
東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【多摩地区・他】 　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

八王子市

㈲榎本商会 犬目町３０６番地
多摩ニュ－タウン（八王子市、町田
市の一部）を除く八王子市内

042-625-2556 9:00～16:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱リトルファクトリー 宇津木町１３６番地８
八王子市、立川市、多摩市、日野
市、青梅市

090-6560-5548 8:00～20:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱エム・トラスト
大塚６２４番地１サンライズ大塚１
階・２階

東京都 042-689-4725 080-4078-2930 9:00～18:00 8:00～20:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱サキガケ 大谷町５４番地７８ 多摩地域 042-649-3592 080-4910-0888 9:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱純和興業 大谷町５０７番地２ 八王子市、日野市 042-649-9751 090-2161-8575 9:00～18:00 9:00～19:00 日、祝　夏期、年末年始

㈱小泉ハウスプランニング
小門町６番地１０　ＫＫビルＢ１０
２

八王子市、立川市、日野市、福生
市、あきる野市

042-686-2660 8:00～19:00 7:00～22:00 日、祝、年末年始

㈱野口設備工業 尾崎町３９番地 八王子市 090-1042-3024 13:00～16:00 8:30～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

水越設備㈱ 片倉町２２４３番地 八王子市 042-636-8331 9:00～17:00 9:00～18:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

桑原設備工業所 川口町９５７番地 八王子市 042-654-3054 8:00～20:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱原島工業 川口町１４８９番地４ 八王子市 042-654-3077 8:30～17:00 8:30～17:00 日、夏期、年末年始

木村設備㈱ 川口町１７３５番地２ 八王子市 042-654-5007 8:00～17:00 9:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱町田設備工業 川口町２６３６番地１２ 東京２３区、多摩地域 080-5685-2002 8:00～19:00 8:00～20:00 日、年末年始

フクシマ設備 北野台四丁目１８番４号 東京２３区、多摩地域 090-8301-9889 7:00～20:00 7:00～20:00 定休日なし

富士総合設備㈱ 絹ケ丘一丁目１番８号 多摩地域 042-638-0456 090-2209-2293 9:00～20:00 9:00～20:00 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【多摩地区・他】 　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

㈲長栄プラテック 絹ケ丘三丁目３４番１３号 八王子市 042-676-8234 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲潤設備工業 清川町１４番地８
八王子市、日野市、立川市、国分寺
市、府中市、あきる野市

042-624-2693 090-1608-3649 8:00～20:00 8:00～20:00 無休

㈱優駿興業 小比企町１３８１番地２ 八王子市 042-635-8189 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲磯沼工業 小比企町１６４８番地 八王子市 0120-71-4704 042-636-9341 8:00～17:00 8:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈲ナラヤデンキ 子安町一丁目８番１８号 八王子市、日野市、町田市（一部） 042-642-0513 8:00～20:00 8:00～21:00 第１・３日、年末年始

㈱櫻井設備 子安町二丁目５番１７号 八王子市 042-644-6639 8:30～18:00 8:30～15:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱二美建設 左入町７９１番地６ 八王子市 042-659-3667 7:00～19:00 8:00～20:00 日、夏期、年末年始

ハマモト設備 散田町四丁目４６番１号
八王子市、日野市、多摩市、町田
市、立川市、府中市、その他周辺地
域

042-673-2744 8:00～19:00 8:00～19:00 日、夏期、年末年始

㈱桑原工業所 下恩方町７７８番地 八王子市内（西部近郊） 042-652-5040 8:30～17:00 8:30～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈲渕上設備工業 下恩方町１３９７番地６ 八王子市、日野市 042-651-6685 8:30～18:00 8:30～18:00 日、夏期、年末年始

㈱日本水道レスキュー 下柚木３５６番地 東京２３区、多摩地域 042-674-7851 7:00～19:00 7:00～19:00 定休日なし

高橋設備 諏訪町３５番地１９ 八王子市 042-657-1102 8:30～17:30 8:30～17:30 日、夏期、年末年始

ＡＱＵＡ―Ｋ 諏訪町１７８番地３ 八王子市 090-4922-0073 8:00～22:00 8:00～22:00 年末年始

㈲渡辺工業所 千人町三丁目９番７号 八王子市 080-3546-6822 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲タキヤマ 滝山町二丁目４６８番地３ 八王子市 042-691-0790 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、年末年始
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橋本商事㈱ 館町５２６番地 八王子市 042-664-6505 8:30～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲サン工業設備 館町２０２２番２ 八王子市 042-668-2225 090-3514-2363 8:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

小俣設備工業 めじろ台三丁目８番６号 八王子市、町田市 090-4008-2152 8:00～17:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈱ＦＬＡＰ 中野町２６８１番地１２ 八王子市 070-5574-0694 070-5558-6912 9:00～18:00 9:00～17:00 日、年末年始

㈱河村設備工業 長房町９０番地２ 八王子市 042-663-1767 9:00～18:00 9:00～17:00 日、年末年始

㈱新和 長房町１５２９番地５ 八王子市 042-661-8000 8:30～18:00 8:30～18:00
第２土、日、祝、夏期、年末
年始

クール住宅設備 西寺方町６２３番地３ 八王子市 042-651-0503 7:00～20:00 7:00～20:00 年始

㈱ジユウ 狭間町１７７２番地２ 八王子市、日野市、多摩市 042-610-2808 7:00～21:00 7:00～21:00 年末年始

㈲東都興業 日吉町１１番１９号 八王子市 042-627-5055 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲カナガワ住機器サービス 別所一丁目２２番６号 多摩市、八王子市 090-2666-9232 10:00～16:00 9:00～17:00 日、祝、年末年始

㈲村野工業所 堀之内三丁目３番地３１ 八王子市、多摩市 042-676-8205 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

