
令和３年４月１日現在

Ａ．給水設備修繕対応先一覧

Ｂ．給水設備修繕対応可能業者一覧
地域 電話番号 時間外連絡先 休業日

0120-976-194 0120-976-194 無休

575-0961 575-0965 無休

241-0705 241-0705 無休

地域 業者名 所在地 電話番号 時間外連絡先 休業日

髙井工業㈱ 岡本4-8-16 431-0452
431-0452

（24時間対応）
日・祝

阪神水道洗管工業 深江本町2-4-22 451-3866
090-1917-8042
（17:00～20:00）

日・祝

尾形水道工業所 大石東町5-7-10
861-3798

（8:00～17:00）
090-8887-3944
（17:00～22:00）

日・祝・その他

㈱清水設備 友田町3-3-1 822-3333 ― 土・日・祝

千野電設㈱ 千旦通3-4-15 882-6807 ― 土・日・祝

㈱トータル 灘南通1-3-23 805-0188
805-0188

（24時間対応）
無休

㈲六甲商会 日尾町3-3-16 851-5268 ― 土・日・祝

大中工業㈱ 熊内町8-13-5 241-1620
090-1958-0201

（電話17:30～8:30）
土・日・祝・その他

㈱布引 楠町1-11-7 361-0308 ― 土・日・祝

播磨設備工業㈱ 八雲通3-3-15 251-5131
080-5770-7382
（17:00～20:00）

日・祝

㈱メディスポ 国香通3-1-2 271-9200 ― 土・日・祝

家事リフォーム㈱ 下沢通5丁目4-6 575-1927 ― 土・日・祝

㈱光洋機器 駅南通1-2-27 671-3711 ― 日・祝

北鈴設備㈱ 甲栄台1-7-8 592-7799 ― 第2,4土・日・祝

近畿総合設備㈱ 八多町吉尾318-1 907-5501 ― 日・祝

㈱小林設備 小倉台3-3-18 583-6355 ― 日・祝

さかもと住設 有野町唐櫃2727-7 958-5656
090-5658-0122
（24時間対応）

日

㈲神明電機 鈴蘭台北町4-1-7
591-0861

（9:00～19:00）
591-0861

（19:00～9:00）
日・祝・その他

中央水道神戸 藤原台中町2-4-2 982-3414
982-3414

（17:00～19:00）
日・祝

㈱北神水道商会 鈴蘭台北町3-25-5 591-1145 ― 第2,4土・日・祝

増田設備工業 北五葉4-13-5 591-5818 ― 土・日・祝

㈱森田工務店 鈴蘭台東町3-3-25 593-4167
090-3168-7371
（17:00～23:00）

日･祝・その他

八尾設備 ひよどり台1-20-9 741-6965
090-9691-6711
（21:00～23:00）

不定休

吉田設備 東大池3-25-8 201-9705
070-5265-9146

（22:00以降）
日・祝・不定休

ヨネノ設備 鈴蘭台西町４丁目6-11 593-3267 － 日・祝

コウベ水修理受付センター（排水設備の修繕を含む）

業者名

東灘区

灘区

中央区

兵庫区

北区

全市
共通

給水設備修繕対応可能業者一覧

漏水個所 対応先（電話番号）

道路上 水道局各センター

宅地内　メーター上流（注）
水道修繕受付センター【神戸市開設】（０１２０－９７６－１９４　ＦＡＸ：０７８－５７５－０３３８）
（受託者：神戸市管工事業協同組合）

宅地内　メーター下流（注）
水道修繕受付センター【神戸市開設】（０１２０－９７６－１９４　ＦＡＸ：０７８－５７５－０３３８）

神戸市指定給水装置工事事業者
（給水設備修繕対応可能業者一覧（電話番号）は下記Ｂ．参照）

（注）集合住宅および賃貸住宅の場合は、それぞれの管理組合または所有者にご連絡ください。
　　　市営住宅等で各管理部署の連絡先をご覧になりたい方は、水道局ホームページの「窓口のご案内」→「指定工事店一覧」
　　　→「給水設備修繕対応可能業者一覧」→「市営住宅等のお問合わせ先」をご覧ください。

水道修繕受付センター【神戸市開設】

神戸市管工事業協同組合



Ｂ．給水設備修繕対応可能業者一覧（つづき）
地域 業者名 所在地 電話番号 時間外連絡先 休業日

植村設備 上池田3-7-31 611-1707
090-3675-3110
（24時間対応）

日・祝

河下工業 宮丘町1-3-26-301 641-6827
090-7758-5165
（7:00～21:00）

不定休

葛原設備工業 長者町12-12 612-7833
090-4902-8466
（24時間対応）

不定休

㈲上月設備工業 萩乃町2-8-5 611-1675
090-8650-0643
（24時間対応）

日･祝・その他

㈲児玉水道工業所 桧川町2-2-1 641-0694
641-0694

（電話7:00～21:00）
日・祝

㈱タルキ 長田町2-1-8
0120-09-1055
(8:30～19:00)

080-3109-2880
(6:00～20:00)

日・祝

㈲上野興産 白川台7-10-74 791-1231 ― 日

加地設備機器㈱ 戸政町1-1-30 733-1662
733-1662

（24時間対応）
日・祝

神戸三晃設備工業㈱ 妙法寺字地子田1038-2 0120-350-032 ―
日・祝

土曜日は午後3時迄受付可

㈱島田設備 大田町5-1-14 733-7097
090-4285-5074

（19:00以降）
日・祝

ならはら住宅設備 車字仏坂814-20 0120-7080-86
0120-7080-86

（電話24時間対応）
日・祝・その他

ハイブリッド 行幸町1-4-14-703 733-1179 ― 土・日　土曜日は不定休

㈱福田商店 戎町3-1-22
732-3601

（9:00～17:00）
― 日・祝・その他

㈱ヤマギ空調水道 大田町4-3-12 732-4313
732-4313

（17:00～8:00）
日・祝

小椋設備 美山台1-5-27 755-5353 ― 不定休

㈱グランペ 上高丸2-3-24 707-7603
090-8982-3803
（17:00～19:30）

日・祝

北神戸ビルメンテナンス㈲ 今寺3-18　アリスシティ 974-1050
974-1050

（電話24時間対応）
日

日新工業㈱ 玉津町居住198 928-0181 ― 第2,4土・日・祝

㈱ワイドハーバー 美賀多台7-14-3 252-4071
090-8931-5169
（17:00～9:00）

土・日・祝

アイテム㈱ 宇治市五ヶ庄福角69-6 0120-69-7040 (電話受付8～20時) 無休

尾崎水道工業 芦屋市大桝町5-14 0797-31-5705 ― 日・祝

㈱金田設備工業 明石市藤江1644-1 922-5406
922-5406

（20:00～8:00）
日・祝

㈱ダイキサービス 尼崎市東七松町1-1-14-102 06-6487-5255
06-6487-5255
（17:30～9:00）

日・祝

㈱日研ハイドロクリーン社 明石市藤江1806-7 923-7111
923-7111

（17:00～8:00）
日・祝

明姫商会 明石市小久保2-10-3 925-5757
090-3709-1027

（電話24時間対応）
無休

【修繕を依頼される際の留意点】
  ・できるだけ複数の業者から見積りをとってください。
　・工事内容や費用について、よく説明を受け確認してください。
　・工事後のアフターサービスを十分確認してください。

須磨区

垂水区

西区

市外

給水設備修繕対応可能業者一覧（つづき）

長田区


