 6:00～21:00 0:00～24:00 定休日なし

キャリア設備㈱
北小岩二丁目１番１６―１３０４
号ラ・ベルティ小岩

江戸川区、足立区、墨田区、江東
区

03-5876-7212 090-1602-3402 8:00～19:00 8:00～19:00 年末年始

綜合設備工業所 北小岩八丁目８番１７号 江戸川区北部、葛飾区全域 090-3107-2360 9:00～18:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始
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㈲神谷工業所 篠崎町七丁目３番１２号 江戸川区、葛飾区、江東区 03-3679-0581 8:00～17:30 8:00～17:30 日、祝、年末年始

長屋設備 中央一丁目２５番３号 江戸川区、江東区、墨田区 070-5074-8257 0:00～24:00 0:00～24:00 定休日なし

㈲興伸工業 中葛西一丁目４１番１０号
江戸川区、江東区、葛飾区、墨田
区、中央区、足立区

03-3878-5016 090-9319-2025 9:00～15:00 9:00～15:00 日、祝、夏期、年末年始

具志堅設備 中葛西七丁目６番１７号
東京２３区、三鷹市、調布市、府
中市

03-6456-0882 080-1785-7598 8:00～18:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

アイエスアイ工業㈱ 新堀一丁目８番５号
江戸川区、江東区、葛飾区、墨田
区、中央区、足立区

03-5636-1511 9:00～17:00 9:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈲ライフラインサービス 新堀二丁目３番１５号
墨田区、江東区、江戸川区、葛飾
区、足立区

03-3677-8011 8:30～17:30 8:30～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱大見設備 西一之江二丁目２７番５号 江戸川区 090-3225-6653 8:00～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲仲摩工業所 西葛西二丁目５番１２号 江戸川区内　９８％位 03-3680-4785 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲茂山工務店 西葛西八丁目３番５号 江戸川区 03-3688-4156 7:30～19:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱オープラス 西葛西八丁目３番５号 江東区 03-5878-0515 7:30～19:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈲三友水道工業所 西小岩五丁目８番１３号 江戸川区、葛飾区 03-3657-8334 8:00～17:00 9:00～16:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱大達土木 西篠崎二丁目２４番１１号 江戸川区 03-5243-0201 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

小川設備 西瑞江三丁目６番地　１０５
江戸川区、葛飾区、足立区、江東
区、墨田区

03-3676-7812 090-4098-2512 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱みやこ環境設備 春江町二丁目３０番地７号 東京２３区 03-5666-6929 9:00～18:00 9:00～18:00 定休日なし

㈲江戸川設備 平井四丁目３０番６号
江戸川区、墨田区、江東区、葛飾
区、足立区、荒川区、北区

03-5875-2595 8:00～20:00 8:00～20:00 年末年始
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㈲ＮＳＫ
平井六丁目２２番１１号　鈴木ビ
ル１階

江戸川区、江東区、墨田区、葛飾
区

03-5655-0025 9:00～17:00 9:00～17:00
第１・３土、日、祝、夏期、
年末年始

あやめ住宅設備 松江二丁目３７番１１号 東京２３区 090-3091-5678 7:00～20:00 7:00～20:00 定休日なし

㈱室木水道工事店 松江三丁目１１番１６号 江戸川、葛飾、江東、墨田、足立 03-3651-9369 8:30～17:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲瀬長設備 松江四丁目１３番１０号 江戸川区 03-5661-7077 8:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱Ｓ―Ｐｌｕｍｂｅｒ 松島二丁目３２番１６号
江戸川区、葛飾区、江東区、墨田
区、台東区

090-8251-0093 8:00～17:00 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲あっとほーむ社 南小岩一丁目８番４号
江戸川区、葛飾区、足立区、墨田
区

090-4008-8033 8:30～18:00 8:30～18:00 日、祝

㈲藤栄設備工業 南小岩四丁目１番１号 江戸川区、葛飾区（一部） 03-6458-9710 8:00～18:00 8:00～19:00 日、夏期、年末年始

㈱ヤマニ産業 南小岩八丁目１６番１号 江戸川区、近域 03-3672-1974 9:00～17:00 8:30～18:00
第２土、日、祝、夏期、年末
年始

㈱アイテック 南篠崎町四丁目１９番３号 江戸川区 03-3679-1370 9:00～17:00 9:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱リビングガスショップよし
のや

南篠崎町五丁目９番１２号 江戸川区内及び近隣区 03-3679-3080 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、年末年始
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