滝口設備 宮下町６９番地３ 八王子市、日野市、あきる野市 042-691-1850 8:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈱細川設備工業所 元八王子町一丁目１１６番地
八王子市（多摩ニュ－タウン区域内
含む）

042-624-6697 8:00～18:00 8:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲太宏 横川町５４８番地 八王子市 042-622-1539 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

立川市
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㈲髙橋ホームサービス 一番町一丁目１番地の４４ 多摩地域 042-531-2526 8:00～22:00 9:00～21:00 定休日なし

ＴＭ工事㈱ 一番町二丁目６番地の３８ 立川市、東大和市、武蔵村山市 042-531-4256 8:00～19:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

青木設備㈱ 柏町三丁目３３番地の２ 立川市及び立川周辺 090-3216-1570 7:00～20:00 8:00～19:00 日、祝、年末年始

㈱和光設備工業 上砂町三丁目３番地の６ 多摩地域 042-534-7065 9:00～17:00 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

八重洲工業㈱ 柴崎町二丁目２５番３号 立川市を中心とした多摩地区 042-524-0401 8:30～17:30 9:00～17:00 土、日、祝、年末年始

㈱鈴木設備 柴崎町六丁目１８番９号 立川市他（近隣市） 042-522-8806 8:00～18:00 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲木村住設 砂川町二丁目４８番地の７
立川市、国立市、国分寺市、東大和
市、武蔵村山市

042-535-6470 090-8770-4238 7:30～18:30 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈱シティリノベーション
柏町三丁目１９番１４号　フレンテ
１階

立川市、日野市、八王子市、国立
市、多摩市、武蔵村山市

042-519-4693 8:00～17:30 8:30～17:00 日、夏期、年末年始

㈲小川屋商店 高松町三丁目２０番２０号 立川市内及びその周辺部 042-522-2786 8:00～18:00 8:00～15:00 日、夏期、年始

高橋設備工業㈱ 高松町三丁目２１番４号 立川市 042-525-1633 8:00～17:00 8:30～18:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

江戸住設 西砂町二丁目３番地の８
多摩地域、杉並区、練馬区、世田谷
区

090-2311-8672 6:00～19:00 6:00～19:00 無休

平原浴槽 羽衣町一丁目７番１５号 立川市及び近隣市 042-522-3769 8:00～19:00 8:30～18:00 日、年末年始

三鷹市

㈲酒井設備工業所 新川二丁目１４番４０号 三鷹市 0422-49-3626 8:30～16:00 9:30～15:30 日、祝、夏期、年末年始

星住設 深大寺三丁目１番３号 東京２３区、多摩地域 090-7411-0946 9:00～18:00 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【多摩地区・他】 　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

㈱コトブキ設備 牟礼七丁目２番８号
三鷹市、調布市、世田谷区、杉並
区、府中市、小金井市

0422-48-0777 9:00～18:00 9:00～20:00 年末年始

㈱浅水商会 牟礼七丁目４番５２号 三鷹市に隣接する市及び区 0422-47-7728 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

青梅市

㈲荒木システム工業 今寺一丁目７６０番地の５ 青梅市、福生市、あきる野市 090-1408-7946 8:00～18:00 8:00～19:00 日、年末年始

㈲沢井工業所 沢井三丁目８９０番地 青梅市、奥多摩町 0428-78-8573 090-8849-1135 8:30～17:00 8:30～17:00 土、日、夏期、年末年始

㈱ＩＣＨＩＫＡＮ 新町七丁目１１番地の１７ 多摩地区全域 090-7172-0415 8:00～20:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

藤本設備 大門三丁目９番地の４ 青梅市 0428-78-0435 090-4202-3638 9:00～16:00 8:30～16:00 日、祝

㈱久下土建 千ヶ瀬町五丁目６６４番地の８ 青梅市 0428-22-0339 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲八木燃料店 長淵三丁目３１１番地
青梅市、瑞穂町、あきる野市、日の
出町

0428-22-3039 8:30～17:30 8:00～15:00 日、年末年始

㈱高野設備 東青梅三丁目９番地の１２ 青梅市内 0428-22-4817 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

中山設備工業 藤橋二丁目８７番地の１９ 青梅市、状況によって西多摩地域 090-4136-3032 9:00～16:00 9:00～16:00 日、祝、夏期、年末年始

荒田管工㈱ 師岡町一丁目１６７番地の２ 青梅市 0428-24-0916 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

府中市

㈲マキノ設備 朝日町二丁目２９番地の２１ 調布市、府中市、三鷹市 042-362-6121 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲谷平設備工業 押立町五丁目１番地の６ 府中市内 042-489-1362 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始
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㈱皐月 小柳町五丁目１２番地の２８ 東京２３区、多摩地域 0120-61-9516 042-363-2258 8:00～21:00 9:30～18:30 年末年始

金子設備工業㈱ 栄町一丁目２０番地の３ 府中市、及び隣接市 042-364-4611 9:00～17:00 8:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱古川設備興業 清水が丘二丁目３２番地 府中市 042-367-2124 8:30～17:30 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

トウネンキ㈱ 新町一丁目３０番地１３
府中、国分寺、小金井、調布、立
川、世田谷（一部）、狛江、三鷹、
中野、杉並

042-363-0321 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

シンワプラント㈲　府中営業
所

府中町一丁目２６番１６号ガストハ
ウス府中２０３

府中市全般 042-302-2029 8:00～18:00 8:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲臼井水道工業 本町一丁目２２番地の１ 府中市 090-3105-9930 8:00～18:00 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈲マツヤマワークス 緑町二丁目２６番地の２ 府中市、調布市、多摩市、小金井市 090-3574-4352 8:00～20:00 8:00～20:00
日（修繕日要相談）、夏期、
年末年始

㈲信玄土木建設 武蔵台一丁目２２番地１１
府中市、国分寺市、小金井市、小平
市、国立市、立川市、稲城市

042-577-2553 8:00～17:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈱皐月 府中営業所 紅葉丘三丁目３４番地の２７ 東京２３区、多摩地域 0120-071-432 042-358-2336 8:00～21:00 9:30～18:30 年末年始

㈲神戸設備 四谷四丁目５１番地の３２
府中市、調布市、多摩市、国立市、
日野市

090-3247-5493 8:30～16:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱谷口設備 若松町二丁目８番地の１０　１階
府中市、調布市、三鷹市、稲城市、
狛江市等

042-360-4847 090-1609-7259 8:00～17:00 8:00～17:00 日祝、夏期、年末年始

㈱八洲 若松町三丁目３番地の１ 府中市 042-367-1234 8:30～17:30 8:30～17:30
第２・４土、日、夏期、年末
年始

調布市

東和空調㈱ 国領町一丁目２３番地１４
調布市、狛江市、三鷹市、府中市、
世田谷区

042-486-8551 9:00～16:30 9:00～17:30
第２・４・５土、日、祝、夏
期、年末年始

武蔵野ライフサポート
国領町八丁目１番地３５都営調布く
すのきアパート６－５１２号

調布市、三鷹市、小金井市、府中
市、狛江市

0120-970-030 090-3915-0372 0:00～24:00 0:00～24:00 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【多摩地区・他】 　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

ＫＢワークス
深大寺東町七丁目４０番８号コーポ
﨑玉１０１

三鷹市、調布市、狛江市、府中市、
杉並区、世田谷区

042-444-3960 9:00～19:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

平井設備㈱ 深大寺元町二丁目２７番地１１ 調布市 042-441-0660 8:00～17:00 8:30～17:00
第２、４土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱あまぎ設備 染地三丁目５番地１９３ 東京２３区、多摩地域 042-485-3858 8:00～18:30 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

宮沢設備工業㈱ 飛田給二丁目６番地１ 調布市、狛江市、三鷹市、府中市 042-485-8891 8:30～19:00 8:30～19:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始（土１７：００まで
営業）

調布設備㈱ 布田二丁目４７番地５ 調布市 042-483-2236 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

シンワエンジニアリングス㈱ 八雲台一丁目２８番地１ 東京２３区、多摩地域 080-1021-5714 070-6610-8847 8:00～21:00 8:00～21:00 日、祝、年末年始

町田市

㈱八設 相原町７８８番地１ 多摩地域、及び近隣の区内 042-770-2172 8:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

土屋企業㈱ 相原町１２５１番地
主に町田市相原町、小山町（ご依頼
あれば町田市内伺います）

042-773-6686 8:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

小泉ポンプ商会 相原町１７０７番地 町田市 042-772-2826 8:00～18:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲脇田設備工業 小野路町１９９３番地６
町田市、多摩市、稲城市、立川市、
府中市、八王子市、日野市

042-736-5859 8:00～19:00 8:00～19:00 日、夏期、年末年始

㈲長田工業 小野路町２５７１番地４ 町田市、多摩市 042-734-7633 9:00～16:30 9:00～16:30 日、祝、夏期、年末年始

㈲新熱設備住建 小山町４１２５番地１ 多摩地域 042-773-1191 8:00～21:00 9:00～21:00 定休日なし

㈱加藤管工設備 金森二丁目１７番２６号 町田市 042-725-6132 8:00～17:00 8:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈲下平住設 金森四丁目４４番５号 町田市（南地区） 0427-99-4883 090-1668-6013 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年始
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【多摩地区・他】 　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

㈱永野 金森東四丁目１５番３号 町田市 042-796-5960 8:00～20:00 8:00～20:00 水、夏期、年末年始

㈱夢希地 高ヶ坂四丁目３３番１０号 町田市 042-865-0642 090-1610-2183 8:00～20:00 9:00～21:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲豊沢工営 下小山田町１７１２番地 多摩地域 042-797-2169 7:00～19:00 7:00～17:00
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

ＫＹＫ㈱ 図師町３１９番地５
町田市、多摩市、八王子市、日野
市、狛江市

042-851-2021 090-3217-3375 8:00～22:00 8:00～20:00 定休日なし

㈱開発機工 図師町１６９６番地１８ 町田市、多摩市、稲城市 042-791-4048 9:00～18:00 9:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲河西工業 忠生一丁目２番地３ 町田市 042-791-8766 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱忠生設備工業 忠生一丁目２５番地１３ 町田市 042-793-2672 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱小池設備　町田支店 忠生一丁目２９番地９
町田市南部（忠生、図師町、小山
町、小山田桜台、上小山田町、金
井、薬師台、山崎町）

042-792-5775 8:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

藤沼工業㈱ 忠生三丁目１７番地３１ 町田市北西部・八王子市南部 042-794-4261 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱惠神
玉川学園七丁目１番地６号ＪＵＮ玉
川学園前２０１

町田市（玉川学園、能ヶ谷町全域） 042-815-3910 9:00～15:00 9:00～15:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲岩東工業所 鶴川二丁目１番地８ 町田市 042-735-3601 8:00～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱ノザキ商会 鶴川五丁目１４番地３ 町田市 042-736-1989 8:30～20:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲吉良管工　町田営業所 常盤町３０８３番地５７ 町田市 042-798-7063 080-5519-0024 8:00～22:00 8:00～22:00 夏期、年末年始

㈲小澤工業所 中町三丁目２３番１９号
町田市及び都内西部（市部、区部含
む）

070-5519-8798 8:30～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱村山工業所 西成瀬一丁目４９番２３号 町田市（南部） 042-723-3283 8:00～19:00 8:00～19:00 日、夏期、年末年始

8/22



東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【多摩地区・他】 　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

㈲タツミ設備工業 西成瀬一丁目５１番４３号 町田市 042-729-2670 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

星崎設備工業㈱ 野津田町８４７番地 町田市、及び町田市近郊 042-734-4030 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

アトラス水道サービス 野津田町１０２０番地５
町田市、多摩市、稲城市、日野市、
八王子市

090-4671-7549 8:00～19:00 8:00～20:00 日

㈱松田設備 野津田町２５３４番地１１ 町田市 042-737-6255 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

山王設備工業 野津田町３０９２番地１４
町田市、多摩市、府中市、調布市、
稲城市、日野市、八王子市

042-708-8893 8:00～19:00 8:00～19:00 日、祝、年末年始

㈱芝田総合住設 原町田二丁目７番１６号 町田市 042-728-6987 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

八木商会 本町田６８番地　ロ－２３３ 町田市 042-724-9444 8:00～16:00 8:00～15:30 日、夏期、年末年始

㈲大井川工業 南つくし野三丁目４番地２　３０２
町田市（つくし野、南つくし野、小
川、成瀬、鶴間、金森、高ケ坂、三
輪緑山）

042-795-7896 8:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲十和田管工 三輪町４８２番１２ 東京２３区、多摩地域 044-981-4445 7:00～20:00 7:00～22:00 年末年始

㈲角屋 森野二丁目１７番１号
町田市内（当社より概ね半径５㎞以
内）

042-722-3719 9:00～18:00 9:00～17:00
水、第２木、祝、夏期、年末
年始

㈱アサヒ設備 山崎一丁目１番９号 町田市 042-728-0427 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

小金井市

シンワプラント㈲ 中町二丁目５番１９号 東京２３区、多摩地域 042-316-4230 7:00～15:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

ヤマトテック㈱ 東町五丁目２４番１２号
小金井市、国分寺市、府中市、小平
市、三鷹市の一部

042-385-2327 8:30～17:30 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

竹馬商工㈱ 本町一丁目２番２０号３０５ 東京２３区、多摩地域 042-384-3131 7:00～19:00 7:00～19:00 無休
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東京都水道局修繕対応登録事業者一覧【多摩地区・他】 　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

㈲旭設備工業 緑町二丁目１番１９号 小金井市 042-382-5722 090-6564-2033 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

パール工業㈱ 東京営業所 緑町五丁目４番１９号 小金井市 042-388-7333 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

小平市

日本温水システム 大沼町四丁目５番１５号
小平市、東久留米市、田無市、清瀬
市、東村山市、国分寺市、東大和市

042-344-2121 9:00～17:00 9:00～17:00 年末年始

㈱ゴトーテクノサービス 小川町一丁目５１２番地の５０ 東京２３区、多摩地域 042-313-6594 8:00～18:00 8:00～18:00 定休日なし

㈱大出工業 小川町一丁目２４０９番地
小平市、立川市、国分寺市、東大和
市、東村山市、西東京市、小金井
市、清瀬市、武蔵村山市、府中市

042-344-7101 090-1809-2787 8:00～17:30 8:00～21:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱多摩住設 学園西町一丁目１番１８号 東京２３区、多摩地域 042-313-5038 9:00～17:00 9:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

柏平設備工業 学園東町３０番地の１８２
小平市、小金井市、東村山市、国分
寺市、西東京市、東久留米市

090-3965-1308 042-313-4129 7:30～21:00 7:30～20:00 年末年始、不定休

㈲時和設備工業 学園東町三丁目１９番８号 小平市（近郊） 042-341-0192 9:00～17:00 9:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

足利管工業 栄町二丁目１４番１号 小平市（近隣） 042-345-6325 9:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

広栄サービス 上水新町三丁目１０番１８号
小平市、国立市、国分寺市、立川
市、日野市

090-2203-9322 9:00～17:00 9:00～21:00 夏期、年末年始

明孝設備 上水本町一丁目１７番６号 小平市を中心に東京都全域 042-359-4120 090-2661-1422 8:00～20:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲新井管工 上水本町四丁目１９番１５号 小平市 042-323-7018 9:00～17:00 9:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱佐藤設備工業 上水本町五丁目３番１号 東京２３区、多摩地域 042-322-3498 8:00～19:00 8:00～21:00 日、年末年始

㈱インフレッチェ 上水本町六丁目１２番７号
東京２３区西部（練馬区、中野区、
新宿区、渋谷区、杉並区等）、多摩
地域

042-312-3946 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【多摩地区・他】 　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

日昇工業㈱ 天神町四丁目１４番２４号 小平市 042-328-3800 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、年末年始

東京ガスタマライフバリュー
㈱

仲町４４５番地１ 小平市、東村山市 042-347-7776 9:00～19:00 9:00～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

日野市

㈱協栄土木設備 旭が丘二丁目２８番地の３ 日野市、八王子市、多摩市、立川市 042-586-0101 090-2152-4300 9:00～17:30 8:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

ヒサジマ住宅設備 石田４３１番１８号 日野市 042-586-2614 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲加藤商会 大坂上四丁目１番地の９ 日野市、立川市、八王子市、多摩市 0425-83-8563 8:00～18:00 9:00～18:00
土、日、祝、年末年始（土は
不定期で休業）

真野設備工業㈱ 大坂上四丁目６番地の６ 日野市 042-581-3330 9:00～17:00 9:00～16:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱日野工設 栄町二丁目１９番地の２８ 東京都全域 070-5567-7107 7:00～19:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱小塩設備工業 新町五丁目１番２１号 多摩地域 042-843-3997 7:00～24:00 8:00～20:00 年末年始

㈱安藤設備 高幡１０２３番地の８ 日野市 042-591-1155 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲青木工業所 東豊田三丁目８番地の４－２０２ 日野市 042-589-0331 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

日熱リビング多摩㈱ 日野１２５１番地の４ 立川市、国立市、日野市、東大和市 042-514-9030 9:00～16:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲小島設備工業所 日野台一丁目１５番地の２４ 日野市 042-585-0538 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲日野住宅設備 日野本町六丁目６番地の７２ 日野市 042-581-1162 8:00～17:00 8:00～17:00
第１・２土、日、祝、夏期、
年末年始

㈱日野衛生公社 万願寺四丁目２４番地の７ 日野市 042-581-3177 8:00～18:00 8:00～18:00 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【多摩地区・他】 　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

㈱大塚設備 百草２０２７番地 日野市 042-592-6033 9:00～17:00 9:00～17:00
第２・４土、日祝、夏期、年
末年始

東村山市

末松建設工業㈱ 青葉町二丁目５番地４２ 東村山市 042-392-1142 9:00～17:30 9:00～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

北悠工業 青葉町二丁目２３番地９９ 東村山市 090-3525-6492 042-395-7837 10:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱積壱 秋津町一丁目２４番地４ 東村山市、西東京市、清瀬市 042-399-3139 9:00～17:30 9:40～20:00 定休日なし（一人当番）

ケーユウ住設 秋津町三丁目１９番地７１ 東村山市、清瀬市 090-6482-1925 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、年末年始

塩田工事事務所 恩多町五丁目３０番地３１ 多摩地域 042-392-3720 8:00～21:00 8:00～21:00 日、夏期、年末年始

㈲菊池工業所 久米川町三丁目１５番地１ 東村山市 042-391-5277 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲稲垣設備 諏訪町一丁目１９番地４９
東村山市、東大和市、東久留米市、
清瀬市

042-392-0676 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲武田設備工業 野口町三丁目２８番地１７ 東村山市 090-3228-0835 9:00～18:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱鈴木建設 萩山町一丁目８番地６２
東村山市、国分寺市、小平市、東大
和市、東久留米市その他

090-6196-1218 9:00～18:00 0:00～24:00 定休日なし

㈲高萩パイピングサービス
富士見町二丁目１０番地３８－１０
１号

東村山市、小平市、東大和市、立川
市、国分寺市、国立市、小金井市、
東久留米市、清瀬市

042-395-8119 090-3314-0963 8:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲虹川設備工業 富士見町三丁目９番地４６ 東村山市、小平市、東大和市 042-394-3038 8:00～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

国分寺市

㈱アットホーム 北町二丁目２５番地３９
国分寺市、小平市、小金井市、府中
市、三鷹市、西東京市、国立市、立
川市、東大和市、東村山市

042-304-0943 0:00～24:00 0:00～24:00 無休
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㈱武蔵設備工業 西元町三丁目１４番１２号 国分寺市 042-322-5026 8:00～17:00 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱サカウエ 東戸倉二丁目１０番地１
国分寺市（小平市、小金井市、国立
市の一部含む）

042-321-3587 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

冨山設備工業㈱ 本町二丁目１２番７号
国分寺市、小金井市、小平市、府中
市、近隣多摩地域

042-321-0191 8:30～17:30 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

国立市

㈱武藤工業所 富士見台三丁目２５番地の１２ 国立市、立川市、国分寺市 042-572-2412 7:00～18:00 7:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

ニッポー設備㈱ 谷保６１９番地 国立市、立川市、国分寺、府中市 042-576-6666 8:00～19:00 8:00～19:00
土、日、祝、夏期、年末年始
（月１回土曜日営業）

㈱栄工設備商会 谷保５７８６番地の２ 多摩地域 090-5427-1150 7:00～22:00 8:00～19:00
日、祝、土(8月のみ)、夏
期、年末年始

福生市

㈲古家設備 熊川５２８番地３２ 福生市、あきる野市 042-539-1811 8:30～18:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

狛江市

斧田水道工業所 西野川二丁目１９番１３号 東京２３区 080-3308-0785 03-6786-8389 8:00～18:30 8:30～18:00 日、祝、夏期、年末年始

池田配管建設工業㈱ 東和泉一丁目９番１４号
狛江市、調布市（一部）、世田谷区
（一部）

03-3489-0733 9:00～17:00 9:00～18:00
土（不定期）、日、祝、夏
期、年末年始

㈱田井設備工業 東野川二丁目１３番１１号 東京都全域 080-2043-4348 8:30～18:00 8:30～20:00 日、夏期、年末年始

東大和市

尾花設備㈱ 芋窪六丁目１２９６番地の１３ 東大和市 042-565-3466 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、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

疋田設備 湖畔三丁目１１５８番地の１４４
多摩地域、練馬区、世田谷区、杉並
区、中野区

090-1603-9449 9:00～18:00 8:00～20:00 日、祝、夏期、年末年始

管秀設備 狭山四丁目１３７３番地の３ 町田市 090-1761-4802 8:00～18:00 8:30～17:00 日、夏期、年末年始

㈱尾崎管機工業 向原五丁目１０８３番地の１ 東大和市、武蔵村山市 042-561-0305 9:00～16:30 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

清瀬市

㈱田中住宅設備 上清戸一丁目８番４号 清瀬市 042-493-0268 8:30～18:00 9:00～17:30 日、祝、夏期、年末年始

松村住宅設備 中里二丁目１３７０番地の１ 清瀬市、東村山市、東久留米市 042-491-7981 9:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱優美設備 中里三丁目８９９番地４０
清瀬市、東大和市、西東京市、東村
山市、小平市、東久留米市、三鷹市

042-446-8150 080-2569-0957 8:00～20:00 8:00～20:00 日、祝、年末年始

㈲おまた 中里三丁目９７９番地
清瀬市、東久留米市、東村山市、西
東京市

042-493-3741 9:00～15:30 8:30～17:30
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

東久留米市

みずいろ設備店
学園町一丁目８番７４号　ゼファー
ひばりヶ丘学園町４０７

東久留米市、練馬区全域、西東京
市、小平市、清瀬市

090-5531-0976 7:00～21:00 8:00～20:00 日、夏期、年末年始

㈲久保田設備工業 小山五丁目６番１号
東久留米市、清瀬市、小平市、西東
京市、東村山市

090-8728-5759 8:00～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

(同）ＬＬＣサンホームズ 下里三丁目２番２３号 東久留米市、小平市 042-420-4777 8:00～18:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱島崎工業所 下里三丁目５番１号
東久留米市、清瀬市、西東京市、小
平市、東村山市

042-474-1141 8:30～17:00 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲晃彩企画サービス
八幡町一丁目７番３号ハイツ八幡平
２０１号室

東久留米市、清瀬市 090-3579-7505 8:30～17:30 8:30～18:30 土、日、祝、夏期、年末年始

清水設備工業㈱ 八幡町三丁目１２番２５号

練馬区、立川市、三鷹市、府中市、
調布市、小金井市、小平市、東村山
市、武蔵村山市、東大和市、清瀬
市、東久留米市、西東京市

042-427-5048 090-9317-3126 8:00～19:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始
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㈲野間工業所 本町四丁目７番４８号 東久留米市 042-471-4467 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱奥住工業所 柳窪四丁目１５番２４号 東久留米市 042-471-4627 8:30～17:00 8:30～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

武蔵村山市

㈲比留間管工 伊奈平六丁目１９番地の２６ 多摩地域 042-531-2316 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

金井設備 大南一丁目６５番地の８ 武蔵村山市 090-3139-8877 8:30～17:30 8:30～20:00 日、祝、年末年始

しまぬき設備㈱ 学園一丁目８３番地の１０ 武蔵村山市、他　多摩地域 042-562-8707 8:00～19:00 8:00～19:00 日

菅原設備工業 岸三丁目３６番地の１５
武蔵村山市、瑞穂町、立川市、東大
和市

090-3684-0857 8:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲峰岸設備工業 神明二丁目６９番地の１ 武蔵村山市 042-561-3763 8:30～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱田代住設 中原一丁目２０番地の９ 武蔵村山市、東大和市、瑞穂町 090-1811-5491 8:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱大朱総業  事業所 本町二丁目１０９番地の１８
小平市、国分寺市、東村山市、東大
和市、立川市

080-4733-4100 9:00～18:00 9:00～18:00 年末年始

㈱技建 本町四丁目５０番地の６ 武蔵村山市中心半径１０㎞ 042-567-5752 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

大黒設備工業㈱ 三ツ木一丁目３６番地の１ 武蔵村山市 042-560-8679 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、年末年始

多摩市

㈲イワオ企画 豊ヶ丘四丁目６番地
多摩市、稲城市、八王子市（ニュ－
タウン地域）

042-338-7200 8:30～17:30 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈱大貫設備工業 永山二丁目２１番地の１ 多摩市、多摩ニュ－タウン地区 042-374-4859 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始
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大柿設備 永山六丁目６番地の４
多摩市、八王子市、町田市、府中
市、日野市、国立市、稲城市

070-6569-8883 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝

インスライト㈱ 聖ヶ丘四丁目２５番地の６ 町田市 042-313-7717 7:30～17:30 7:30～17:30
第２・４土、日、祝、夏期、
年末年始

増田住設 南野二丁目２番地７ 多摩地域 042-376-4121 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱西川工業所 和田３７４番地の４ 多摩市、日野市、八王子市、稲城市 042-375-7111 8:00～17:00 8:00～17:00 第２土、日、夏期、年末年始

稲城市

シンワプラント㈲　稲城営業
所

大丸２０７番地メゾン稲城３０８号 042-401-6111 8:00～18:00 8:30～18:30 日、祝、夏期、年末年始

あきる野市

㈱坂本設備工業 雨間７４２番地 あきる野市 042-558-0186 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

川崎設備 小川５２４番地７ 東京２３区、多摩地域 090-8726-4646 8:30～18:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈲あきる野設備 小川５５３番地１ 西多摩地域 042-550-2004 8:30～18:30 8:30～18:30 日、夏期、年末年始

㈲山口設備工業 小川東一丁目１８番地２３の１０６ あきる野市、福生市 042-559-7929 8:00～18:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲アイシー空調工業 小川東一丁目２１番地３７
あきる野市、日の出町、青梅市、瑞
穂町、八王子市の一部

042-550-2011 8:00～18:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

山興プランニング 草花３２８２番地５

多摩地域（東村山市、小平市、府中
市、国分寺市、国立市、立川市、福
生市、青梅市、八王子市、瑞穂町、
武蔵村山市、東大和市）

090-8509-7401 9:00～18:00 8:30～18:30 日、夏期、年末年始

銀河 二宮９９１番地２
あきる野市、八王子市、福生市、日
の出町

090-1858-4899 8:00～17:15 8:30～18:00
土（隔週）、日、祝、夏期、
年末年始

㈱ケイテック 野辺２８０番地４ 東京２３区、多摩地域 042-558-4181 8:30～21:00 9:00～19:00 日、夏期、年末年始
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㈱松幸 山田７６４番地３
日の出町、あきる野市、八王子市、
青梅市、瑞穂町、福生市、立川市

042-588-5247 080-3551-0432 7:00～22:00 8:00～20:00 日、年始

㈲望月設備工業 山田９６８番地１ あきる野市、日の出町 042-533-0171 8:00～17:00 8:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

西東京市

サワホーム設備 泉町四丁目３番１１号
西東京市近辺、清瀬市、東久留米
市、練馬区等

0903-533-2165 8:00～17:00 8:30～17:30 日、祝、夏期、年末年始

久慈設備 芝久保町二丁目２１番１号 西東京市 042-464-1188 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

不来方テクノ㈱ 西原町五丁目２番２４号

世田谷区、杉並区、練馬区、立川
市、三鷹市、府中市、調布市、小金
井市、小平市、東村山市、国分寺
市、国立市、狛江市、東大和市、清
瀬市、東久留米市、西東京市

0120-107-499 090-8772-6200 8:00～18:00 8:00～18:00 夏期、年末年始

㈲瀬川工業所 ひばりが丘一丁目３番１１号 西東京市及び近隣 042-421-0579 8:00～19:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

竹内住設産業㈱ 富士町四丁目１５番４号
西東京市、三鷹市、東久留米市、練
馬区、杉並区

042-461-1546 8:30～17:30 8:30～17:30
第２土、日、祝、夏期、年末
年始

丸益建設㈱　保谷営業所 富士町四丁目１８番１５号
練馬区、西東京市、東久留米市、清
瀬市、三鷹市

042-469-1188 8:00～17:30 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

シンワプラント㈲　 西東京
営業所

保谷町六丁目１５番２２号１０１ 西東京市　他 042-466-8388 8:00～18:00 8:30～18:30 日、祝、夏期、年末年始

星住宅リフォーム㈱ 緑町二丁目３番１号
西東京市、東久留米市、東大和市、
小平市、小金井市

042-465-1166 9:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲シモダ 向台町一丁目７番５号 西東京市 0424-68-0644 9:00～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲ツーワン設備工業 西東京
支店

向台町二丁目６番１１号　フラット
レジデンス向台１０７

西東京市、小平市、東久留米市、国
分寺市、練馬区

042-497-5003 8:00～19:00 8:30～21:00 日、祝、夏期、年末年始

西多摩郡瑞穂町

榎本工業㈱ 大字箱根ケ崎２３４４番地の２ 瑞穂町 042-557-0206 8:00～17:00 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始
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西多摩郡日の出町

㈲日の出総合住設 大字大久野字坂本７４１４番地２ 西多摩全域 042-597-3351 8:00～20:00 8:00～19:00 定休日なし

西多摩郡奥多摩町

㈲大澤工業所 海澤５９０番地 奥多摩町、青梅市 0428-83-2221 8:00～18:00 8:00～18:00 日、夏期、年末年始

原島設備 川井３５４番地 奥多摩町、青梅市 090-1405-9102 7:00～20:00 8:00～18:00 日、年始

㈱一栄住設 小丹波９１０番地 奥多摩町、青梅市 0428-85-8826 8:00～17:00 8:00～17:00 日、年末年始

武蔵野市

㈲南設備工業所 吉祥寺東町三丁目１６番５号 杉並区、三鷹市 090-2556-6077 9:00～17:00 9:00～17:30 日、祝、夏期、年末年始

㈲ツーワン設備工業 境二丁目３番２０号 三鷹市、小金井市、府中市、杉並区 0422-52-7677 8:00～19:00 8:30～21:00 日、祝、夏期、年末年始

羽村市

宝住宅サービス㈲ 羽加美一丁目１３番地３ 青梅市、あきる野市、福生市 090-3310-7966 7:00～23:00 7:00～23:00 定休日なし

神奈川県横浜市

㈱カンパイ 神奈川区三枚町２４８番地６ 東京２３区 045-548-8191 9:00～17:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱エンゼルホーン 金沢区大川７番４－９０１号 品川区 090-3002-3171 9:00～17:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲プロテック 港北区新吉田町５２６番地 世田谷区、大田区 045-590-5105 8:30～17:30 8:30～17:30 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【多摩地区・他】 　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

㈲アクアライフ 港北区日吉六丁目１１番１６号
大田区、目黒区、渋谷区、品川区、
世田谷区、港区

045-562-5743 8:30～18:00 8:30～18:00 日、夏期、年末年始

橋本工業
都筑区加賀原一丁目８番７号　大谷
テラスＡ－２

基本的には全域ですが、緊急を要す
る場合は世田谷区、大田区、目黒
区、町田市あたり

090-8109-3351 6:00～24:00 6:00～24:00 定休日なし

㈱日本ホーム 都筑区北山田一丁目１番１８号 東京２３区、多摩地域 045-593-0309 8:00～20:00 8:00～20:00 定休日なし

㈱アクアエンジニアリング 鶴見区梶山二丁目３７番２５号
大田区、品川区、港区、渋谷区、世
田谷区、目黒区、その他は応相談

045-574-3102 9:00～20:00 9:00～24:00 日、祝、夏期、年末年始

日本漏水調査修繕センター
戸塚区平戸町１１２０番地１レオネ
クストライクシェル１０５号

都内全域 0120-324-777 0:00～24:00 8:00～18:00 無休

三和工業㈱ 西区平沼一丁目３３番７号 大田区、世田谷区、狛江市、町田市 045-320-1030 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ビルド 緑区上山一丁目１４番１１号
大田区、世田谷区、狛江市、品川
区、目黒区

045-934-1589 8:45～18:00 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ケイ・アイ 南区宿町四丁目７０番地１ 東京２３区 045-715-7770 8:30～18:00 6:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

神奈川県川崎市

馬渡設備 多摩区菅三丁目１０番４号 稲城市、多摩市、狛江市、調布市 090-3206-2912 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱モリセツ 多摩区菅三丁目１２番２５号
稲城市、町田市、多摩市、調布市、
府中市、狛江市、国立市、世田谷区

080-3584-9940 044-944-5865 7:00～11:00 8:00～20:00 年始

堀内設備工業㈲ 多摩区堰一丁目１７番６８号 東京２３区、多摩地域 090-3330-4048 9:00～17:00 10:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱アクアプラマー 中原区井田三丁目６番１８号 世田谷区、大田区、目黒区 044-751-9426 090-3201-5902 9:00～18:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

神奈川県相模原市

㈲金井設備 中央区水郷田名二丁目２６番３号 町田市、八王子市、その他東京都 090-4910-1964 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【多摩地区・他】 　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

㈲福原設備工業 中央区淵野辺本町四丁目１７番９号 町田市周辺 042-810-2567 9:00～17:00 9:00～17:00 日、夏期、年末年始

㈱シンケイ
中央区矢部一丁目２３番１７号　シ
ティパルコスモ１０１

２３区外、多摩地区全域 042-751-7837 7:30～24:00 7:30～24:00 年末年始

㈲ビルメンマツモト 中央区矢部一丁目２４番９号 町田市 042-757-3339 8:30～17:30 8:00～17:30 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱森住興業 緑区川尻４１４９番地４ 町田市 090-3085-2387 9:00～17:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

カネヤマ水道工事店 緑区鳥屋１２７３番地１ 八王子市 090-2430-2809 7:30～17:30 8:30～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ＡＱＵＡ　ＬＩＦＥ
緑区二本松三丁目１５番１０号１０
２室

八王子市、日野市、多摩市、町田
市、立川市、国立市、府中市、稲城
市

0120-100-295 8:00～25:00 8:00～25:00 無休

㈲サカエ美装 南区御園三丁目９番１５号 町田市 080-2334-4654 9:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

神奈川県(横浜市、川崎市、相模原市を除く）

㈱ネクストイノベーション
厚木市恩名一丁目２０番２７号プチ
ヒルズ２Ｆ

東京２３区、多摩地域 0120-441-599 0:00～24:00 0:00～24:00 無休

埼玉県

㈲エル・イー・シー 入間市大字小谷田９９番地７
立川市、武蔵村山市、福生市、青梅
市、瑞穂町

04-2966-0961 8:00～17:00 7:00～19:00 日、夏期、年末年始

㈱アクティー水道センター 川口市大字峯１２００番地の６
足立区、北区、荒川区、墨田区、豊
島区、葛飾区、板橋区、練馬区

048-295-4654 8:00～20:00 8:00～20:00 年始

共栄水道サービス
川口市芝中田二丁目３１番２４号３
０１

北区、板橋区、練馬区、豊島区、足
立区、荒川区

080-3728-9986 8:00～19:00 8:00～19:00 夏期、年末年始

アクアスイドウ
川口市元郷六丁目１０番２号メゾン
エスティーム１０５号

足立区、北区、荒川区、板橋区、練
馬区、文京区、墨田区、豊島区、江
戸川区、葛飾区、江東区

090-5400-2070 0120-030-889 8:00～21:00 8:00～21:00 夏期、年末年始

アテックス㈱ 北本市中央四丁目７４番地 東京２３区、多摩地域 048-590-5707 8:30～17:30 9:00～18:00
第１・３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【多摩地区・他】 　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

㈲総合メンテナンス
さいたま市北区吉野町一丁目３７３
番地３

東京２３区、多摩地域 0120-320-858 080-3549-1409 8:30～19:00 9:00～18:00 日、夏期、年末年始

㈱Ｒ＆Ａ
さいたま市見沼区東宮下２０２０番
地１

東京２３区、多摩地域 048-792-0012 9:00～17:00 9:00～17:00 年末年始

渡部設備
草加市神明一丁目１２番６－１００
４号

足立区、葛飾区、墨田区、北区、荒
川区、台東区、板橋区

090-3527-2404 8:00～21:00 8:00～21:00 日、祝、年末年始

㈲吉田設備 草加市八幡町１３７番地５ 東京２３区、多摩地域 090-1255-3326 0:00～24:00 0:00～24:00 日、年末年始

㈱イースト 所沢市大字下富９１７番地の１６ 地域により応相談 090-3213-8907 8:00～22:00 8:00～24:00 定休日なし

萩原建設工業㈲ 三郷市戸ケ崎大道西２２５５番地
足立区、葛飾区、台東区、墨田区、
荒川区、北区、板橋区

048-947-4944 10:00～16:00 10:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲鈴雄設備 新座市栗原一丁目１番１７号 練馬区、東久留米市、西東京保谷市 042-474-6140 11:00～18:00 10:00～19:00 日、祝、夏期、年末年始

㈱ＪＯＩＮＴＳ 新座市栗原一丁目６番４２号 東京２３区、多摩地域 090-3875-2932 6:00～20:00 7:10～22:00
日、夏期（不定期）、年末年
始（不定期）

㈱髙橋設備工業所 新座市栗原六丁目１０番２５号
清瀬市、東久留米市、西東京市、練
馬区大泉町、新座市に隣接している
所

042-423-6626 8:30～17:30 9:00～18:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲光風エアコン 新座市畑中二丁目１５番２３号 全地域 048-479-8521 9:00～17:00 8:00～18:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈱竹内設備 蕨市中央七丁目５１番１０号 足立区、北区、豊島区、板橋区 090-2252-0885 048-445-2243 8:00～17:00 8:00～17:00 日、祝、年末年始

㈱アクアテック 蕨市中央七丁目１２番７号
板橋区、北区、練馬区、荒川区、葛
飾区、足立区

048-444-1044 7:00～22:00 9:00～20:00 定休日なし

千葉県

㈱水工社 市川市大洲一丁目１２番２０号 墨田区、江東区、葛飾区、江戸川区 090-2222-0261 8:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、夏期、年末年始

㈲英設備工業 市川市市川南一丁目６番９号 江戸川区、江東区、葛飾区 047-324-3804 9:00～17:00 9:00～17:00 日、祝、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

㈱すいぱと 市川市河原１８番７号 東京２３区、多摩地域 0120-16-8919 0:00～24:00 0:00～24:00 無休

㈱川村設備 野田市桜の里三丁目２５番地の１２ 東京２３区 090-4926-7195 8:00～17:00 8:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始

㈲ルーテン 船橋市二和東六丁目３２番４号 全域 047-407-8872 8:30～18:00 9:00～17:00 土、日、祝、夏期、年末年始
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